
AJOCC  2022/1/16(日)

茨城シクロクロス#4大洗サンビーチステージ

U17 Entry List (page1/1)
Race No: 1 8:30

Race Category: U17 0.00km + 2.00km/Lap

BodyNo Name カナ名 Team
48 野嵜 然新 ノザキ ゼンシン RACING TORQUE
49 田島 綾人 タジマ アヤト -
50 成田 光志 ナリタ コウシ Dream Seeker jr. Racing Team

51 伊橋 孝亮 イハシ コウスケ 茨城CXレーシングチーム
52 柴田 渓佑 シバタ ケイスケ ブラウブリッツェン
53 新藤 大翔 シンドウ タイト -



AJOCC  2022/1/16(日)

茨城シクロクロス#4大洗サンビーチステージ

C3 Entry List (page1/1)
Race No: 1 8:30

Race Category: C3 0.00km + 2.00km/Lap

BodyNo Name カナ名 Team
1 秋元 碧 アキモト アオ -
2 宮﨑 晃 ミヤザキ ヒカル -
3 伊藤 博彦 イトウ ヒロヒコ シクロポリスARP日野屋石油店
4 磯前 慶友 イソマエ ヨシトモ -
5 菅村 栄三 スガムラ エイゾウ ALDINA
6 長澤 祐一 ナガサワ ユウイチ SHIDO-WORKS
7 伊藤 英一 イトウ ヒデカズ シモーネ
8 水上 央渉 ミズカミ カナル ブラウ・ブリッツェン
9 久野田 匠 クノダ タクミ MIVRO
10 井上 旬太郎 イノウエ シュンタロウ Crucible仙台
11 小杉 優也 コスギ ユウヤ -
12 猶原 聡 ナオハラ サトシ 竹芝サイクルクロスレーシング
13 三橋 允耶 ミツハシ マサヤ Cycles Marmotte
14 権田 歩人 ゴンダ アルト Avenir Yamanashi Yamanakako
15 川村 怜 カワムラ レン Peek a boo
16 平賀 康一 ヒラガ コウイチ TeamCUORE
17 秋本 啓輔 アキモト ケイスケ ELONGA
18 石田 祥大 イシダ アキヒロ おこめくらぶ
19 塩入 昭博 シオイリ アキヒロ Araren8214
20 麻生 久智 アソウ ヒサトモ オッティモ
21 沼田 素直 ヌマタ スナオ Team nacree
22 大久保 由紀夫 オオクボ ユキオ TeamCOYOTE
23 丸山 大輔 マルヤマ ダイスケ オンザロード
24 喜多 忠俊 キタ タダトシ Not Chas
25 竹内 謙佑 タケウチ ケンスケ オッティモ
26 大関 宙 オオゼキ ソラ 会津学鳳高校
27 関 純夫 セキ マサオ YOKOSUKA UNO RACING
28 木下 史啓 キノシタ フミヒロ JR East United
29 丸山 孝行 マルヤマ タカユキ ウィンディー筑波シクロクロスチーム
30 田上 建 タガミ タツル Hangover
31 関谷 圭介 セキヤ ケイスケ Azzuring
32 高橋 壮 タカハシ ソウ サガミレーシング
33 稲垣 武志 イナガキ タケシ サニーデイサイクル
34 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
35 長澤 和樹 ナガサワ カズキ YOKOSUKA UNO RACING
36 小関 豊 コセキ ユタカ -
37 薄葉 幸二 ウスハ コウジ BBR
38 菊地 航 キクチ ワタル Gufo Cycle Works
39 今井 孝治 イマイ コウジ オンザロード
40 新藤 守 シンドウ マモル 臼杵レーシング
41 橋本 元気 ハシモト ゲンキ しょぼよわ宇都宮支店
42 大内 理雄 オオウチ リオ 48PRODUCT
43 振屋 拓実 フルヤ タクミ MIVRO
44 加賀 龍治 カガ リュウジ SUBARU Cycling Team
45 小川 修 オガワ オサム ZERO to TOP/Team36Cycling
46 清水 洋介 シミズ ヨウスケ Aprico
47 吉岡 拓哉 ヨシオカ タクヤ イナーメ信濃山形



AJOCC  2022/1/16(日)

茨城シクロクロス#4大洗サンビーチステージ

U15 Entry List (page1/1)
Race No: 2 9:20

Race Category: U15 0.00km + 2.00km/Lap

BodyNo Name カナ名 Team
58 松村 拓弥 マツムラ タクミ -
59 佐竹 清亮 サタケ キョウスケ アラスカワークス
60 山田 駿太郎 ヤマダ シュンタロウ Team GRM
61 渡邊 太智 ワタナベ タイチ Passer 1850
62 小林 洋平 コバヤシ ヨウヘイ Team ProRide
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茨城シクロクロス#4大洗サンビーチステージ

C4A Entry List (page1/2)
Race No: 2 9:20

Race Category: C4 0.00km + 2.00km/Lap

BodyNo Name カナ名 Team
1 望月 和真 モチヅキ カズマ TS TECH 自転車部
2 佐久間 崚 サクマ リョウ SHIDO-WORKS
3 辻本 大輔 ツジモト ダイスケ シモーネ
4 熊沢 雄介 クマザワ ユウスケ ZEROtoTOP
5 佐藤 正輝 サトウ マサキ Hangover
6 草野 伸行 クサノ ノブユキ ＶＯＲＴＥＸ６３４
7 菊川 実紀 キクガワ ミノリ Roppongi Express
8 藤森 祐輔 フジモリ ユウスケ シモーネ
9 井川 弘貴 イガワ ヒロキ MORE Power VMB
10 高橋 和樹 タカハシ カズキ オンザロード
11 服部 匠太郎 ハットリ ショウタロウ -
12 菊地 紀宏 キクチ ノリヒロ Paddy Hitachinaka
13 堀 佑太朗 ホリ ユウタロウ ZELKOVA CX
14 石井 慎太郎 イシイ シンタロウ ミサトスタン共和国代表
15 高橋 弘樹 タカハシ ヒロキ おはみのCX
16 橋本 猛 ハシモト タケシ gufo cycle works
17 宗像 剛 ムナカタ タケシ Flecha
18 宮脇 和也 ミヤワキ カズヤ TS TECH自転車部
19 菊地 賢治 キクチ ケンジ B.C.宇都宮
20 澤田 侑児 サワダ ユニ 山梨学院大学
21 間宮 馨 マミヤ カオル -
22 富田 駿 トミタ スグル Roppongi Express
23 松浦 耕介 マツウラ コウスケ -
24 西川 正隼 ニシカワ マサトシ ウィンディー筑波 シクロクロスチーム
25 真庭 知之 マニワ トモヒサ B.C.宇都宮
26 網野 優介 アミノ ユウスケ ウィンディー筑波シクロクロスチーム
27 相吉澤 佑輔 アイヨシザワ ユウスケ Hangover
28 高橋 仁 タカハシ ヒトシ チームBMインドカレーサーラ
29 小林 宏和 コバヤシ ヒロカズ NAMIBIA PROJECT Cycling Team
30 杉山 吉信 スギヤマ ヨシノブ -
31 横川 貴之 ヨコカワ タカユキ EMU/NICO
32 小用 祐平 コヨウ ユウヘイ 建築系自転車
33 小島 寛央 コジマ ヒロヒサ 大日本パックス
34 宮田 啓太郎 ミヤタ ケイタロウ チームBMインドカレーサーラ
35 村上 振一郎 ムラカミ シンイチロウ スマートコーチング
36 高野 祐大 タカノ ユウタ それってあれでしょ応援会
37 中村 俊秋 ナカムラ トシアキ シクロマーモット
38 若林 壮伯 ワカバヤシ マサノリ AKIRUNO-Cycling Academy Project
39 濱岡 暁 ハマオカ サトル オンザロード
40 山木 篤 ヤマキ アツシ 野良しくろ
41 山崎 慶太 ヤマザキ ケイタ エクストリームつくば
42 寺神戸 泰典 テラカド ヤスノリ オンザロード
43 宮崎 久志 ミヤザキ ヒサシ -
44 小柳 俊夫 コヤナギ トシオ Clichy Cycling Club
45 中村 悟 ナカムラ サトル NUCC racing
46 山口 優輝 ヤマグチ ユウキ ウィンディー筑波シクロクロスチーム
47 安済 卓 アンザイ スグル Hangover
48 文倉 慎太郎 フミクラ シンタロウ ウィンディー筑波
49 嶋崎 亮我 シマザキ リョウガ Fine Nova LAB
50 渡辺 賢也 ワタナベ ケンヤ -
51 薮田 団蔵 ヤブタ ダンゾウ CYCLE WITCHES
52 加藤 瑛典 カトウ エイスケ BCU
53 老川 健二郎 オイカワ ケンジロウ BCU
54 小森 英彦 コモリ ヒデヒコ 530711
55 丸山 育巳 マルヤマ イクミ BCU,Hangover
56 新藤 剛典 シンドウ タケノリ -
57 石川 光晴 イシカワ ミツハル F.O.R.V
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CM2 Entry List (page1/1)
Race No: 3 10:05

Race Category: CM2 0.00km + 2.00km/Lap

BodyNo Name カナ名 Team
1 松山 則貴 マツヤマ ノリタカ SNEL
2 小坂部 恵一 コサカベ ケイイチ Fast Lane Racing
3 石政 徹 イシマサ トオル TEAM TAMAGAWA
4 小堺 猛弘 コサカイ タケヒロ taikiworks
5 紫藤 仁 シトウ ヒトシ ARCCレーシングチーム
6 臼井 康二 ウスイ コウジ -
7 宇野 一成 ウノ カズナリ 茨城CXレーシングチーム
8 松川 大作 マツカワ ダイサク イマイシクロケッツ
9 関口 誠 セキグチ マコト 僕らは駆け抜ける
10 鈴木 克幸 スズキ カツユキ 042 SYSDICATE
11 積田 高治 ツミタ タカハル ツミタモータードットコム
12 五十嵐 基 イカラシ モトイ サガミレーシング
13 三本木 昭仁 サンボンギ アキヒト POSITIVE
14 伴 肇 バン ハジメ 臼杵レーシング
15 池田 大樹 イケダ ダイキ Team轍屋
16 三森 靖之 ミモリ ヤスユキ あぶくまc.c withBCU at nasutown

17 金子 渉 カネコ ワタル 530711
18 北原 哲也 キタハラ テツヤ FAST LANE Racing
19 斉藤 貴夫 サイトウ タカオ SNEL
20 山崎 真純 ヤマザキ マスミ arpkits/(有)中島
21 横田 隆雄 ヨコタ タカオ ＶＣ福岡マスターズ関西
22 佐野 修司 サノ シュウジ cycleclub3up
23 嘉村 憲司 カムラ ケンシ TEAM轍屋
24 並木 太一郎 ナミキ タイチロウ VAPOR CX TEAM
25 塚田 幸司 ツカダ コウジ CUORE
26 西形 広之 ニシカタ ヒロユキ TRC PANAMAREDS
27 米山 雅武 ヨネヤマ マサム GSJ東京支部
28 鷲巣 悟 ワシズ サトル 042-703-9122
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CM3 Entry List (page1/1)

Race No: 3 10:05
Race Category: CM3 0.00km + 2.00km/Lap

BodyNo Name カナ名 Team
31 瀧口 吉郎 タキグチ ヨシロウ スマートコーチング
32 川南 保夫 カワミナミ ヤスオ 臼杵レーシング
33 馬場 輝 ババ ヒカル 48PRODUCT
34 大平 泰裕 オオヒラ ヤスヒロ イナーメ信濃山形
35 滋野 春紀 シゲノ ハルキ SHIDO-WORKS
36 黒葛原 俊一 ツヅラハラ シュンイチ Above bike store cycle club
37 長 裕 オサ ユタカ ボルケーノレーシング
38 立神 一樹 タツカミ イッキ シモーネ
39 沓澤 秀樹 クツザワ ヒデキ SHIDO-WORKS/EMU
40 杉山 学 スギヤマ ガク Rapha Cycling Club
41 花井 貴浩 ハナイ タカヒロ シモーネ
42 五十嵐 雄一 イガラシ ユウイチ -
43 阿部 健 アベ タケシ F(t)麒麟山Racing
44 小林 幹昇 コバヤシ モトノリ 子連れ狼/K-factory
45 大沼 真太郎 オオヌマ シンタロウ SNEL
46 小野 勝之 オノ カツユキ FAST LANE  Racing
47 駒崎 透 コマサキ トオル -
48 小林 文弥 コバヤシ フミヤ 臼杵レーシング
49 佐間田 崇 サマダ タカシ リベルタスあんこうチーム
50 姫井 新 ヒメイ アラタ -
51 西岡 純治 ニシオカ ジュンジ team AST
52 Gwilliam Benjamin ウィリアム ベンジャミン 内房レーシングクラブ
53 渡邉 貴史 ワタナベ タカフミ Paddy HITACHINAKA
54 小鹿野 健一 オガノ ケンイチ SALUTE project
55 櫛田 哲 クシダ サトル -
56 寺門 智 テラカド サトシ ちーむ窓際
57 小林 淳也 コバヤシ ジュンヤ ProRide
58 吉川 勝 ヨシカワ マサル 茨城CXレーシングチーム
59 成瀬 昭紀 ナルセ アキノリ さいきっくす
60 川口 良成 カワグチ ヨシナリ -
61 小川 光一 オガワ コウイチ 往生際が悪いんです。
62 古野 裕一 フルノ ユウイチ Team Oyaji Asaren
63 比氣 徹 ヒキ トオル トレラバ
64 伊藤 達也 イトウ タツヤ NAMIBIA  PROJECT CX TEAM
65 佐藤 剛 サトウ ゴウ SNEL
66 中島 透 ナカジマ トオル ALPHAWK
67 影山 晃 カゲヤマ アキラ -
68 高橋 敏康 タカハシ トシヤス NAMAZU CX TOCHIGI
69 浅川 智洋 アサカワ トモヒロ -
70 小林 一美 コバヤシ カズミ 輪工房APEX
71 菅原 純 スガワラ ジュン 輪工房
72 野田 剛嗣 ノダ タケツグ 48PRODUCT
73 岡部 保 オカベ タモツ あぶくまGOGOすぱいだー！
74 佐藤 洋之 サトウ ヒロユキ Pinazou Test Team
75 沖田 浩一 オキタ コウイチ SRF
76 印出井 一利 インデイ カズトシ TeamSkyberry
77 藤崎 弘勝 フジサキ ヒロカツ -
78 窪川 俊 クボカワ シュン -
79 小野寺 誠司 オノデラ セイジ チームBMインドカレーサーラ
80 黒沢 雅志 クロサワ マサシ ウィンディー筑波シクロクロス部
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CL2+3 Entry List (page1/1)
Race No: 3 10:05

Race Category: CL2+3 0.00km + 2.00km/Lap

BodyNo Name カナ名 Team
85 小林 碧 コバヤシ アオイ ProRide
86 中山 智美 ナカヤマ トモミ FAST LANE Racing
87 森 知多 モリ チタ SNEL
88 黛 洋弓 マユズミ ヒロミ ZERO to TOP
89 首藤 律子 シュドウ リツコ -
90 根本 亜緒 ネモト アオイ Team ヴェレール with EXLUB
91 松井 紀子 マツイ ノリコ SHIDO-WORKS
92 YEH EMILY イェー エミリー VAPOR CX TEAM
93 花香 聡美 ハナカ サトミ -
94 ブレスト 由香里 ブレスト ユカリ -
95 服部 絢子 ハットリ ジュンコ SHIDO-WORKS
96 軽部 恭子 カルベ キョウコ オンザロード
97 菊地 英 キクチ ハナ AIBE
98 鮎澤 加奈子 アユザワ カナコ Team GRM
99 山崎 里美 ヤマザキ サトミ シクロマーモット
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C1 Entry List (page1/1)
Race No: 4 11:30

Race Category: C1 0.00km + 2.00km/Lap

BodyNo Name カナ名 Team
1 加藤 健悟 カトウ ケンゴ 臼杵レーシング
2 舟山 祥弘 フナヤマ ヨシヒロ SNEL CYCLOCROSS TEAM
3 小久保 登志貴 コクボ トシキ SNEL CYCLOCROSS TEAM
4 佐川 祐太 サガワ ユウタ SNEL CYCLOCROSS TEAM
5 向山 浩司 ムコウヤマ コウジ SNEL CYCLOCROSS TEAM
6 中村 龍吉 ナカムラ タツヨシ acu-power RACING TEAM
7 尾形 尚紀 オガタ ナオキ 臼杵レーシング
8 中島 渉 ナカジマ アユミ 弱虫ペダルサイクリングチーム
9 河野 雄輝 カワノ ユウキ シモーネ
10 ジェームス アレクサンダー ジェームス アレクサンダー -
11 小林 成輔 コバヤシ セイスケ SUBARU Cycling Team
12 鈴木 禄徳 スズキ ヨシノリ PAXPROJECT
13 木村 盛義 キムラ モリヨシ SUBARU Cycling Team
14 伊井 賢一 イイ ケンイチ 臼杵レーシング
15 鈴木 克 スズキ マサル 臼杵レーシング
16 金田 和朗 カネダ カズアキ AX cyclocross team
17 蠣崎 藍道 カキザキ ランドウ NESTO Factory Team
18 tysome john タイサム ジョン Champion System Japan Test Team
19 岡田 紀彦 オカダ ノリヒコ アルゼンチンペソしかないよ
20 増田 謙一 マスダ ケンイチ SHIDO-WORKS
21 美並 慎一 ミナミ シンイチ Team Cuore
22 中曽 佑一 ナカソ ユウイチ SHIDO-WORKS
23 江川 樹一郎 エガワ キイチロウ 快楽転
24 飯田 貴之 イイダ タカユキ ROND CX TEAM
25 田中 香津也 タナカ カヅヤ ZELKOVA CX
26 澤田 泰征 サワダ ヤスユキ VOLCAオードビーBOMA
27 渡邊 嵩章 ワタナベ タカアキ オンザロード
28 吉澤 祐介 ヨシザワ ユウスケ SHIDO-WORKS
29 國井 豊 クニイ ユタカ AX cyclocross team
30 清水 和宏 シミズ カズヒロ TEAM TAMAGAWA
31 岩崎 基規 イワサキ モトノリ AX cyclocross team
32 野田 慧太 ノダ ケイタ CYCLE WITCHES
33 五十嵐 洸太 イカラシ コウタ 弱虫ペダル サイクリングチーム
34 松本 秀 マツモト シュウ MIVRO
35 代田 和明 シロタ カズアキ wingpaw
36 片岡 誉 カタオカ タカシ teamわだちや
37 小俣 雄風太 オマタ ユウタ Rapha Cycling Club
38 鈴木 雄助 スズキ ユウスケ FRIETEN
39 氏原 真之介 ウジハラ シンノスケ 臼杵レーシング
40 吉岡 勇輔 ヨシオカ ユウスケ オンザロード
41 遠藤 裕太 エンドウ ユウタ FROG喜多方サイクリングチーム
42 松本 陸 マツモト リク ATTAQUER cycling
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茨城シクロクロス#4大洗サンビーチステージ

C4B Entry List (page1/2)
Race No: 5 12:50

Race Category: C4 0.00km + 2.00km/Lap

BodyNo Name カナ名 Team
1 今井 雄一 イマイ ユウイチ 自転車処風輪
2 井原 正敏 イハラ マサトシ オンザロード
3 武笠 展大 ムカサ ノブヒロ エクストリームつくば
4 柴田 晋 シバタ ススム バンピーパス
5 阿部 稜 アベ リョウ SNEL
6 緒方 稔 オガタ ミノル nacree
7 鈴木 雄介 スズキ ユウスケ オシガモ
8 石川 遼 イシカワ リョウ FM730
9 常住 岳雄 ツネスミ タケオ SNEL
10 柳田 俊佑 ヤナギタ シュンスケ bicycle  fellow
11 邑中 力 ムラナカ ツトム COWGUMMA
12 藤田 賢人 フジタ ケント -
13 山口 航輝 ヤマグチ コウキ SHIDO-WORKS
14 豊田 栄右 トヨダ エイスケ U2 BIKES
15 本田 将矢 ホンダ マサヤ -
16 茂木 勇人 モギ ハヤト ARAREN8214(ハツイシ)
17 竹内 鷹弥 タケウチ タカヤ AKIRUNO-Cycling Academy Project
18 坂本 進也 サカモト シンヤ チーム・フォルツァ！
19 林 直志 ハヤシ ナオユキ EMU/天照
20 川内 一史 カワウチ カズフミ RX&Co;
21 門井 健太 カドイ ケンタ ZELKOVA CX
22 大川 清平 オオカワ ショウヘイ -
23 木幡 直希 コハタ ナオキ VORTEX６３４
24 正井 圭 マサイ ケイ VAPOR
25 今井 裕愛 イマイ ヒロチカ Youcan
26 林 広介 ハヤシ コウスケ -
27 長谷部 智宏 ハセベ トモヒロ オンザロード
28 市川 茂男 イチカワ シゲオ TASCYCLE
29 宮本 健志 ミヤモト ケンジ -
30 鑓水 修一 ヤリミズ シュウイチ -
31 鈴木 瑛二 スズキ エイジ EMU SPEED CLUB/Bicycle Fellow
32 木村 響 キムラ ヒビキ B.B.Q
33 梅田 佳寛 ウメダ ヨシヒロ じて吉
34 今井 友樹 イマイ トモキ SHIDO-WORKS
35 須々田 匠 ススタ タクミ 岩井商会レーシング
36 安井 尚彦 ヤスイ ナオヒコ -
37 中山 達裕 ナカヤマ タツヒロ FAST LANE Racing
38 田口 雄也 タグチ ユウヤ エクストリームつくば
39 横山 弘樹 ヨコヤマ ヒロキ Can’t GO!GO!ウエイトless
40 稲村 博 イナムラ ヒロシ チームＢＭインドカレーサーラ
41 西山 正臣 ニシヤマ マサオミ -
42 鵜殿 太 ウドノ フトシ -
43 伊東 佑馬 イトウ ユウマ MIVRO
44 木村 喜久 キムラ ヨシヒサ PAXPROJECT
45 荘 一樹 ショウ カズキ ZELCOVA CX
46 足立 敦則 アダチ アツノリ -
47 薩佐 和典 サツサ カズノリ -
48 宇佐美 響 ウサミ ヒビキ -
49 君嶋 伯彦 キミジマ タケヒコ Team ヴェレール with EXLUB
50 岡村 和弥 オカムラ カズヤ -
51 志村 拓郎 シムラ タクロウ bicycle fellow
52 小林 大佑 コバヤシ ダイスケ EMU SPEED CLUB
53 中澤 佳邦 ナカザワ ヨシクニ SUBARU Cycling Team
54 小松崎 猛 コマツザキ タケシ Team VREAILE with EXLUB
55 長坂 和輝 ナガサカ カズキ -
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51 生田目 修 ナマタメ オサム イナーメ信濃山形&大幸ハーネス

52 山本 誠一 ヤマモト セイイチ DEVOTION

53 石川 正道 イシカワ マサミチ Champion System Japan Test Team

54 池本 真也 イケモト シンヤ 和光機器-BIORACER

55 瀬戸 幸正 セト ユキマサ ベーグルワン

56 森 久 モリ ヒサシ FRIETEN

57 浅井 秀樹 アサイ ヒデキ SNEL CYCLOCROSS TEAM

58 叶 英樹 カノウ ヒデキ Saturday　early　morning

59 加藤 哲 カトウ テツ Infinity_K10s

60 中島 達雄 ナカシマ タツオ SHIDO-WORKS

61 巽 克哉 タツミ カツヤ 夏草サイクリングチーム

62 林 健太郎 ハヤシ ケンタロウ エルドラード東北

63 横田 正美 ヨコタ マサミ リベルタス ＴＢＣ　４５７

64 佐々木 正 ササキ タダシ CICADA UNITED

65 佐藤 盛一 サトウ セイイチ ADVANCE仙台

66 齋藤 信人 サイトウ ノブト Glanzen YAMAGATA

67 高橋 綾一 タカハシ リョウイチ サガミレーシング

68 山口 健 ヤマグチ タケシ Golosa

69 川崎 隼輔 カワサキ シュンスケ ウィンディー筑波シクロクロスチーム

70 佐藤 大輔 サトウ ダイスケ チームさといち

71 上野 渉 ウエノ ワタル ペルジタ

72 平光 竜志 ヒラコウ リュウジ サンクスサイクルラボ

73 日向 隼人 ヒュウガ ハヤト SBC Vertex Racing Club

74 秋山 純一 アキヤマ ジュンイチ -

75 余語 賢司 ヨゴ ケンジ ＮCＦR

76 佐藤 望 サトウ ノゾム ADVANCE仙台

77 山本 敦 ヤマモト アツシ 竹芝サイクルクロスレーシング

78 中谷 聡 ナカタニ アキラ HOKURIKU DOROTABOU

79 中三川 正樹 ナカミカワ マサキ 亀山社中

80 伊東 知幸 イトウ トモユキ -

81 影山 善明 カゲヤマ ゼンメイ オンザロード

82 中島 由裕 ナカシマ ヨシヒロ -
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83 高橋 翔 タカハシ ショウ cycleclub 3UP.
84 萩谷 蒼風 ハギヤ ソラ ボンシャンス
85 綾野 尋 アヤノ ヒロ cycleclub3UP.
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1 石川 久洋 イシカワ ヒサヒロ COWGUMMA
2 若月 隆真 ワカツキ タクマ 山梨学院大学
3 宇賀持 凌 ウガモチ リョウ EXLUB Project
4 佐藤 忠則 サトウ タダノリ 湾岸サイクリングユナイテッド
5 倉持 和弘 クラモチ カズヒロ Team 自転車処 風輪
6 桑原 大空 クワバラ タイ Silverbacks CX Team
7 藤崎 弘太郎 フジサキ コウタロウ じて吉
8 吉川 大地 ヨシカワ ダイチ Rapha Cycling Club
9 品川 雅之 シナガワ マサユキ TEAM ZWC
10 中 瑞希 ナカ ミヅキ Rapha Cycling Club
11 金井 仁 カナイ ジン Moto-SR
12 山本 真也 ヤマモト シンヤ TRC PANAMAREDS
13 植田 春樹 ウエダ ハルキ ZELKOVA CX
14 川端 誠司 カワバタ セイジ Silver Backs CX Team
15 松村 岳彦 マツムラ タケヒコ イシュタールRT
16 堀 智昭 ホリ トモアキ FastLaneRacing
17 藤岡 絢也 フジオカ ジュンヤ CYCLE WITCHES
18 首藤 健 シュドウ タケシ COWGUMMA
19 加藤 将望 カトウ マサミ シクル・マーモット
20 世田 仁 セタ ジン AX cyclocross team
21 青山 高士 アオヤマ タカヒト ハヤサカレーシングチーム
22 平尾 学 ヒラオ マナブ 茨城CXレーシングチーム
23 米田 英昭 ヨネダ ヒデアキ サンコンズ
24 後藤 大地 ゴトウ ダイチ TEAM  MOMO
25 西村 和洋 ニシムラ カズヒロ チームアウタートップ
26 西薗 良太 ニシゾノ リョウタ Side by Side Radio
27 大岩 充 オオイワ ミツル FM730
28 大山 隆 オオヤマ タカシ シモーネ
29 小笠原 拓也 オガサワラ タクヤ -
30 小郷 克朗 オゴウ カツロウ オンザロード
31 木村 真紀人 キムラ マキト TEAM ASOBI
32 橋本 優樹 ハシモト ユウキ SNEL
33 永山 義人 ナガヤマ ヨシヒト Gufo Cycle Works
34 青砥 竜大 アオト リュウタ 今日もビリ
35 藤平 悠介 フジヒラ ユウスケ バイシクルスサナエレーシングチーム
36 森山 栄幸 モリヤマ ヒデユキ チームＪＵＮ
37 屋田 憲吾 オクダ ケンゴ Pinazou Test Team
38 高橋 健太 タカハシ ケンタ FAST LANE RACING
39 中島 崇行 ナカジマ タカユキ equipe mistral
40 後口 洋 ウシログチ ヒロシ -
41 作本 敏治 サクモト トシハル ヤフー自転車競技部
42 仲沢 周一 ナカザワ シュウイチ チームうっかり
43 深谷 康玄 フカヤ ヤスハル 寺の息子
44 菊地 洋介 キクチ ヨウスケ AIBE
45 成田 義靖 ナリタ ヨシヤス Rapha Cycling Club
46 篠原 輝利 シノハラ キリ Aventura Cycling
47 飯塚 清貴 イイヅカ キヨタカ ReVelo
48 小山 秀穂 コヤマ ヒデホ TEAM辻浦
49 三浦 孝司 ミウラ コウジ VLAAMS
50 海老名 歩 エビナ アユム アーティファクトレーシングチーム
104 小林 温 コバヤシ アツシ ProRide
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86 中島 瞳 ナカジマ ヒトミ 弱虫ペダルサイクリングチーム

87 小田 恵利花 オダ エリカ -
88 西形 舞 ニシカタ マイ TRC PANAMA REDS
89 竹村 舞葉 タケムラ マイハ SHIDO-WORKS
90 吉岡 梨紗 ヨシオカ リサ PAXPROJECT
91 佐藤 依子 サトウ ヨリコ SNEL
92 高津 裕子 タカツ ヤスコ ZEROtoTOP
93 美並 聡子 ミナミ サトコ ベッキーシクロクロス
94 高橋 和佳子 タカハシ ワカコ おはみのCX
95 青砥 祈 アオト イノリ らめんめ中毒
96 森田 由美子 モリタ ユミコ Gufo Cycle Works
97 小林 慧美 コバヤシ サトミ SUBARU Cycling  Club
98 森 美穂子 モリ ミホコ 臼杵レーシング
99 齋藤 美里 サイトウ ミサト 内房レーシングクラブ
100 安藤 沙弥 アンドウ サヤ SHIDO-WORKS
101 河村 ゆき子 カワムラ ユキコ SHIDO-WORKS
102 綾野 桂子 アヤノ ケイコ cycleclub 3UP.
OPEN 石川 七海 イシカワ ナナミ ChampionSystemJapanTestTeam
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BodyNo Name カナ名 Team
1 山口 虎太郎 ヤマグチ コタロウ COW GUMMA
2 木村 奏美 キムラ カナミ -
3 三上 将醐 ミカミ ショウゴ アスリチューン・コラッジョU19
4 諏訪 琉生 スワ リュウク SNEL
5 紺野 祐玄 コンノ ユウゲン -
6 岡田 來毘 オカダ ライヒ ブリッツェン☆ステラ
7 成瀬 謙汰 ナルセ ケンタ -
8 馬島 史弥 マジマ フミヤ AVENTURA Cycling Estrella
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9 横山 木綿 ヨコヤマ ユウ -
10 鈴木 章仁 スズキ フミヒト -
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1 宗像 葵 ムナカタ アオイ -
2 工藤 雅人 クドウ マサト -
3 鈴木 悠仁 スズキ ユウト FAKP-ULTRiders
4 ヒラノブラウン 杏樹 ヒラノブラウン アンジュ -
5 三上 七彩 ミカミ ナナセ チーム隼アスリチューン
6 柏崎 薙虎 カシワザキ ナギト ブリッツェン☆ステラ
7 飯島 大也 イイジマ ダイヤ -
8 吉田 悠一郎 ヨシダ ユウイチロウ イオンバイクJrアカデミー
9 成瀬 奏音 ナルセ カナト -
10 鹿志村 旺莉 カシムラ オウリ -
11 木村 実鈴 キムラ ミスズ -
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31 南野 暖 ナンノ ヒナタ -
32 宮崎 暖大 ミヤザキ ハルタ イオンバイクJr.アカデミー/ナカザワジム

33 新藤 匠真 シンドウ ショウマ -
34 宗像 奏 ムナカタ カナデ -
35 村田 心泰 ムラタ モトヤス -
36 村田 摩心 ムラタ マコ -
37 鈴木 颯太 スズキ ソウタ FAKP-ULTRiders
38 中三川 悠樹 ナカミカワ ユウキ 亀山社中
39 ヒラノブラウン 梨奈 ヒラノブラウン リナ -
40 出戸 哲平 デト テッペイ -
41 宮崎 詩央 ミヤザキ シオ -
42 堀田 桜希 ホッタ オウキ -
43 飯島 花怜 イイジマ カレン -
44 松川 颯 マツカワ ハヤテ イマイシクロケッツ
45 堀田 麗音 ホッタ レイン -


