
レース No. 1 出走時刻 08:30

レースカテゴリー CM2+3 スタート遅延sec 0

エントリー人数 41 周回距離 2.00 km

bib 選手 Code 選手名 選手名（カナ） チーム名

1 GPM-000-2102 山口 健 ヤマグチ タケシ Golosa

2 KNS-000-4577 加藤 哲 カトウ テツ Infinity_K10s

3 GPM-000-0892 千葉 丈樹 チバ ジョウジュ チーム埼玉県人

4 SHN-156-0017 相良 希善 サガラ キヨシ なし

5 SHN-167-0022 中島 達雄 ナカシマ タツオ FORCE

6 CXK-000-0352 小坂部 恵一 コサカベ ケイイチ FAST LANE Racing

7 CXK-156-0099 佐藤 大輔 サトウ ダイスケ チームさといちわくわくん

8 CCM-000-9931 佐藤 真一 サトウ シンイチ オンザロード

9 CXK-000-0321 小野 勝之 オノ カツユキ FAST LANE Racing

10 CXK-167-0085 秋山 純一 アキヤマ ジュンイチ cycloアキヤマ

11 CCM-000-9944 吉川 勝 ヨシカワ マサル 茨城CX レーシングチーム

12 CXK-167-0180 樫村 英行 カシムラ ヒデユキ にわかサイクリスト

13 KNS-000-4437 信岡 浩 ノブオカ ユタカ Pedalist

14 GPM-000-0991 不破 新一 フワ シンイチ CICADA UNITED

15 GPM-000-1143 佐藤 洋之 サトウ ヒロユキ Pinazou Test Team

16 CXK-156-0029 川北 史朗 カワキタ シロウ なし

17 CXK-000-0398 福嶋 一仁 フクシマ カズヒト なし

18 GPM-000-2010 山崎 真純 ヤマザキ マスミ 多摩湖朝練部/ERATEH

19 CXK-000-0108 菅原 純 スガワラ ジュン 輪工房

20 XTK-167-0068 池田 顕士 イケダ ケンジ なし

21 GPM-000-1151 千葉 晃 チバ アキラ 日野RT

22 CCM-000-9170 島田 修一 シマダ シュウイチ クラブ遊輪館

23 XTK-000-1024 小川 光一 オガワ コウイチ LEGON

24 KNS-000-1434 島添 雅浩 シマゾエ マサヒロ FUKADA マジリング

25 CXK-178-0044 大橋 広明 オオハシ ヒロアキ ENLちゃり部

26 GPM-000-1824 塚田 幸司 ツカダ コウジ teamCUORE

27 CXK-178-0069 平光 竜志 ヒラコウ リュウジ なし

28 SHN-178-0033 佐々木 隆二 ササキ リュウジ ライドファクトリー

29 XTK-000-1062 後藤 雅和 ゴトウ マサカズ CICADA UNITED

30 CCM-000-0200 大泉 裕之 オオイズミ ヒロユキ 湘南シクロクロス

31 XTK-000-1484 西田 伸夫 ニシダ ノブオ CSG-RT

32 UCX-167-0020 塚原 宗俊 ツカハラ ムネトシ 亀山社中

33 MBS-178-0049 Michael Kim マイケル キム Rapha Cycling Club

34 GPM-000-1158 山本 晃揮 ヤマモト コウキ なし

35 XTK-000-1173 稲 寛彰 イネ ヒロアキ Team INE
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36 XTK-178-0018 鷲頭 雄一 ワシズ ユウイチ SEMAS新松戸

37 CXK-178-0113 山上 朝 ヤマカミ アシタ アシタプランニング

38 KNS-000-0838 武田 秀明 タケダ ヒデアキ イナーメ信濃山形

39 SHN-156-0125 松本 規之 マツモト ノリユキ なし

40 CXK-000-0407 影山 晃 カゲヤマ アキラ なし

41 GPM-000-2034 会田 剛士 アイダ タケシ HONZ



レース No. 1 出走時刻 08:30

レースカテゴリー CL2+3 スタート遅延sec 60

エントリー人数 9 周回距離 2.00 km

bib 選手 Code 選手名 選手名（カナ） チーム名

51 MBS-178-0031 姫井 友子 ヒメイ トモコ Above bike store cycling club

52 CXK-167-0200 野口 祈 ノグチ イノリ なし

53 CCM-000-7554 佐復 亜都奈 サマタ アヅナ tours.net

54 CXK-178-0066 福田 こずえ フクダ コズエ オンザロード

55 XTK-156-0096 高津 裕子 タカツ ヤスコ ZERO to TOP

56 SHN-167-0018 池田 千夏 イケダ チナツ Catteni Positivo

57 CXK-178-0043 竹内 みどり タケウチ ミドリ バンピーパス

58 SHN-178-0009 大宮 さおり オオミヤ サオリ 北極サイクル

59 XTK-000-1191 鈴木 成美 スズキ シゲミ MilePost BMC Racing
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レース No. 2 出走時刻 09:15

レースカテゴリー C3 スタート遅延sec 0

エントリー人数 67 周回距離 2.00 km

bib 選手 Code 選手名 選手名（カナ） チーム名

1 TCX-000-4003 金子 渉 カネコ ワタル 530711

2 XTK-000-1370 成田 義靖 ナリタ ヨシヤス RCC TYO

3 CXK-167-0133 倉持 和弘 クラモチ カズヒロ 自転車処 風輪

4 CXK-000-0245 横田 正美 ヨコタ マサミ リベルタス TBC

5 CXK-178-0032 伊勢田 亨 イセダ アキラ Team AKUS

6 CCM-000-9298 世田 仁 セタ ジン AX cyclocross team

7 CXK-000-0203 谷口 慎吾 タニグチ シンゴ オンザロード

8 UCX-156-0149 中島 誠 ナカジマ マコト なし

9 CCH-156-0049 平野 広太 ヒラノ コウタ devotion

10 SHN-167-0032 菅谷 照生 スガヤ テルキ 茨城CX レーシングチーム

11 XTK-000-1516 綱川 晶礼 ツナカワ マサノリ CYCLE WITCHES

12 CCM-000-9244 金子 倫之 カネコ トモユキ ZTT CXTeam

13 CCM-167-0041 玄蕃 充 ゲンバ ミツル レザン山梨

14 CXK-156-0005 藤岡 絢也 フジオカ ジュンヤ CYCLE WITCHES

15 UCX-167-0006 塙 亜樹徳 ハワナ アキノリ MilePostRacing

16 TCX-000-3039 久保田 映士 クボタ エイジ なし

17 CXK-000-0230 大沼 周太 オオヌマ シュウタ 銀輪オブジョイトイ

18 GPM-000-1068 園田 奨 ソノダ ススム CICADA UNITED

19 CXK-167-0137 小杉 優也 コスギ ユウヤ なし

20 SHN-167-0090 高木 俊輔 タカギ シュンスケ BIKETOWN

21 SHN-167-0097 佐藤 大 サトウ ダイ なし

22 CXK-000-0240 太田原 契寿 オオタワラ ケイジュ ...&BicycleCC;

23 CXK-156-0058 大津 将史 オオツ マサシ Unity

24 GPM-000-1923 石川 洋昭 イシカワ ヒロアキ TEAM CROCERISTA

25 XTK-167-0004 八木 克実 ヤギ ヨシミ 042-703-9122

26 CXK-000-0370 岡田 直人 オカダ ナオト ERATEH

27 CXK-000-0372 臼井 康二 ウスイ コウジ DEVOTION

28 XTK-000-1144 川上 悠介 カワカミ ユウスケ Rapha Cycling Club

29 GPM-000-0994 前原 裕司 マエハラ ユウジ HATO★SUN

30 CXK-000-0408 城戸 勇人 キド ハヤト タスサイクルつくば

31 UCX-167-0005 角山 卓 スミヤマ タク Honda栃木

32 CXK-178-0028 明瀬 颯磨 ミョウセ ソウマ Mile Post Racing

33 CHB-167-0073 川崎 隼輔 カワサキ シュンスケ カレーハムスターCX Team

34 CXK-000-0357 大熊 悠一 オオクマ ユウイチ イマイシクロケッツ

35 SHN-000-0230 岩瀬 正典 イワセ マサノリ FlightWorks

36 XTK-156-0011 松岡 尚人 マツオカ ナオト ピアチェーレヤマ

37 CHB-167-0069 西村 惇 ニシムラ ジュン カレーハムスターCX Team

38 XTK-000-1135 石渡 誠一 イシワタリ セイイチ AX

39 XTK-000-1409 井上 智樹 イノウエ トモキ TEAM 0909ヤマ
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40 MBS-178-0012 岩瀬 翼 イワセ ツバサ TOKYO SOIL

41 CXK-000-0354 吉原 真也 ヨシワラ シンヤ TeamCUORE

42 UCX-156-0083 松川 大作 マツカワ ダイサク イマイシクロケッツ

43 CXK-156-0090 小路 剛広 ショウジ タカヒロ Melody Punch

44 CCM-000-9295 杉田 俊一朗 スギタ シュンイチロウ CycleClub.jp

45 CXK-000-0206 小川 明穂 オガワ アキホ d40+

46 GPM-000-1079 野澤 和紀 ノザワ カズノリ なし

47 GPM-000-0864 宮崎 景涼 ミヤザキ ケイスケ YOKOSUKA UNO RACING

48 CXK-000-0303 田中 将人 タナカ マサト TANAKA BEE YARD

49 GPM-000-1826 井上 和哉 イノウエ カズヤ 042-703-9122

50 XTK-000-1542 平賀 康一 ヒラガ コウイチ TeamCUORE

51 CHB-178-0025 廣田 拓真 ヒロタ タクマ オンザロード

52 CCM-178-0010 嶋津 翔天 シマヅ ケンタ 湾岸サイクリング・ユナイテッド

53 CXK-178-0057 石田 紀幸 イシダ ノリユキ CycleClub.jp

54 XTK-156-0025 村川 洋平 ムラカワ ヨウヘイ Rapha Cycling Club

55 CXK-167-0092 大畠 孝介 オオハタ コウスケ Green SCT

56 XTK-000-1384 神移 真悟 カミウツリ シンゴ MilePost BMC Racing

57 GPM-000-2046 鈴木 克幸 スズキ カツユキ 042-703-9122

58 GPM-000-1927 加藤 健 カトウ タケシ 530711

59 TCX-167-0019 佐藤 壽晃 サトウ トシアキ Unity

60 CXK-167-0129 作本 敏治 サクモト トシハル Yahoo! JAPAN Cycle Racing Team

61 CHB-178-0030 平林 昌樹 ヒラバヤシ マサキ アクアタマ　ユーロワークス

62 MBS-178-0013 貫名 将人 ヌキナ マサト 東京大学

63 SHN-178-0027 田中 宏樹 タナカ ヒロキ anivelo CX

64 UCX-156-0084 杉浦 賢 スギウラ サトシ HONS

65 CHB-178-0031 山口 直也 ヤマグチ ナオヤ ReVelo

66 SHN-156-0087 藤塚 拓馬 フジツカ タクマ CYCLE WITCHES

67 XTK-000-1012 川島 昭次 カワシマ アキツグ チバポンズ



レース No. 3 出走時刻 10:00

レースカテゴリー C2 スタート遅延sec 0

エントリー人数 55 周回距離 2.00 km

bib 選手 Code 選手名 選手名（カナ） チーム名

1 GPM-000-1087 堀 智昭 ホリ トモアキ FastlaneRacing

2 GPM-000-1990 江川 樹一郎 エガワ キイチロウ 快楽転BEAST

3 SHN-156-0054 植田 春樹 ウエダ ハルキ コムリン

4 GPM-000-2062 山瀧 純一 ヤマタキ ジュンイチ 山瀧軍団

5 CXK-000-0316 秋元 賢治 アキモト ケンジ AKM

6 CHB-156-0036 田渕 君幸 タブチ キミユキ SNEL

7 XTK-156-0111 高山 祐次郎 タカヤマ ユウジロウ TEAM AGRI withAST

8 CCH-000-0222 西村 和洋 ニシムラ カズヒロ チームアウタートップ

9 CCM-000-9915 岡田 紀彦 オカダ ノリヒコ アルゼンチンペソしかないよ

10 KNS-000-4644 美並 慎一 ミナミ シンイチ TeamCUORE

11 TCX-156-0027 國井 豊 クニイ ユタカ Abukumaサイクリングクラブ

12 CXK-000-0314 大内 淳司 オオウチ アツシ 茨城CXレーシングチーム

13 CXK-000-0056 巽 克哉 タツミ カツヤ じてんしゃの杜

14 CXK-000-0223 小郷 克朗 オゴウ カツロウ オンザロード

15 CCM-000-7172 服部 森彦 ハットリ モリヒコ CROSS YAMANASHI

16 XTK-167-0099 富家 悠太 トミヤ ユウタ SEKIYA

17 SHN-000-0222 金田 和朗 カネダ カズアキ AX

18 KNS-000-2966 山口 博久 ヤマグチ ヒロヒサ GRUPPO ACQUA TAMA

19 TCX-000-4024 新川 桂太郎 シンカワ ケイタロウ Pinazou Test Team

20 GPM-000-0895 藤森 義真 フジモリ ヨシナオ チーム埼玉県人

21 XTK-000-1526 早瀬 憲太郎 ハヤセ ケンタロウ 日本ろう自転車競技協会

22 GPM-000-2037 屋田 憲吾 オクダ ケンゴ Pinazou Test Team

23 TCX-000-1041 森山 栄幸 モリヤマ ヒデユキ チームＪＵＮ

24 CCM-000-7084 鈴木 良則 スズキ ヨシノリ サンクスサイクルラボ　西葛西

25 UCX-167-0009 木村 忠博 キムラ タダヒロ 栃木フォルゴーレ

26 SHN-000-0227 塩田 哲哉 シオダ テツヤ CYCLE WITCHES

27 GPM-000-1846 中島 崇行 ナカジマ タカユキ equipe mistral

28 CCM-000-9241 宮永 哲文 ミヤナガ テツフミ Above Bike Store Cycle Club

29 GPM-000-1047 石井 哲也 イシイ テツヤ ARAI MURACA

30 GPM-000-2056 深谷 康玄 フカヤ ヤスハル 寺の息子

31 CXK-167-0067 野田 慧太 ノダ ケイタ チーム・フォルツァ！

32 TCX-000-3031 中里 聡史 ナカザト サトシ Gufo Cycle Works

33 GPM-000-0920 柳堀 伸 ヤナギホリ シン 042-703-9122

34 CCM-000-9633 山入端 悠 ヤマノハ ユウ MAAPxBONSAI

35 XTK-000-1546 和田 一輝 ワダ カズキ 侵略！！！

36 TCX-000-3010 千葉 秀樹 チバ ヒデキ NJK

37 GPM-000-2151 梶田 歩 カジタ アユム Champion System Japan Test Team

38 CCM-000-0036 横関 正司 ヨコゼキ マサシ Bluelug

39 CXK-000-0380 我妻 鉄治 アガツマ テツハル Y's Road CX Team

40 XTK-000-1139 斉藤 豊 サイトウ ユタカ Mile Post Racing

41 GPM-000-1096 横山 健太郎 ヨコヤマ ケンタロウ 竹芝サイクルクロスレーシング

 茨城シクロクロス#4　MIZUTANI presents　土浦ステージ　2018.02.25



42 CXK-000-0384 間藤 清仁 マトウ キヨヒト NCC CEREZO

43 XTK-156-0078 橋本 優樹 ハシモト ユウキ SNEL/横浜高校自転車競技部

44 GPM-000-2205 磯部 聡 イソベ ソウ 多摩湖朝練部

45 TCX-000-1004 朽木 聡 クチキ サトル tours.net.h

46 CXK-000-0325 黒田 健 クロダ ケン Schwarz

47 GPM-000-1930 小村 太朗 コムラ タロウ CICADA UNITED

48 XTK-167-0027 大澤 昌弘 オオサワ マサヒロ TeamTacke

49 XTK-000-1063 渡辺 智則 ワタナベ トモノリ Blanche

50 GPM-000-1048 一森 広大 イチモリ コウダイ Team tamagawa

51 GPM-000-0909 田中 雅 タナカ マサシ TEAM HATO☆SUN

52 CCM-000-6698 北島 篤志 キタジマ アツシ cycleryKIRIN/iPlan

53 SHN-178-0013 tysome john タイサム ジョン MIVRO

54 XTK-000-1400 増田 輝之 マスダ テルユキ FAST LANE Racing

55 CXK-178-0005 中嶋 敦史 ナカジマ アツシ azzuring



レース No. 4 出走時刻 11:30

レースカテゴリー CM1 スタート遅延sec 0

エントリー人数 16 周回距離 2.00 km

bib 選手 Code 選手名 選手名（カナ） チーム名

1 CCM-000-0310 佐々木 正 ササキ タダシ CICADA UNITED

2 CCM-000-7090 瀬戸 幸正 セト ユキマサ ベーグルワン

3 GPM-000-1091 水野 康弘 ミズノ ヤスヒロ FRIETEN

4 GPM-000-0853 浅井 秀樹 アサイ ヒデキ SNEL CYCLOCROSS TEAM

5 GPM-000-1917 安陪 正道 アベ マサミチ cyxleclub3up

6 XTK-000-1445 小堺 猛弘 コサカイ タケヒロ taiki☆works

7 GPM-000-1974 佐野 修司 サノ シュウジ cycleclub3up

8 GPM-000-1044 朝倉 誠 アサクラ マコト マティーノ

9 CCM-000-3013 渡辺 和志 ワタナベ マサシ 信州大学自転車競技部OB会 racing team

10 TCX-000-1032 宇野 一成 ウノ カズナリ 茨城CXレーシングチーム

11 TCX-156-0028 鈴木 孝 スズキ タカシ あぶくまサイクリングクラブ

12 CCM-000-7530 小菅 一弘 コスガ カズヒロ WEMO 2005

13 GPM-000-1049 臼井 清貴 ウスイ キヨタカ CICADA UNITED

14 UCX-167-0015 中三川 正樹 ナカミカワ マサキ 亀山社中

15 CXK-156-0112 賀来 成能 カク シゲヨシ 茨城CXレーシングチーム

16 CCM-178-0041 片山 洋平 カタヤマ ヨウヘイ synerzy
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レース No. 4 出走時刻 11:30

レースカテゴリー CL1 スタート遅延sec 60

エントリー人数 4 周回距離 2.00 km

bib 選手 Code 選手名 選手名（カナ） チーム名

21 UCX-156-0153 西形 舞 ニシカタ マイ TRCPanamaReds

22 TCX-000-2025 林口 ゆきえ ハヤシグチ ユキエ Live GARDEN BiciStelle

23 XTK-000-1494 早瀬 久美 ハヤセ クミ 日本ろう自転車競技協会

24 XTK-000-1504 高橋 吹歌 タカハシ スイカ Ready Go JAPAN
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レース No. 5 出走時刻 12:25

レースカテゴリー C1 スタート遅延sec 0

エントリー人数 35 周回距離 2.00 km

bib 選手 Code 選手名 選手名（カナ） チーム名

1 CCM-156-0046 加藤 健悟 カトウ ケンゴ 臼杵レーシング

2 GPM-000-1911 斎藤 朋寛 サイトウ トモヒロ RIDELIFE GIANT

3 GPM-000-1141 國井 敏夫 クニイ トシオ MilePost BMC Racing

4 GPM-000-0963 佐復 真人 サマタ マサト tours.net

5 CCM-000-2009 池本 真也 イケモト シンヤ 和光機器-Bioracer

6 CCH-000-0002 江下 健太郎 エシタ ケンタロウ じてんしゃPitﾌﾟﾛ 埼玉日高

7 CCM-156-0070 石川 正道 イシカワ マサミチ CSJTT

8 GPM-000-0819 金井 仁 カナイ ジン デラピスタ

9 CCM-000-1027 澤田 泰征 サワダ ヤスユキ VOLCA

10 GPM-000-1867 大塚 将悟 オオツカ ショウゴ Team CUORE

11 TCX-000-1011 久保田 冬吾 クボタ トウゴ 東北学院大学自転車競技部CX班

12 CXK-000-0024 代田 和明 シロタ カズアキ WINGPAW

13 TKI-156-0163 中川 峻太郎 ナカガワ シュンタロウ 042-703-9122

14 GPM-000-2206 河村 豪士 カワムラ ゴウジ AX

15 GPM-000-0839 伊井 賢一 イイ ケンイチ 臼杵レーシング

16 CCM-000-0462 吉田 秀夫 ヨシダ ヒデオ MAAPxBONSAI

17 XTK-000-1322 細矢 太樹 ホソヤ タイキ 内房レーシングクラブ

18 UCX-156-0028 佐藤 文明 サトウ フミアキ FLAT立川/多摩湖朝練部

19 CCM-000-9912 山本 兆 ヤマモト イドム WAKO'S

20 XTK-156-0122 小久保 登志貴 コクボ トシキ TEAM AGRI withAST

21 GPM-000-1983 鈴木 説澄 スズキ アキスミ MilePost BMC Racing

22 CCM-000-9923 山本 誠一 ヤマモト セイイチ EVOLUTION

23 CHB-156-0010 秋葉 龍之助 アキバ リュウノスケ RinRinRacing

24 TCX-000-2001 佐藤 英夫 サトウ ヒデオ オンザロード

25 CCM-000-9318 高橋 洋一 タカハシ ヨウイチ PEDAL NATION

26 CXK-167-0105 折橋 孝治 オリハシ コウジ Champion system japan test team

27 GPM-000-1942 村岡 優年 ムラオカ マサトシ 梅しば　ごんじり

28 XTK-000-1536 中島 康博 ナカシマ ヤスヒロ Above Bike Store Cycle Club

29 GPM-000-2077 大橋 尚哉 オオハシ ナオヤ tours.net

30 GPM-000-1028 鈴木 雄助 スズキ ユウスケ FRIETEN

31 GPM-000-1065 清水 和宏 シミズ カズヒロ team tamagawa

32 XTK-000-0063 小寺 知之 コデラ トモユキ sunday-riders

33 TCX-000-1012 後藤 啓 ゴトウ ヒロ Lipatti Jewelry

34 GPM-000-1813 中曽 佑一 ナカソ ユウイチ Team Cuore

35 GPM-000-1053 大木 英史 オオキ エイジ CICADA UNITED

36 XTK-000-1007 小島 大輝 コジマ ダイキ SNEL CYCLOCROSS TEAM
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以下の選手は40分OPENにて出走



レース No. 6 出走時刻 13:40

レースカテゴリー C4A スタート遅延sec 0

エントリー人数 57 周回距離 2.00 km

bib 選手 Code 選手名 選手名（カナ） チーム名

1 XTK-167-0122 芳崎 友哉 ヨシザキ トモヤ Azzuring

2 CXK-167-0127 黒葛原 俊一 ツヅラハラ シュンイチ Above bike store cycle club

3 CHB-167-0112 小松 正樹 コマツ マサキ SPACE ZEROPOINT

4 CXK-178-0060 篠原 輝利 シノハラ キリ Flecha

5 SHN-167-0035 砂川 良太 スナガワ リョウタ なし

6 CXK-000-0320 馬場 輝 ババ ヒカル 48PRODUCT

7 SHN-167-0075 姫井 新 ヒメイ アラタ Above bike store cycling club

8 SHN-178-0041 齋藤 秀行 サイトウ ヒデユキ Blue Lug Homies

9 CXK-000-0365 川崎 芳晴 カワサキ ヨシハル Rapha Cycling Club

10 SHN-178-0021 川端 誠司 カワバタ セイジ A-Pad

11 TCX-167-0011 三本木 昭仁 サンボンギ アキヒト 郡山サイクルフレンズ

12 CXK-178-0077 品川 雅之 シナガワ マサユキ オンザロード

13 CXK-167-0071 横山 弘樹 ヨコヤマ ヒロキ オッティモ

14 CCM-000-0187 中島 雅弘 ナカジマ マサヒロ こだまカウンターヒル

15 CCM-000-9305 泉名 克郎 センミョウ カツオ TeamTacke

16 CXK-000-0326 中野 貴信 ナカノ タカノブ ツキヌケ

17 CXK-167-0020 佐藤 弘人 サトウ ヒロト Banana Works

18 XTK-000-1109 山田 賢太郎 ヤマダ ケンタロウ 茨城CXレーシングチーム

19 CHB-167-0118 小関 豊 コセキ ユタカ なし

20 CXK-167-0188 橋本 元気 ハシモト ゲンキ しょぼよわ

21 CHB-178-0035 花嶋 泰弘 ハナシマ ヤスヒロ Flecha

22 GPM-000-1052 内山 直樹 ウチヤマ ナオキ オッティモ

23 CXK-167-0062 田中 裕大郎 タナカ ユウタロウ Rapha Cycling Club

24 SHN-167-0074 長澤 和樹 ナガサワ カズキ YOKOSUKA UNO RACING

25 CXK-156-0109 市川 茂男 イチカワ シゲオ TAS　PARK

26 CXK-156-0019 松木 久恒 マツキ ヒサツネ イマイ　シクロケッツ

27 XTK-000-1538 倉持 聡 クラモチ サトシ 北極サイクル

28 CXK-167-0134 鎌田 充志 カマダ ミツシ なし

29 UCX-156-0016 近藤 肇 コンドウ ハジメ SUBARU CX

30 CHB-156-0022 石井 祐二 イシイ ユウジ ARAI MURACA

31 CHB-178-0037 奥澤 優也 オクザワ ユウヤ AutoBahnGotemba

32 CXK-178-0072 関 優也 セキ ユウヤ taperedclub／シャオピンズ

33 XTK-000-1065 佐間田 崇 サマダ タカシ リベルタスクラブ

34 UCX-167-0012 西井上 優作 ニシイガミ ユウサク WE LOVE O2

35 CXK-167-0130 白石 陽介 シライシ ヨウスケ Yahoo! JAPAN Cycle Racing Team

36 CXK-167-0087 飯笹 正次 イイササ ショウジ 茨城CX レーシングチーム

37 CXK-000-0327 稲垣 武志 イナガキ タケシ なし

38 SHN-178-0045 高橋 賢司 タカハシ ケンジ RCC

39 KNS-000-4629 田中 章友 タナカ アキトモ AK
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40 CHB-178-0024 児玉 赳生 コダマ タケオ SPACE ZEROPOINT

41 CXK-167-0088 井上 浩輔 イノウエ コウスケ GIANTオーナーズ倶楽部

42 XTK-156-0085 野口 勉 ノグチ ツトム 輪工房

43 MBS-178-0064 齋藤 信人 サイトウ ノブト グレンツェン山形

44 CXK-167-0176 島 昌平 シマ マサヒラ グリーン

45 CXK-167-0182 戸張 一郎 トバリ イチロウ GIANTバイク転覆隊

46 CXK-178-0047 小林 淳也 コバヤシ ジュンヤ Hot★Jasper

47 CXK-178-0048 丸山 大輔 マルヤマ ダイスケ オンザロード

48 CXK-000-0243 八嶋 亮太 ヤシマ リョウタ オンザロードMJC

49 UCX-167-0014 扇 裕行 オウギ ヒロユキ チームうっかり

50 CXK-178-0100 古川 大輔 フルカワ ダイスケ 298

51 MBS-178-0081 尾形 尚紀 オガタ ナオキ Honda栃木

52 CXK-178-0101 香取 幸輔 カトリ コウスケ エクストリームつくば

53 CXK-178-0098 松田 勝男 マツダ カツオ TeamSKYBERRY

54 CXK-178-0096 小木曽 和希 オギソ カヅキ 枝豆ずんだサイクリングチーム

55 CXK-178-0095 坂本 昂介 サカモト コウスケ なし

56 CHB-167-0075 平岩 篤史 ヒライワ アツシ みのチャリ部

57 CXK-178-0102 小川 剛 オガワ ツヨシ ReVelo



レース No. 7 出走時刻 14:25

レースカテゴリー C4B スタート遅延sec 0

エントリー人数 55 周回距離 2.00 km

bib 選手 Code 選手名 選手名（カナ） チーム名

1 CXK-000-0309 今井 孝治 イマイ コウジ オンザロード

2 XTK-167-0026 篠原 諒 シノハラ リョウ 042-703-9122

3 CXK-000-0356 塩川 千年 シオカワ チトセ TEGA CSC

4 CHB-156-0038 高尾 健太郎 タカオ ケンタロウ ブリッジバイクプロダクツ

5 CCM-156-0080 神谷 徹 カミヤ トオル 無所属

6 SHN-167-0099 若月 浩二 ワカツキ コウジ Rise-Ride2020

7 GPM-000-1865 薄井 猛生 ウスイ タケオ 530711

8 CHB-167-0064 石井 邦朋 イシイ クニトモ TaemTacke

9 XTK-156-0106 佐藤 勇亮 サトウ ユウスケ Crunk Gorilla Cycling Team

10 UCX-156-0132 清水 晃生 シミズ アキオ FM730 CX TEAM

11 XTK-156-0017 西形 広之 ニシカタ ヒロユキ TRC  PANAMAREDS  CX

12 CXK-167-0014 落合 拓郎 オチアイ タクロウ Rapha Cycling Club

13 CXK-178-0080 矢田部 洋一 ヤタベ ヒロカズ ReVelo

14 MBS-167-0061 田上 建 タガミ タツル B.C.宇都宮

15 CXK-178-0076 永山 義人 ナガヤマ ヨシヒト Gufo Cycle Works

16 CXK-167-0003 栃窪 聡 トチクボ サトシ イマイシクロケッツ

17 UCX-167-0011 竹澤 研由 タケザワ アキヨシ WE LOVE O2

18 CXK-156-0061 倉田 喜代司 クラタ キヨシ イマイ・シクロケッツ

19 TCX-000-4007 黒須 雅則 クロス マサノリ 530711

20 CCM-000-9147 東 俊之 アズマ トシユキ なし

21 MBS-167-0028 松村 岳彦 マツムラ タケヒコ イシュタールRT

22 CCM-178-0007 根元 洋光 ネモト ヨウコウ ねもちゃんズ

23 XTK-167-0017 木村 武弘 キムラ タケヒロ メイドさん学科自転車部

24 CXK-000-0313 渡辺 航 ワタナベ ワタル 総北高校自転車競技部OB

25 TCX-178-0015 高木 倫太郎 タカキ リンタロウ orz racing

26 SHN-167-0101 関 純夫 セキ マサオ YOKOSUKA UNO RACING

27 MBS-167-0029 竹内 謙佑 タケウチ ケンスケ オッティモ

28 SHN-178-0006 鈴木 克 スズキ マサル 臼杵レーシング

29 CXK-156-0020 宗像 剛 ムナカタ タケシ Flecha

30 CXK-167-0066 中山 和俊 ナカヤマ カズトシ イマイ・シクロケッツ

31 CXK-156-0054 武笠 展大 ムカサ ノブヒロ エクストリームつくば

32 CXK-167-0124 梶川 義巳 カジカワ ヨシミ OTR

33 UCX-167-0004 村山 太一郎 ムラヤマ タイチロウ なし

34 CCM-000-0818 林口 寛之 ハヤシグチ ヒロユキ SCCCX

35 XTK-156-0083 澤地 博之 サワチ ヒロユキ 虹色屋

36 CHB-167-0055 鑓水 修一 ヤリミズ シュウイチ なし
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37 TKI-156-0223 山口 暢也 ヤマグチ ノブヤ 自転車道JUMBO

38 GPM-000-1154 新山 大輔 ニイヤマ ダイスケ なし

39 KNS-000-4572 伊藤 史篤 イトウ フミアツ Wirbelwind

40 CHB-178-0003 廣勢 翔太 ヒロセ ショウタ Blanche

41 XTK-178-0054 小山 克也 オヤマ カツヤ うっかり

42 XTK-178-0071 大久保 由紀夫 オオクボ ユキオ teamCOYOTE

43 MBS-178-0001 小金丸 博史 コガネマル ヒロフミ TeamTacke

44 CXK-167-0206 上林 正典 カミバヤシ マサノリ Flecha

45 CHB-167-0101 大澤 勇 オオサワ イサム blanche

46 KNS-156-0186 圷 貴大 アクツ タカヒロ なし

47 XTK-000-0022 北澤 肯 キタザワ コウ なし

48 XTK-167-0014 武田 和也 タケダ カズヤ メイドさん学科自転車部

49 XTK-167-0048 尾関 亮 オゼキ リョウ チームF

50 XTK-000-0037 浦野 哲浩 ウラノ アキヒロ Team Tacke

51 CXK-178-0108 渡邊 嵩章 ワタナベ タカアキ オンザロード

52 CXK-178-0107 原田 慎之介 ハラダ シンノスケ なし

53 CXK-178-0105 石井 信明 イシイ ノブアキ Azzuring

54 CXK-178-0109 小嶋 剛 コジマ タケシ Flecha

55 CXK-178-0104 平泉 浩孝 ヒライズミ ヒロタカ equipe mistral

レースカテゴリー U15 スタート遅延sec 0

エントリー人数 1 周回距離 2.00 km

bib 選手 Code 選手名 選手名（カナ） チーム名

61 TMP-000-0013 小林 温 コバヤシ アツシ ProRide



レース No. 8 出走時刻 15:10

レースカテゴリー CK3 スタート遅延sec 0

エントリー人数 7 周回距離 1.20 km

bib 選手 Code 選手名 選手名（カナ） チーム名

1 CXK-000-0335 秋元 碧 アキモト アオ AKM

2 UCX-156-0057 水上 央渉 ミズカミ カナル ブリッツェンステラ

3 CXK-167-0082 伊橋 孝亮 イハシ コウスケ 茨城CX レーシングチーム

4 GPM-000-2223 渡辺 瑞基 ワタナベ ミズキ M

5 GPM-000-2051 山本 率揮 ヤマモト リツキ なし

6 TCX-000-1506 加藤 礼慈 カトウ レイジ 530711

7 CXK-156-0096 柴田 克弘 シバタ カツヒロ なし

レースカテゴリー CK2 出走時刻 15:10

エントリー人数 10 スタート遅延sec 30

bib 選手 Code 選手名 選手名（カナ） チーム名

21 UCX-156-0033 山田 駿太郎 ヤマダ シュンタロウ 茨城CXレーシングチーム

22 XTK-167-0089 伊勢田 宇未 イセダ ウミ なし

23 XTK-156-0044 佐竹 清亮 サタケ キョウスケ アラスカワークス

24 CXK-156-0093 佐藤 玄武 サトウ ヒロム チームさといちわくわくん

25 CXK-156-0033 小林 碧 コバヤシ アオイ ProRide

26 XTK-167-0061 石川 七海 イシカワ ナナミ CSJTT

27 CXK-178-0084 Makino Ren マキノ レン なし

28 CXK-178-0083 Nakao Ken ナカオ ケン American School in Japan

29 CXK-178-0111 平泉 洋喜 ヒライズミ ヒロキ mistral-SS

30 CXK-178-0112 斎藤 潤 サイトウ ジュン RIDELIFE GIANT JR

レースカテゴリー CK1 出走時刻 15:10

エントリー人数 15 スタート遅延sec 60

bib 選手 Code 選手名 選手名（カナ） チーム名

41 CXK-178-0038 郷津 輝 ゴウヅ ヒカル RinRinRacing

42 XTK-167-0094 伊勢田 朱生 イセダ シュウマ なし

43 CXK-156-0120 影山 荘明 カゲヤマ ソウメイ オンザロード

44 UCX-156-0078 我妻 美音 アガツマ ミオ Y's Road CX Team

45 CCM-000-9290 神谷 文 カミヤ フミ 無所属

46 CCM-000-9273 小菅 新太 コスガ アラタ WEMO 2005

47 CHB-178-0015 大野 新太 オオノ アラタ RCC

48 CXK-178-0034 鈴木 滉 スズキ コウ アッチェレランド

49 UCX-156-0072 水上 寛大 ミズカミ カンタ しょぼよわ

50 CHB-178-0016 金田 侑謙 カネダ ユウケン AX
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51 UCX-156-0045 稲 寛太 イネ カンタ Team INE

52 CXK-178-0081 平光 樟太 ヒラコウ ショウタ おひさま

53 UCX-167-0041 佐復 美羽 サマタ ミウ tours.net

54 UCX-167-0040 佐復 美空 サマタ ミク tours.net

55 CXK-178-0110 大津 颯亮 オオツ ソウスケ Unity


