
■　チャリ1GP　8/12（日）　オートポリス大会　エントリー状況　■　
・・・以前のデータからの変更点

ゼッケン番号 チーム ピット 第1ライダー 第2ライダー 第3ライダー 第4ライダー 第5ライダー 第6ライダー 第7ライダー 第8ライダー 第9ライダー 第10ライダー

101 ｊｕｉｃｙ 4 沢田　健治 東　こはる 吉富　浩二 南条　仁人 北島　義之 ナム　 アニル　 江口　 芳樹 　

102 ＵＳＡチャリ部 4 垂水　玲生 安部　隆義 加徳　瑞希 池田　憲一郎 　 酒井　直樹 佐野　香織 元永　日花莉 並松　良汰 　

103 ＨＲ‐Ｐ！！ 5 矢坂　善行 立麻　潤一郎 岸本　貴 廣田　淳一 後藤　大輝 石井　海斗 　 　 　 　

104 ＴＥＡＭ３０ 7 柳瀬　秀勝 保坂　錦矢 保坂　一城 髙山　優一朗 古賀　義幸 土師　玲奈 土師　優香 長渕　武史 牛嶋　大 高山　拓郎

105 夏ｔｈｅ来魔 7 佐能　崇文 山本　直義 山本　千鶴子 土井　慎司 田村　正博 原田　佳奈 佐能　香菜子 中村　まなと 堤　彩乃 　

106 トリム 8 小澤　優作 松野　史明 千々和　駿 西尾　憲悟 　 　 　 　 　 　

107 飯塚電機工業株式会社Ｂグループ 9 横田　信哉 増本　弘 樋口　一博 吉川　竜太 上田　建三 白石　寛 浜崎　平成 橋本　達輝 南田　尊徳 宍戸　太紀

108 飯塚電機工業株式会社Ｃグループ 10 深見　修 濱田　博紀 高林　哲也 宮本　尚也 豊田　尚美 岩村　智文 宮崎　公一 藤井　和秀 手島　真聖 清永　翼

109 ぼくらのスゴイやつ凸 11 秋田　和之 越智　雅史 中原　哲雄 赤木　亮介 　 　 　 　 　 　

110 ぼくらのスゴイやつ凹 11 石川　勉 喜多村　賢二 西村　泰憲 谷川　隆次 那須　大誠 　 　 　 　 　

111 ＬＡＷ－ＴｅａｍＡ 13 石丸　義昭 安永　知也 村中　歩 松本　幸久 吉本　貴裕 　 　 　 　 　

112 ＬＡＷ－ＴｅａｍＢ 13 髙橋　勝司 山口　浩明 石橋　真樹 江川　竜也 團　直樹 黒瀨　拓良 小野　真由美 　 　 　

113 Ｄの意志を継ぐ者たち 8 東條　雄太 入佐　量之 中村　洋貴 惠　優樹 根間　大成 神田橋　京介 兒玉　拓巳 井上　大雅 中山　繕勧 　

114 チームＨＴＫ 14 井浦　健太 山内　浩平 柳井　雅晴 永野　進一 大和　輝拓 田島　貴博 土屋　洋介 服部　寿多可 堀江　昌史 鈴里　知宏

115 ＮＳＳＭＣＣＣ 14 足利　啓晃 芦刈　智之 吉岡　憲司 隠塚　逸郎 坂本　勲 安部　優希 榎本　雄貴 　 　 　

116 とりぷれった 15 森　周平 池永　大洋 松岡　大知 佐藤　佑樹 武石　康聖 角井　涼平 藤原　昭平 中嶋　洋太 穴井　将太 穴井　瀬喜人

117 チーム　　シュワッチ 15 安部　憲治 山下　幸之助 諫山　拓郎 川辺　裕之介 長沢　成利 高倉　心 竹枝　亮吾 松山　貴大 宿理　泰史 江田　弘行

118 日立造船　有明研究室 16 堀内　拓郎 小林　優一 ウォン　ジェンシェン 片山　猛 中野　真克 篠田　薫 　 　 　 　

119 ハート（貧脚）自転車競技部 12 廣津　明俊 金高　和宏 渋田　敬一郎 穴井　航 芳司　秀和 　 　 　 　 　

120 パフモミモミ♡種田種なし卍 17 田中　友之 河野　仁義 高山　和也 相良　清隆 山本　辰也 石井　辰欣 野田　裕輔 小西　健太郎 金子　貴大 　

121 ちゃりんこ本舗 17 三井　浩一 原口　和俊 井口　聖久 西坂　謙一 柿木　和弘 山下　紘平 池﨑　光 村端　和樹 吉井　達也 牛丸　聖

122 ヒーローズ・ターボ　２０１８ 12 広津　邦仁 塚本　茂浩 宮本　利徳 水町　勝彦 深堀　理 　 　 　 　 　

123 ＫＭＴＳ－ＣＴ 16 日高　政人 岩﨑　和暢 小川　憲司 宮本　健一 堀　　浩太郎　 加藤　一幸 入口　裕介 竹内　直幸 　 　

124 市立地球防衛軍 18 原田　茂一 隈　正博 今村　具広 入江　修二 諸岡　武之 　 　 　 　 　

125 ｔｅａｍリアルライフ 18 本田　和明 永井　孝二 徳永　健太 三笘　芳生 沢尾　将司 吉井　尚輝 谷本　黄河 岡部　貴之 秋吉　騎斗 福田　幹己

126 ポンコツ 19 家入　丈兒 千葉　幸広 太田　隆 田原　恵大 切通　宏太 田原　康雄 貞方　靖邦 　 　 　

127 うきはブランドＡ 20 矢倉　誠人 樋口　一郎 錦織　大悟 金子　真代 西本　裕貴 矢倉　紗弥佳 河野　真希子 大久保　翔 井上　慎也 　

128 うきはブランドＢ　チーム出利葉 20 出利葉　隆之 熊懐　真孝 佐々木　理沙 中山　和成 平田　絵理子 三宅　良平 江島　裕貴 行村　純徳 石井　健太郎 　

129 天草四郎レーシング 19 橋口　友輔 入口　紘光 赤星　健太郎 本多　孝行 田中　英二 前方　正広 山川　康興 園田　健吾 四丸　雄介 小松野　洋巳

130 ＫＹＮ古閑さんと愉快な仲間達 21 古閑　政雄 田辺　公了 田代　智哉 松﨑　大輔 宿利　征郷 龍造寺　康史 小松　史明 岩本　将一 小坂　一輝 　

131 Ｔａｋａｓａｋｉ　チャリ部 22 柏木　新司 藤木　豊 原　聡一郎 阿部　一貴 小河　利成 吉田　昌弘 赤峰　匠 有留　直道 都合　佐桃誌 田川　順登

132 坂田宏樹 21 髙田　大貴 坂田　宏樹 小川　虹貴 澤田　涼 阿久根　慶太 蓮沼　圭一 古川　清史 安永　智也 　 　

133 マウンテンズ４ 23 小倉　慎太郎 小林　恵吾 原野　健秀 大野　恭孝 渡部　雄介 溝口　直樹 池端　純一 鶴原　崇史 舩越　純一 　

134 マウンテンズ５ 23 箭内　弘生 藤井　誠悟 吉田　裕介 市川　友里絵 柴田　直毅 今井　雅行 牧尾　有祐 稲　一紀 坂井　享平 平原　昇

135 聖ルチア病院　Ａ 24 尾崎　貴裕 根北　尚幸 北原　詩乃 大内田　友美 井手　拓也 辻　孝平 近藤　麻衣子 木村　巴 福地　加奈子 平塚　康之

136 聖ルチア病院　Ｂ 24 橋口　恵美 西　佑三 入江　紘之介 中山　沙織 礎　香澄美 秦野　修 下川　智史 中嶋　由香 井上　洸香 谷口　みゆき

137 岩本レーシング 22 南　佑輔 石田　智也 山口　祐樹 岩本　康博 　 　 　 　 　 　

138 ＭＣドカタチャリ部 25 藤原　誠 北原　崇 竹下　幸司 中野　佳幸 石坂　晃規 佐藤　隆士 渡邊　佳之 高橋　佑允 　 　

139 ＴＥＡＭ鐵人 26 長尾　将志 山本　卓斗 花木　正吾 宮城　達也 小野　颯馬 　 　 　 　 　

140 ＴＥＡＭ鐵人２ 26 宮崎　剛 三浦　滉大 堤　慎一郎 太田　希望 永井　智博 田川　諒 　 　 　 　

141 飯塚電機工業株式会社Ａグループ 9 田島　尋貴 下坂　琉畝 瀬井　拓哉 井手口　篤志 中村　謙士郎 齊藤　聖和 伊勢崎　大嗣 山口　郁弥 上田　裕貴 横川　観礼

142 借りぐらしのチャリエッティー 25 樋口　裕二 佐藤　圭明 中川　健一 山崎　史彦 山崎　紗衣 横田　歩 副島　史矢 渡邊　一喜 西岡　浩貴 本田　智之

143 大分県ちーむトロトロ 27 出田　香 渡邊　久能 松井　強 須藤　洋史 　 　 　 　 　 　

144 豊中建設Ａチーム 28 古賀　悦夫 高倉　徳政 江田　武和 平川　賢一郎 串尾　大樹 穴井　将太 高倉　慎吾 森山　聡志朗 　 　

145 豊中建設Ｂチーム 28 中山　周治 梶原　明 上原　忠雄 原田　幸一郎 末武　剛 朝井　康宏 中野　達也 副島　健聖 　 　

146 ジェントルマンライダーズ2 29 河津　勇太 穴井　雄大 志賀　仁 井上　永吉 宮本　卓 藤生　学 牧　拓矢 小西　裕也 　 　

201 世界制服 30 栗崎　良人 矢野　貴博 伊藤　浩二 野上　和裕 栗崎　蓮 矢野　龍也 栗崎　昴 矢野　幸 矢野　玲奈 矢野　優奈

202 居酒屋どんどん名物激辛炒飯 6 安部　徳行 甲斐　辰弥 矢野　浩文 衛藤　慎一 渡辺　勝己 後藤　武 甲斐　翔太 　 　 　

203 チーム★三友 30 中島　裕一 平尾　孝治 岩田　邦善 飯塚　拓也 牛島　和俊 辻　幸二郎 　 　 　 　

204 大分共火ママチャレンジャーズ 31 姫野　俊孝 三重野　俊彰 桑本　亮 西　優二 生田　雅嗣 新屋　晴希 亀井　慶介 森﨑　拓磨 秋月　雅博 　

205 Ｓｕｉｃａ　ｄｅ　Ｇｏ 31 中山　譲次 中山　勝 小佐井　和博 浅井　和也 小佐井　智昭 小佐井　勇人 小佐井　祐助 今井　和彦 上田　龍仁 前田　賢介

206 筑豊ネギの会 32 日吉　拓也 森田昭男 大西　寿明 松田　祐輔 立川　聡浩 江藤　晋裕 安部　光輝 高野　裕也 宮原　昭男 　

207 ピリオドの向こうへ行き隊 32 谷川　俊康 平本　健治 橋本　翔平 本田　和生 山田　将司 高橋　潤平 水野　裕康 境　大輔 岩坂　直樹 　

208 ちゃり部　ＳＳＣ九州　チームＨ 33 石松　徹 山中　健士 一木　真 山中　逸生 石松　隼 　 　 　 　 　

209 ＣＩＺ 34 橋本　貴史 寺本　正和 佐々木　登 城戸　大 定村　吉毅 今林　杏介 尾崎　太陸 橋本　琉馬 　 　

210 亜壱女子工業大学　母式足漕二輪科 34 礒崎　広行 中尾　圭吾 関　大介 守田　成宏 濱田　隆博 ハテム・エルセラフィー 　 　 　 　

211 １　２　３　シダー 35 武内　学 奥野　純生 森竹　規方 菅元　史章 畑山　浩之 田中　裕三 木村　太郎 　 　 　

301 再春ロマンス学園 35 丸山　裕稔 酒本　司 堀　紀美子 西　祥吾 森山　浩二 高野　雄大 中村　彰悟 出水　和彦 　 　

302 ＭａｃｈｅＬａｒｅｎＨＯＮＤＡ 36 本田　正治 林原　虎士郎 中村　圭孝 廣渡　真美 　 　 　 　 　 　

303 中間高校愛走会 36 大林　孝則 島津　哲治 山内　久美 池上　和行 山口　英明 来田　裕子 湊　政昭 宇高　日出徳 逢坂　祥平 　

304 貴ちゃんフレンズ 37 時松　啓二朗 増田　鶴男 川名　留美 佐藤　大亮 黒木　藍子 井上　貴博 柴田　一仁 奥野　貴大 　 　

305 ＳＣＫ自走二輪倶楽部 37 神野　貴志 岡松　賢一 出田　知行 田上　栄太郎 内田　ルリ子 内田　祐汰 　 　 　 　

306 大分県自転車道整備隊 27 井上　勇志 武田　啓夢 磯崎　晶光 吉良　知陽 木原　玲央 田中　祐介 石和　徹也 松尾　悠平 加藤　祐樹 四宮　慶子

307 ジェントルマンライダーズ1 29 梶原　慶一 久積　麻依子 梶原　知美 大久保　和幸 馬場　純宏 早田　正和 長澤　今日子 石橋　翼 谷口　直哉 山田　凌也

チャリ5 電動アシスト　男女混合 or 女子のみ 501 ちゃり部　ＳＳＣ九州　チームＰ 33 坂本　徹 坂本　美紀 芥川　祐輔 矢野　篤史 穴見　信治 青山　康寛 澤山　慎太郎 　 　 　

601 ＨＲ－Ｐ！！チームＫ 5 矢坂　大知 森　一景 岸本　梨花 森　まどか 立麻　未向 矢野　裕美 　 　 　 　

602 二回目のチャリ走 38 田辺　久志真 田辺　雅子 田辺　尽己 田辺　錬真 稲垣　千暖 　 　 　 　 　

603 チームうさぎ印 38 矢野　俊幸 矢野　優美子 矢野　俊亮 坂本　孝文 千　竜太郎 原　勝 由良　真 河野　肇 西山　裕 森山　紫電

604 いいともＴＯＹＯＴＡママチャリ部 39 高田　英樹 武内　恵美 森田　大祐 森田　渉吾 石丸　直美 石丸　敏斗 吉田　裕仁 　 　 　

605 ヤル気だけは満点！！ 39 藤満　由美 藤満　善和 原田　和秋 藤満　瞳 原田　裕一郎 藤満　政和 尾形　佳南 原田　美那 藤満　都 　

2018/8/10　10：00現在　70チーム エントリー

チャリ1

チャリ2

チャリ3

チャリ6

クラス

変速機無

一般

変速機付

一般

変速機付

男女混合 or 女子のみ

男女混合 + 小学生以下エントリー必須


