
『BRM603神奈川600km興津クラシック（6／3 静岡）』　申し込み確認リスト

連番 申込区分 氏　名 シメイ ローマ字表記 住　所 会員番号
1 時計回り 赤峰　康之 アカミネ ヤスユキ AKAMINE Yasuyuki 東京都  1245‒14

2 時計回り 朝岡　亮 アサオカ　リョウ ASAOKA Ryo 埼玉県  

3 時計回り 浅野　尚紀 アサノ ナオキ ASANO Naoki 神奈川県  1088‒14

4 時計回り 新居　理恵 アライ　リエ ARAI Rie 神奈川県  1299‒14

5 時計回り 荒永　誠 アラナガ　マコト ARANAGA Makoto 神奈川県  

6 時計回り 石井　昌美 イシイ　マサミ ISHII Masami 神奈川県  3858‒17

7 時計回り 石原　洋一 イシハラ　ヨウイチ ISHIHARA Youichi 神奈川県  

8 時計回り 稲富　研人 イナトミ ケント INATOMI Kento 神奈川県  2014‒14

9 時計回り 猪熊　洋一 イノクマ ヨウイチ INOKUMA Youichi 神奈川県  1298‒14

10 時計回り 今泉　建悟 イマイズミ　ケンゴ IMAIZUMI Kengo 静岡県  3511‒16

11 時計回り 碓氷　芳己 ウスイ ヨシミ USUI Yoshimi 静岡県  1692‒14

12 時計回り 海老原　祐太郎 エビハラ　ユウタロウ EBIHARA Yutaro 愛知県  3764‒16

13 時計回り 大上　皓久 オオガミ ヒロヒサ OGAMI Hirohisa 静岡県  1828‒14

14 時計回り 荻山　雅司 オギヤマ マサジ OGIYAMA Masaji 東京都  1478‒14

15 時計回り 小栗　正敬 オグリ マサヒロ OGURI Masahiro 静岡県  1624‒14

16 時計回り 落合　輝夫 オチアイ　テルオ OCHIAI Teruo 神奈川県  

17 時計回り 日部　利晃 カベ トシアキ KABE Toshiaki 東京都  1620‒14

18 時計回り 鎌田　理恵子 カマタ リエコ KAMATA Rieko 千葉県  1618‒14

19 時計回り 鎌野　篤 カマノ アツシ KAMANO Atsushi 東京都  1041‒14

20 時計回り 菅野　勝義 カンノ　カヅヨシ KANNO Kazuyoshi 静岡県  3896‒17

21 時計回り 木内　脩治 キウチ シュウジ KIUCHI Shuji 埼玉県  3659‒16

22 時計回り 木内　秀行 キウチ ヒデユキ KIUCHI Hideyuki 東京都  2795‒14

23 時計回り 木内　みのり キウチ ミノリ KIUCHI Minori 東京都  2196‒14

24 時計回り 久保　汎 クボ ヒロシ KUBO Hiroshi 静岡県  1324‒14

25 時計回り 古賀　昌治 コガ マサハル KOGA Masaharu 東京都  1248‒14



26 時計回り 小瀬村　典之 コセムラ　ノリユキ KOSEMURA Noriyuki 神奈川県  2867‒14
27 時計回り 後藤　一平 ゴトウ　イッペイ GOTO Ippei 静岡県  

28 時計回り 古原　広行 コハラ ヒロユキ KOHARA Hiroyuki 神奈川県  2028‒14

29 時計回り 斎田　豪 サイダ　タケシ SAIDA Takeshi 神奈川県  1734‒14

30 時計回り 斉藤　啓志 サイトウ ケイシ SAITO Keishi 神奈川県  1843‒14

31 時計回り 佐藤　則勝 サトウ ノリカツ SATO Norikatsu 神奈川県  3434‒16

32 時計回り 渋谷　慎之 シブヤ ノリユキ SHIBUYA Noriyuki 神奈川県  3411‒15

33 時計回り 島岡　敏広 シマオカ　トシヒロ SHIMAOKA Toshihiro 愛知県  

34 時計回り 霜鳥　太信 シモトリ タイシン SHIMOTORI Taishin 神奈川県  4084‒17

35 時計回り 庄司　拓央 ショウジ タクオ SHOJI Takuo 東京都  

36 時計回り 常谷　武紀 ジョウタニ タケノリ JOTANI Takenori 東京都  3505‒16

37 時計回り 菅野　純司 スガノ　ジュンジ SUGANO Junji 滋賀県  3181‒15

38 時計回り 杉渕　ひとみ スギブチ　ヒトミ SUGIBUCHI Hitomi 東京都  1045‒14

39 時計回り 鈴木　真一朗 スズキ　シンイチロウ SUZUKI Shinichiro 千葉県  3891‒17

40 時計回り 瀬田　康雄 セタ ヤスオ SETA Yasuo 愛知県  2966‒15

41 時計回り 高橋　幸雄 タカハシ ユキオ TAKAHASHI Yukio 神奈川県  1261‒14

42 時計回り 高原　一利 タカハラ カズトシ TAKAHARA Kazutoshi 静岡県  1564‒14

43 時計回り 田中　誉人 タナカ　ヤスヒト TANAKA Yasuhito 神奈川県  

44 時計回り 谷川　圭介 タニガワ　ケイスケ TANIGAWA Keisuke 愛知県  3145‒15

45 時計回り 田村　健 タムラ　タケシ TAMURA Takeshi 神奈川県  2935‒15

46 時計回り 戸田　晃寿 トダ　アキトシ TODA Akitoshi 静岡県  3463‒16

47 時計回り 内藤　光康 ナイトウ ミツヤス NAITO Mitsuyasu 神奈川県  1424‒14

48 時計回り 長岡　重典 ナガオカ シゲノリ NAGAOKA Shigenori 神奈川県  1224‒14

49 時計回り 中村　正茂 ナカムラ　マサシゲ NAKAMURA Masashige 愛知県  3381‒15

50 時計回り 長森　恵子 ナガモリ ケイコ NAGAMORI Keiko 神奈川県  1123‒14

51 時計回り 西田　光良 ニシタ ミツナガ NISHITA Mitsunaga 愛知県  1196‒14

52 時計回り 長谷　龍一 ハセ リョウイチ HASE Ryoichi 静岡県  1132‒14

53 時計回り 長谷川　隆之 ハセガワ タカユキ HASEGAWA Takayuki 神奈川県  1837‒14



54 時計回り 秦　康友 ハタ ヤストモ HATA Yasutomo 東京都  1419‒14
55 時計回り 日比　之博 ヒビ ユキヒロ HIBI Yukihiro 神奈川県  1058‒14

56 時計回り 平井　伸知 ヒライ　ノブトモ HIRAI Nobutomo 神奈川県  

57 時計回り 平尾　直人 ヒラオ ナオト HIRAO Naoto 東京都  2116‒14

58 時計回り 平野　広行 ヒラノ　ヒロユキ HIRANO Hiroyuki 神奈川県  3672‒16

59 時計回り 平野　善隆 ヒラノ ヨシタカ HIRANO Yoshitaka 東京都  2437‒14

60 時計回り 廣瀬　裕司 ヒロセ ユウジ HIROSE Yuji 東京都  2763‒14

61 時計回り 布施　悟 フセ サトル FUSE Satoru 神奈川県  

62 時計回り 細江　春来 ホソエ　ハルキ HOSOE Haruki 神奈川県  

63 時計回り 本間　裕樹 ホンマ ヒロキ HOMMA Hiroki 神奈川県  1272‒14

64 時計回り 松浦　慎也 マツウラ シンヤ MATSUURA Shinya 愛知県  

65 時計回り 松尾　一弥 マツオ カズヤ MATSUO Kazuya 千葉県  1267‒14

66 時計回り 松永　有香子 マツナガ　ユカコ MATSUNAGA Yukako 岐阜県  3473‒16

67 時計回り 宮下　超 ミヤシタ コユル MIYASHITA Koyuru 東京都  4020‒17

68 時計回り 山下　貴弘 ヤマシタ タカヒロ YAMASHITA Takahiro 静岡県  

69 時計回り 若井　昌明 ワカイ マサアキ WAKAI Masaaki 神奈川県  1318‒14

70 時計回り 若井　夢佳 ワカイ ユカ WAKAI Yuka 神奈川県  1314‒14

71 反時計回り 榎村　智里 エノキムラ チサト ENOKIMURA Chisato 東京都  1446‒14

72 反時計回り 大村　優仁 オオムラ マサヒト OOMURA Masahito 神奈川県  1206‒14

73 反時計回り 上島　聡彦 カミシマ アキヒコ KAMISHIMA Akihiko 神奈川県  1046‒14

74 反時計回り 川上　巌 カワカミ イワオ KAWAKAMI Iwao 神奈川県  1225‒14

75 反時計回り 寒竹　英明 カンタケ　ヒデアキ KANTAKE Hideaki 静岡県  

76 反時計回り 草谷　友規 クサガヤ トモノリ KUSAGAYA Tomonori 静岡県  

77 反時計回り 城本　博文 シロモト ヒロフミ SHIROMOTO Hirofumi 神奈川県  

78 反時計回り 大上　建 ダイジョウ　タケル DAIJO Takeru 神奈川県  2926‒14

79 反時計回り 高橋 守 タカハシ マモル TAKAHASHI Mamoru 神奈川県  2025‒14

80 反時計回り 田部井　徹 タベイ トオル TABEI Toru 千葉県  1106‒14

81 反時計回り 長島　誠一 ナガシマ セイイチ NAGASHIMA Seiichi 千葉県  2104‒14



82 反時計回り 花田　佳子 ハナダ ヨシコ HANADA Yoshiko 神奈川県  1604‒14
83 反時計回り 藤本　政彦 フジモト　マサヒコ FUJIMOTO Masahiko 神奈川県  2401‒14

84 反時計回り 藤原　誠 フジワラ マコト FUJIWARA Makoto 岐阜県  1674‒14

85 反時計回り 松島　賢太郎 マツシマ ケンタロウ MATSUSHIMA Kentarou 東京都  1937‒14

86 反時計回り 山口　和弘 ヤマグチ カズヒロ YAMAGUCHI Kazuhiro 宮城県  1325‒14

87 反時計回り 吉野　睦 ヨシノ マコト YOSHINO Makoto 岐阜県  2813‒14


