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一般男子　 47名　 13周 78km　 12:00スタート

# 氏　名 ﾌﾘｶﾞﾅ 登録番号 都県 所　属

1 佐野　千尋 ｻﾉ　ﾁﾋﾛ 01ME1101679 北海道 イナーメ信濃山形

2 尾形　尚紀 ｵｶﾞﾀ　ﾅｵｷ 01ME0901458 北海道 ホンダ栃木JET

3 新村　　穣 ｼﾝﾑﾗ　ﾐﾉﾘ 08ME0901201 茨城 CS Slinger

4 齋藤　光一 ｻｲﾄｳ　ｺｳｲﾁ 08MM0601123 茨城 F(ｔ)麒麟山Racing

5 齋藤　寛太 ｻｲﾄｳ　ｶﾝﾀ 08MU1502190 茨城 ヴァンバート筑波

6 保坂陽次郎 ﾎｻｶ　ﾖｳｼﾞﾛｳ 08ME0901103 茨城 倉持産業/スーパー・K・アスリートラボ

7 田中　将人 ﾀﾅｶ　ﾏｻﾄ 08ME1101869 茨城 筑波大学

8 小林　宏志 ｺﾊﾞﾔｼ　ﾋﾛｼ 09ME1001863 栃木 Honda栃木

9 片桐　真一 ｶﾀｷﾞﾘ　ｼﾝｲﾁ 09MU1500423 栃木 ブラウブリッツェン

10 中井　雄策 ﾅｶｲ　ﾕｳｻｸ 10MU1400631 群馬 TRC PANAMAREDS

11 狩野　　敦 ｶﾉｳ　ｱﾂｼ 10ME1600316 群馬 上毛レーシング

12 渋谷　智一 ｼﾌﾞﾔ　ﾄﾓｲﾁ 10MM9901837 群馬 湘南ベルマーレクラブ

13 岩﨑　基規 ｲﾜｻｷ　ﾓﾄﾉﾘ 11ME1100198 埼玉 ACQUA TAMA

14 五十嵐　龍 ｲｶﾞﾗｼ　ﾘｭｳ 11MM1502293 埼玉 docomo RT

15 奈良　　浩 ﾅﾗ　ﾋﾛｼ 11MM0100069 埼玉 WALK RIDE

16 木下　翔平 ｷﾉｼﾀ　ｼｮｳﾍｲ 11ME1400139 埼玉 コムリン

17 植田　春樹 ｳｴﾀﾞ　ﾊﾙｷ 11ME1400191 埼玉 コムリン

18 飛田　俊彦 ﾄﾋﾞﾀ　ﾄｼﾋｺ 11ME0901783 埼玉 サイクルクラブ3CP

19 富元　久雄 ﾄﾐﾓﾄ　ﾋｻｵ 11ME1402160 埼玉 サイタマサイクルプロジェクト

20 塩田　航平 ｼｵﾀﾞ　ｺｳﾍｲ 11MU1100938 埼玉 早稲田大学自転車部

21 根岸　利安 ﾈｷﾞｼ　ﾄｼﾔｽ 11ME1201772 埼玉

22 丹野沙音志 ﾀﾝﾉ　ｻﾄｼ 11ME1600225 埼玉

23 山口　史明 ﾔﾏｸﾞﾁ　ﾌﾐｱｷ 12ME0500821 千葉 湾岸サイクリング・ユナイテッド

24 石塚　将人 ｲｼﾂﾞｶ　ﾏｻﾄ 12ME1500253 千葉 湾岸サイクリング・ユナイテッド

25 乾　　　悟 ｲﾇｲ　　ｻﾄﾙ 12ME1600460 千葉 湾岸サイクリング・ユナイテッド

26 船山　　崇 ﾌﾅﾔﾏ　ﾀｶｼ 13ME0100833 東京 acqua tama

27 秋山　悟郎 ｱｷﾔﾏ　ｺﾞﾛｳ 13ME0900461 東京 acqua tama euroworks

28 中村　　潤 ﾅｶﾑﾗ　ｼﾞｭﾝ 13MM1301466 東京 docomo RT

29 中村　文武 ﾅｶﾑﾗ　ﾌﾐﾀｹ 13MM9702834 東京 FIETS GROEN 日本ロボティクス

30 山口　博久 ﾔﾏｸﾞﾁ　ﾋﾛﾋｻ 13ME9702875 東京 GRUPPO ACQUA TAMA

31 佐藤　智也 ｻﾄｳ　ﾄﾓﾔ 13ME1101294 東京 SAUCE DEVELOPMENT

32 細川　倫央 ﾎｿｶﾜ　ﾘﾝｵｳ 13MM0101007 東京 アクアタマ

33 小林　　摂 ｺﾊﾞﾔｼ　ｵｻﾑ 13MM0210478 東京 桜輪会

34 花田　聖誠 ﾊﾅﾀﾞ　ｷﾖﾏｻ 13MJ1101876 東京 昭和第一学園高校

35 橋詰　　丈 ﾊｼﾂﾞﾒ　ｼﾞｮｳ 13MU1001185 東京 中央大学

36 新村　拓也 ｼﾝﾑﾗ　ﾀｸﾔ 13MU1101042 東京 日大理工

37 松村　　悟 ﾏﾂﾑﾗ　ｻﾄﾙ 13MM0701758 東京 パインヒルズ'90

38 田中　英祐 ﾀﾅｶ　ｴｲｽｹ 13MU1500678 東京 早稲田大学

39 渡邊　　聡 ﾜﾀﾅﾍﾞ　ｻﾄﾙ 14MM0900524 神奈川 なるしまフレンド レーシングチーム

40 小貫　智紀 ｵﾇｷ　ﾄﾓﾉﾘ 14ME1301694 神奈川 湘南ベルマーレクラブ

41 本多　拓貴 ﾎﾝﾀﾞ　ﾋﾛｷ 16ME0901174 新潟 F(ｔ)麒麟山Racing

42 大野　国寿 ｵｵﾉ　ｸﾆﾋｻ 16ME1000042 新潟 F(ｔ)麒麟山Racing

43 淵田　　祐 ﾌﾁﾀ　ﾕｳ 16ME1201603 新潟 F(ｔ)麒麟山Racing

44 髙橋　峰樹 ﾀｶﾊｼ　ﾐﾈｷ 16ME1301402 新潟 F(ｔ)麒麟山Racing

45 石川　貴英 ｲｼｶﾜ　ﾀｶﾃﾙ 16ME0700459 新潟 SEKIYA

46 坂大　恵太 ﾊﾞﾝﾀﾞｲ　ｹｲﾀ 16ME1100547 新潟 チームフィンズ

47 遠藤　健太 ｴﾝﾄﾞｳ　ｹﾝﾀ 16ME1101584 新潟 チームフィンズ
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高校生男子　 111名　 11周 66km　 14:20スタート

# 氏　名 ﾌﾘｶﾞﾅ 登録番号 都県 所　属

101 古谷　寛世 ﾌﾙﾔ　ｶﾝｾｲ 08MJ1502415 茨城 エクストリームつくば

102 小畑　勝広 ｵﾊﾞﾀ　ｶﾂﾋﾛ 08MJ1501466 茨城 取手第一高等学校

103 中山　翔汰 ﾅｶﾔﾏ　ｼｮｳﾀ 08MJ1501467 茨城 取手第一高等学校

104 松崎　広太 ﾏﾂｻﾞｷ　ｺｳﾀ 08MJ1501469 茨城 取手第一高等学校

105 朝倉　智仁 ｱｻｸﾗ　ﾄﾓﾋﾄ 08MJ1501471 茨城 取手第一高等学校

106 多田れおん ﾀﾀﾞ　ﾚｵﾝ 08MY1301461 茨城 取手第一高等学校

107 渡辺　八起 ﾜﾀﾅﾍﾞ　ﾔｵｷ 08MY1601721 茨城 取手第一高等学校

108 関原　佑祥 ｾｷﾊﾗ　ﾕｳｼ 09MJ1402019 栃木 栃木県立今市工業高等学校

109 大山　　慶 ｵｵﾔﾏ　ｹｲ 09MJ1502691 栃木 栃木県立今市工業高等学校

110 斎藤　稜平 ｻｲﾄｳ　ﾘｮｳﾍｲ 申請中 栃木 栃木県立今市工業高等学校

111 関　　拓真 ｾｷ　ﾀｸﾏ 09MJ1600391 栃木 フィッツ

112 古口　拓真 ｺｸﾞﾁ　ﾀｸﾏ 09MJ1401964 栃木 真岡工業高校自転車競技部

113 荒木　　知 ｱﾗｷ　ｻﾄｼ 09MJ1502363 栃木 真岡工業高校自転車競技部

114 小徳　修平 ｺﾄｸ　ｼｭｳﾍｲ 09MJ1502364 栃木 真岡工業高校自転車競技部

115 小野寺　慶 ｵﾉﾃﾞﾗ　ｹｲ 09MY1300365 栃木 真岡工業高校自転車競技部

116 宮田　佳樹 ﾐﾔﾀ　ﾖｼｷ 09MY1401963 栃木 真岡工業高校自転車競技部

117 荒井　遼河 ｱﾗｲ　ﾘｮｳｶﾞ 09MY1502361 栃木 真岡工業高校自転車競技部

118 田村　　介 ﾀﾑﾗ　ﾀｽｸ 09MY1502362 栃木 真岡工業高校自転車競技部

119 石島　　翼 ｲｼｼﾞﾏ　ﾂﾊﾞｻ 09MY1502365 栃木 真岡工業高校自転車競技部

120 北村　重裕 ｷﾀﾑﾗ　ｼｹﾞﾋﾛ 09MY1601640 栃木 真岡工業高校自転車競技部

121 田部井伸矢 ﾀﾍﾞｲｼﾝﾔ 10MJ1400966 群馬 伊勢崎工業高校

122 須藤裕二郎 ｽﾄｳ　ﾕｳｼﾞﾛｳ 10MJ1501014 群馬 伊勢崎工業高校

123 栗林　健吾 ｸﾘﾊﾞﾔｼ　ｹﾝｺﾞ 10MJ1501015 群馬 伊勢崎工業高校

124 小堀　拓歩 ｺﾎﾞﾘ　ﾀｸﾎ 10MJ1501016 群馬 伊勢崎工業高校

125 田中　俊介 ﾀﾅｶ　ｼｭﾝｽｹ 10MJ1501979 群馬 伊勢崎工業高校

126 柳　　元文 ﾔﾅｷﾞ　ﾓﾄﾌﾐ 10MJ1501980 群馬 伊勢崎工業高校

127 中村　　凌 ﾅｶﾑﾗ　ﾘｮｳ 10MY1501012 群馬 伊勢崎工業高校

128 川井　慶太 ｶﾜｲ　ｹｲﾀ 10MJ1401068 群馬 群馬県立桐生工業高等学校

129 坂巻　智也 ｻｶﾏｷ　ﾄﾓﾔ 10MJ1402182 群馬 群馬県立桐生工業高等学校

130 小榑　佑弥 ｺｸﾚ　ﾕｳﾔ 10MJ1501142 群馬 群馬県立桐生工業高等学校

131 林　　星矢 ﾊﾔｼ　ｾｲﾔ 10MY1601374 群馬 群馬県立桐生工業高等学校

132 大橋　柊介 ｵｵﾊｼ　ｼｭｳｽｹ 10MY1601376 群馬 群馬県立桐生工業高等学校

133 岩森　諒斗 ｲﾜﾓﾘ　ﾘｮｳﾄ 10MY1601377 群馬 群馬県立桐生工業高等学校

134 坂口　央樹 ｻｶｸﾞﾁ　ﾋﾛｷ 10MY1601378 群馬 群馬県立桐生工業高等学校

135 吉村　甲斐 ﾖｼﾑﾗ　ｶｲ 10MJ1400961 群馬 群馬県立高崎工業高等学校

136 斉田　奎人 ｻｲﾀﾞ　ｹｲﾄ 10MJ1400964 群馬 群馬県立高崎工業高等学校

137 上原　拓馬 ｳｴﾊﾗ　ﾀｸﾏ 10MY1400962 群馬 群馬県立高崎工業高等学校

138 上原　雅主 ｳｴﾊﾗ　ﾏｻｶｽﾞ 10MY1400965 群馬 群馬県立高崎工業高等学校

139 廣神　裕也 ﾋﾛｶﾐ　ﾕｳﾔ 10MY1500518 群馬 群馬県立高崎工業高等学校

140 林　　頼母 ﾊﾔｼ　ﾀﾉﾓ 10MY1501034 群馬 群馬県立高崎工業高等学校

141 矢野　達也 ﾔﾉ　ﾀﾂﾔ 10MY1501035 群馬 群馬県立高崎工業高等学校

142 小板橋　空 ｺｲﾀﾊﾞｼ　ｿﾗ 10MY1501036 群馬 群馬県立高崎工業高等学校

143 青木　拓穂 ｱｵｷ　ﾀｸﾎ 10MY1501037 群馬 群馬県立高崎工業高等学校

144 佐藤　孝紀 ｻﾄｳ　ﾀｶﾉﾘ 10MY1501038 群馬 群馬県立高崎工業高等学校

145 中條　颯斗 ﾅｶｼﾞｮｳ　ﾊﾔﾄ 10MY1501039 群馬 群馬県立高崎工業高等学校

146 尾形　昴隼 ｵｶﾞﾀ　ﾀｶﾄｼ 10MJ1501399 群馬 前橋育英高校

147 栗原　　諒 ｸﾘﾊﾗ　ﾘｮｳ 10MJ1400968 群馬 前橋工業高校

148 栗原啓由樹 ｸﾘﾊﾗ　ﾋﾛﾕｷ 10MJ1400970 群馬 前橋工業高校

149 篠田　幸希 ｼﾉﾀﾞ　ｺｳｷ 10MJ1400973 群馬 前橋工業高校

150 奈良原佳幸 ﾅﾗﾊﾗ　ﾖｼﾕｷ 10MJ1501152 群馬 前橋工業高校

151 田代　大和 ﾀｼﾛ　ﾔﾏﾄ 10MJ1501154 群馬 前橋工業高校

152 岡村　　遼 ｵｶﾑﾗ　ﾘｮｳ 10MJ1502380 群馬 前橋工業高校

153 川島　幸起 ｶﾜｼﾏ　ｺｳｷ 10MY1502124 群馬 前橋工業高校

154 栗原　武蔵 ｸﾘﾊﾗ　ﾑｻｼ 10MY1601267 群馬 前橋工業高校

155 和田　碧来 ﾜﾀﾞ　ｱｲﾗ 10MY1601268 群馬 前橋工業高校
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# 氏　名 ﾌﾘｶﾞﾅ 登録番号 都県 所　属

156 中川　　涼 ﾅｶｶﾞﾜ　ﾘｮｳ 11MJ1301700 埼玉 埼玉県立浦和工業高校

157 藤井　雅樹 ﾌｼﾞｲ　ﾏｻｷ 11MJ1301701 埼玉 埼玉県立浦和工業高校

158 関口　裕亮 ｾｷｸﾞﾁ　ﾋﾛｱｷ 11MJ1401669 埼玉 埼玉県立浦和工業高校

159 佐々木洸太 ｻｻｷ　ｺｳﾀ 11MJ1500743 埼玉 埼玉県立浦和工業高校

160 小野　豊大 ｵﾉ　ﾄﾖﾋﾛ 11MJ1501171 埼玉 埼玉県立浦和工業高校

161 鈴木　　陸 ｽｽﾞｷ　ﾘｸ 11MY1601674 埼玉 埼玉県立浦和工業高校

162 程田　彦也 ﾎﾀﾞﾀ　ﾋｺﾔ 11MY1601675 埼玉 埼玉県立浦和工業高校

163 西沢　　綾 ﾆｼｻﾞﾜ　ﾘｮｳ 11MY1601676 埼玉 埼玉県立浦和工業高校

164 瀬川　颯太 ｾｶﾞﾜ　ｿｳﾀ 11MY1601678 埼玉 埼玉県立浦和工業高校

165 花見　和哉 ﾊﾅﾐ　ｶｽﾞﾔ 11MY1601679 埼玉 埼玉県立浦和工業高校

166 伊藤　元弥 ｲﾄｳ　ｹﾞﾝﾔ 11MJ1400954 埼玉 埼玉県立川越工業高校

167 増田　勝伍 ﾏｽﾀﾞ　ｼｮｳｺﾞ 11MJ1400957 埼玉 埼玉県立川越工業高校

168 須藤　　望 ｽﾄﾞｳ　ﾉｿﾞﾑ 11MJ1401840 埼玉 立教新座中学・高等学校

169 宮野　雄弘 ﾐﾔﾉ　ﾀｶﾋﾛ 11MJ1402200 埼玉 早稲田大学本庄高等学院自転車部

170 石倉悠之介 ｲｼｸﾗ　ﾕｳﾉｽｹ 12MJ1400080 千葉 湾岸サイクリング・ユナイテッド

171 松下　直暉 ﾏﾂｼﾀ　ﾅｵｷ 13MJ1601219 東京

172 花田　聖誠 ﾊﾅﾀﾞ　ｷﾖﾏｻ 13MJ1101876 東京 昭和第一学園高校

173 林　　海斗 ﾊﾔｼ　ｶｲﾄ 13MJ1501213 東京 昭和第一学園高等学校

174 古賀　敦也 ｺｶﾞ　ｱﾂﾔ 13MY1502041 東京 昭和第一学園高等学校

175 鴨下　拓弥 ｶﾓｼﾀ　ﾀｸﾔ 13MY1600292 東京 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ

176 田谷歩久人 ﾀﾔﾎｸﾄ久人 13MJ1402232 東京 成城高等学校自転車競技部

177 山野　裕貴 ﾔﾏﾉ　ﾋﾛｷ 13MJ1502039 東京 成城高等学校自転車競技部

178 半田　敏規 ﾊﾝﾀﾞ　ﾄｼｷ 13MY1402291 東京 成城高等学校自転車競技部

179 髙橋　昇太 ﾀｶﾊｼ　ｼｮｳﾀ 13MY1502038 東京 成城高等学校自転車競技部

180 有山　智教 ｱﾘﾔﾏ　ﾄﾓﾉﾘ 13MY1502270 東京 成城高等学校自転車競技部

181 奈良尾和宏 ﾅﾗｵ　ｶｽﾞﾋﾛ 13MY1502402 東京 成城高等学校自転車競技部

182 池上　　毅 ｲｹｶﾞﾐ　ﾀｹｼ 13MY1502509 東京 成城高等学校自転車競技部

183 石井慎之助 ｲｼｲ　ｼﾝﾉｽｹ 13MY1502727 東京 成城高等学校自転車競技部

184 武藤　太一 ﾑﾄｳ　ﾀｲﾁ 13MY1601314 東京 成城高等学校自転車競技部

185 太田　　翼 ｵｵﾀ　ﾂﾊﾞｻ 13MJ1401115 東京 日本大学豊山高等学校自転車部

186 森田　夏生 ﾓﾘﾀ　ﾅﾂｷ 13MJ1401116 東京 日本大学豊山高等学校自転車部

187 石田　　貫 ｲｼﾀﾞ　ｶﾝ 13MY1501119 東京 日本大学豊山高等学校自転車部

188 碓井　煕凌 ｳｽｲ　ﾋﾛﾀｶ 13MY1501120 東京 日本大学豊山高等学校自転車部

189 近　　翔太 ｺﾝ　ｼｮｳﾀ 13MY1501121 東京 日本大学豊山高等学校自転車部

190 齊藤　宏樹 ｻｲﾄｳ　ｺｳｷ 13MY1501122 東京 日本大学豊山高等学校自転車部

191 吉　　啓介 ﾖｼ　ｹｲｽｹ 13MY1501123 東京 日本大学豊山高等学校自転車部

192 戸村　正純 ﾄﾑﾗ　ﾏｻｽﾞﾐ 13MY1502781 東京 日本大学豊山高等学校自転車部

193 宇賀　隆貴 ｳｶﾞ　ﾘｭｳｷ 13MJ1502783 東京 フィッツ

194 一石　　悠 ｲﾁｲｼ　ﾕｳ 14MJ1501180 神奈川 神奈川県立二宮高等学校

195 吉野　　匠 ﾖｼﾉ　ｼｮｳ 14MJ1501181 神奈川 神奈川県立二宮高等学校

196 北村虎之介 ｷﾀﾑﾗ　ﾄﾗﾉｽｹ 14MJ1501182 神奈川 神奈川県立二宮高等学校

197 石倉　玄太 ｲｼｸﾗ　ｹﾞﾝﾀ 14MY1601233 神奈川 神奈川県立二宮高等学校

198 山岸　大地 ﾔﾏｷﾞｼ　ﾀﾞｲﾁ 14MJ1400158 神奈川 県立保土ヶ谷高等学校

199 大橋　祐貴 ｵｵﾊｼ　ﾕｳｷ 14MJ1401367 神奈川 横浜高校自転車競技部

200 飯田　千暁 ｲｲﾀﾞ　ﾁｱｷ 14MJ1401373 神奈川 横浜高校自転車競技部

201 今村　友紀 ｲﾏﾑﾗ　ﾄﾓｷ 14MJ1401772 神奈川 横浜高校自転車競技部

202 相原晴一朗 ｱｲﾊﾗ　ｾｲﾁﾛｳ 14MJ1502111 神奈川 横浜高校自転車競技部

203 白石　　光 ｼﾗｲｼ　ﾋｶﾙ 14MY1402251 神奈川 横浜高校自転車競技部

204 上原　瑠生 ｳｴﾊﾗ　ﾘｭｳｾｲ 14MY1501922 神奈川 横浜高校自転車競技部

205 槐　　野明 ｴﾝｼﾞｭ　ﾉｱ 14MJ1500193 神奈川 湘南ベルマーレ

206 清水　貴梨 ｼﾐｽﾞ　ｷﾘ 15MJ1401543 山梨 甲府工業高等学校

207 矢光　孝輔 ﾔｺｳ　ｺｳｽｹ 15MJ1501422 山梨 甲府工業高等学校

208 依田　翔大 ﾖﾀﾞ　ｼｮｳﾀ 15MJ1501841 山梨 甲府工業高等学校

209 山本　哲央 ﾔﾏﾓﾄ　ﾃﾂｵ 15MY1501423 山梨 韮崎工業高等学校

210 杉渕　優樹 ｽｷﾞﾌﾞﾁ　ﾕｳｷ 15MJ1501845 山梨 笛吹高等学校

211 永田　　蓮 ﾅｶﾞﾀ　ﾚﾝ 15MY1501421 山梨 富士北陵高等学校
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中学生男子　 7名　 5周 30km　 14:21スタート

女 子　 10名　 5周 30km　 12:02スタート

# 氏　名 ﾌﾘｶﾞﾅ 登録番号 都県 所　属

81 篠原　輝利 ｼﾉﾊﾗ　ｷﾘ 08MY1502719 茨城 茨城町立明光中学校

82 秋田　圭佑 ｱｷﾀ　ｹｲｽｹ 08MY1601630 茨城 守谷市立御所ケ丘中学校

83 外園晋之介 ﾎｶｿﾞﾉ　ｼﾝﾉｽｹ 11MY1502276 埼玉 川口市自転車競技連盟

84 海野　晋作 ｳﾐﾉ　ｼﾝｻｸ 13MY1501888 東京 VENTOS FRECCIA

85 江見　俊輔 ｴﾐ　ｼｭﾝｽｹ 13MY1300300 東京 中央区立銀座中学校・チームオーベスト

86 相原　士穏 ｱｲﾊﾗ　ｼｵﾝ 14MY1400144 神奈川 湘南ベルマーレ

87 阿部　賢明 ｱﾍﾞ　ﾀｶｱｷ 16MY1601683 新潟 チームフィンズ

# 氏　名 ﾌﾘｶﾞﾅ 登録番号 都県 所　属

71 島崎　真美 ｼﾏｻﾞｷ　ﾏﾐ 08FE1301051 茨城 イマイ・スプロケッツ

72 當銘　幸貴 ﾄｳﾒ　ｻｷ 08FU1500566 茨城 筑波大学

73 原田　萌花 ﾊﾗﾀﾞ　ﾓｴｶ 08FJ1501904 茨城 取手第一高等学校

74 神永　麻衣 ｶﾐﾅｶﾞ　ﾏｲ 10FJ1501143 群馬 群馬県立桐生工業高等学校

75 青木　唯香 ｱｵｷ　ﾕｲｶ 10FJ1502472 群馬 群馬県立桐生工業高等学校

76 細谷　夢菜 ﾎｿﾔ　ﾕﾒﾅ 11FJ1101538 埼玉 埼玉県立浦和工業高校

77 吉岡　梨紗 ﾖｼｵｶ　ﾘｻ 13FU1401956 東京 Ready Go JAPAN

78 舟山　杏子 ﾌﾅﾔﾏ　ｷｮｳｺ 13FM1502634 東京 ドリーマー

79 盛永　母映 ﾓﾘﾅｶﾞ　ﾓｴ 16FE1600876 新潟 F(ｔ)麒麟山Racing

80 新保　恵美 ｼﾝﾎﾞ　ｴﾐ 16FE1600768 新潟 チームフィンズ


