
サイクルジャンボリー 袖ヶ浦 エンデューロ

開催日:2022年10月8日

コース：袖ケ浦フォレストレースウェイ

受付締切 AM 12:30 備考 : フィニッシュ 15:00

召集エリア集合 12:50

スタート 13:00

ゼッケン 氏名 カナ チーム名
1 田中　淳平 タナカ　ジュンペイ
2 多田　一樹 タダ　カズキ U2 BIKES
3 伊藤　侑也 イトウ　ユウヤ MIVRO
4 越智　進太郎 オチ　シンタロウ shimogaku
5 鈴木　政浩 スズキ　マサヒロ Project K
6 小川　昌規 オガワ　マサノリ
7 康　寿成 カン　スソン
8 加藤　暢人 カトウ　ノブヒト
9 池原　賢亮 イケハラ　ケンスケ Joyriders J
10 及川　勝 オイカワ マサル 凛々サイクリングチーム
11 笠原　健吾 カサハラ　ケンゴ
12 蠣崎　藍道 カキザキ　ランドウ ホダカファクトリーレーシング
13 鬼沢　和哉 オニザワ　カズヤ チームとの
14 小坂　悠人 コサカ ユウト
15 山﨑　岳 ヤマザキ タケシ
16 中宿　昌彦 ナカヤド　マサヒコ チームとらきち
17 大倉　伸一 オオクラ　シンイチ
18 中川　啓 ナカガワ　ヒラク OCR(大宮サイクルレーシング)
19 持木　脩也 モチキ　シュウヤ
20 青谷　正毅 アオヤ マサキ
21 木村　幸汰 キムラ　コウタ
22 研谷　直樹 トギヤ　ナオキ
23 上田　祥一朗 ウエダ　ショウイチロウ U2 BIKES
24 池谷　隆太 イケヤ　リュウタ IKEYATRUST
25 渡部　潤治 ワタナベ　ジュンジ GROVE宮前平
26 持木　将也 モチキ　マサヤ
27 亀井　正眸 カメイ　マサム U2 Bikes
28 高山　遼 タカヤマ　リョウ サイクルフリーダム・レーシング
29 玉木　泰希 タマキ　ダイキ Shimogaku
30 市川　龍之介 イチカワ　リュウノスケ しゃふしゃふううぅう
31 鳥海　和希 トリウミ　アイキ
32 小田　達也 オダ タツヤ
33 村上　聖真 ムラカミ　ショウマ
34 山口　明彦 ヤマグチ　アキヒコ B.MERIDAマンの弟子
35 池川　辰哉 イケガワ　タツヤ VC VELOCE／EMU
36 鈴木　陽大 スズキ　アキヒロ THE DELEZ SQUAD
37 杉浦　慎平 スギウラ　シンペイ THE DELEZ SQUAD
38 雑賀　大輔 サイカ ダイスケ WCU
39 押野　克徳 オシノ　カツノリ
40 古屋　清喬 フルヤ　キヨタカ
41 臼井　一雅 ウスイ　カズマサ Honda栃木
42 安宅　将貴 アタカ　マサタカ 湾岸サイクリング・ユナイテッド
43 安冨　友裕 ヤストミ　トモヒロ 名岐ベンド
44 菅野　心平 カンノ　シンペイ 宮野木自転車漕走会
45 押見　怜 オシミ　サトシ イナーメ信濃山形
46 佐藤　俊雄 サトウ　トシオ MiNERVA-asahi
47 福山　慧 フクヤマ　サトシ Shimogaku
48 石倉　龍二 イシクラ　リュウジ W.V.R.T.
49 加藤　光雄 カトウ　ミツオ EXTENDED VAX SAYAMA
50 渡邊　祥太 ワタナベ ショウタ チームエテーズ
51 河田　樹 カワタ　イツキ
52 宮野　正史 ミヤノ　マサシ 魅惑のパンの耳
53 宇井　陽平 ウイ　ヨウヘイ 湾岸サイクリング・ユナイテッド
54 柳澤　和宏 ヤナギサワ　カズヒロ サイクル・フリーダムレーシング
55 石塚　将人 イシヅカ　マサト 湾岸サイクリング・ユナイテッド
56 古谷　朋一 フルタニ　トモカズ 湾岸サイクリング・ユナイテッド
57 市村　直生 イチムラ　ナオキ 湾岸サイクリング・ユナイテッド
58 生天目　直樹 ナバタメ　ナオキ PHANTOM湘南

120分エンデューロソロ男子（一般18歳以上）

120分エンデューロ/ソロ男子（一般18歳以上）



サイクルジャンボリー 袖ヶ浦 エンデューロ

開催日:2022年10月8日

コース：袖ケ浦フォレストレースウェイ

受付締切 AM 12:30 備考 : フィニッシュ 15:00

召集エリア集合 12:50

スタート 13:00

ゼッケン 氏名 カナ チーム名
101 竹内　蓮翔 タケウチ　レンショウ チームBMレーシング
102 大塚　翔太 オオツカ　ショウタ
103 鈴木　清之介 スズキ　セイノスケ 湘南工科大学附属高等学校
104 寳田　聖也 タカラダ　セイヤ

ゼッケン 氏名 カナ チーム名
201 加藤　唯史 カトウ　タダシ TONY Racing
202 理崎　武 リサキ　タケシ HCCチーム不死神
203 梅本　哲之 ウメモト テツユキ RinRinRacing
204 松本　成輔 マツモト　セイスケ
205 小林　秀治 コバヤシ　シュウジ AVENTURA
206 大内　康弘 オオウチ ヤスヒロ スガ塾
207 小林　亘 コバヤシ　ワタル
208 加藤　勉 カトウ　ツトム initial K
209 岩渕　勝彦 イワブチ カツヒコ たかだフレンド
210 岩谷　篤宏 イワタニ　アツヒロ Joy Riders & マモ
211 佐藤　大輔 サトウ　ダイスケ GranDiver
212 岡本　秀明 オカモト　ヒデアキ TEAM GIRO
213 上西　和彦 ジョウニシ カズヒコ
214 島村　啓周 シマムラ ヒロチカ
215 加藤　浩一 カトウ　ヒロカズ チームSUZAKI
216 宇田川　哲男 ウダガワ テツオ W.V.C.C.
217 村田　守 ムラタ　マモル
218 矢島　竜一 ヤジマ リュウイチ チームあみーごす
219 金丸　徹也 カナマル　テツヤ
220 古仲　学 コナカ マナブ Y's Road
221 白熊　宏一 シラクマ コウイチ ClubPK
222 荒井　資久 アライ　モトヒサ 秘密結社チャリンコドランカーズ
223 東海林　純一 ショウジ　ジュンイチ
224 鈴木　ただし スズキ　タダシ
225 宮原　啓輔 ミヤハラ　ケイスケ Honda栃木
226 齋藤　繁雄 サイトウ　シゲオ
227 古谷　博行 フルヤ ヒロユキ
228 糸井　康博 イトイ　ヤスヒロ
229 佐々木　太志 ササキ フトシ 内房レーシングクラブ

120分エンデューロソロ男子

120分エンデューロ/ソロ男子（中高生）

120分エンデューロ/ソロマスターズ男子（50歳以上）



サイクルジャンボリー 袖ヶ浦 エンデューロ

開催日:2022年10月8日

コース：袖ケ浦フォレストレースウェイ

受付締切 AM 12:30 備考 : フィニッシュ 15:00

召集エリア集合 12:50

スタート 13:00

ゼッケン 氏名 カナ チーム名

301 山口　優子 ヤマグチ ユウコ W.V.C.C.

302 久保　美恵 クボ　ミエ U2 BIKES

303 山田　貴子 ヤマダ　タカコ WVCC

304 村田　明日香 ムラタ　アスカ

305 市村　愛 イチムラ　アイ SweetHomeEdoGawa

306 竹内　清子 タケウチ　サヤコ W.V.C.C.

307 宮野　幸 ミヤノ　ミユキ 魅惑のパンの耳

308 今村　桜子 イマムラ　サクラコ 湾岸サイクリング・ユナイテッド

ゼッケン 氏名 カナ チーム名

401 小室　輝久 コムロ　テルヒサ

402 横松　直人 ヨコマツ　ナオト CIVETTA

403 佐藤　幹郎 サトウ　ミキオ マイク

404 上原　龍雅 ウエハラ　リュウガ Team FITTE

405 宮崎　顕二郎 ミヤザキ　ケンジロウ CV

406 石田　季楽 イシダ　キラク カスリート

407 越田　真奈美 コシタ　マナミ

408 中嶋　恭也 ナカジマ　ユキヤ

409 熊谷　秀二 クマガイ シュウジ

410 河野　慎 カワノ　マコト

411 鬼沢　友希 オニザワ　ユウキ チームとの

412 島藤　和也 シマフジ　カズヤ チキンハーツ

413 吉川　優人 ヨシカワ　マサト チキンハーツ

414 青谷　美奈子 アオヤ ミナコ

120分エンデューロソロ

120分エンデューロ / ソロ女子（中学生以上）

120分エンデューロ /ビギナークラス（中学生以上）



サイクルジャンボリー 袖ヶ浦 エンデューロ

開催日:2022年10月8日

コース：袖ケ浦フォレストレースウェイ

受付締切 AM 12:30 備考 : フィニッシュ 15:00

召集エリア集合 12:50

スタート 13:00

ゼッケン メンバー1 メンバー2 メンバー3 チーム名
501 横山　昂平 藤上　敏彦 H.C.C TEAM不死神
503 手塚　功一 平　直也 KPRB
504 竹村　恵悟 増田　信一 メロンパンナーズⅢ
505 渡部　憲 大谷　俊介 ゆるポタ(詐欺)CLUB
506 大徳　繁騎 渡邉　和貴 LINKVISION GIRASORE CYCLING
507 佐藤　拓海 東　勝哉 teamGOCHI （美容部員）
508 多田　純司 伊東　和哉 team Bee
509 茂住　拓真 鈴木　裕之 大前　圭裕 ゆるポタ(詐欺)CLUB

ゼッケン メンバー1 メンバー2 メンバー3 チーム名
701 小澤　圭一 小澤　和子 ジャック＆ハヤテ
702 林　英里 佐々木　友輔 赤石　雄 ゆるぽた(詐欺)CLUB

120分エンデューロ / チーム

120分エンデューロ / 男子チーム

120分エンデューロ / 男女混成チーム

サイクルジャンボリー
山口エンデューロ

3時間エンデューロ
チーム v1.4


