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1 完了 伊井 賢一 臼杵レーシング
2 完了 今井　 智昭 ＤＥＳＴＲＡ
3 完了 岩田 祐樹
4 完了 岩波 信二
5 完了 大塚 将悟 Team CUORE
6 完了 大塚 航 Ride ronde Kinki CX Club
7 完了 織田 聖 弱虫ペダルサイクリングチーム
8 完了 落合 友樹 TeamRuedaNAGOYA
9 完了 小俣 雄風太

10 完了 梶田 晋 Club La.sista Offroad Team
11 完了 加藤 健悟 臼杵レーシング
12 完了 門田 基志 TIME GIANT
13 完了 金井 仁 デラピスタ
14 完了 兼子 博昭 スワコレーシングチーム
15 完了 河村 豪士 SNEL
16 完了 國吉 正紀
17 完了 香西 真介 チバポンズ
18 完了 合田 正之 Cycle club 3UP
19 完了 郡山 雅仁 GOKISO
20 完了 小坂 正則 スワコレーシングチーム
21 完了 小坂 光 宇都宮ブリッツェンシクロクロスチーム
22 完了 小嶋 太郎 日本ろう自転車競技協会
23 完了 児玉 敬介 オンザロード
24 完了 斎藤 朋寛 RIDELIFE GIANT
25 完了 佐宗 広明 FRIETEN
26 完了 佐藤 修平 Synerzy
27 完了 佐復 真人 WildBoars
28 完了 澤田 雄一 チーム　サイクルマインド
29 完了 澤田 泰征
30 完了 代田 義明 Mile Post Racing
31 完了 鈴木 禄徳 PAXPROJECT
32 完了 鈴木 説澄 MilePost BMC Racing
33 完了 鈴木 敦夫 松本エキノコックス
34 完了 祖川 雄司 山瀧軍団
35 完了 竹田 欣五 チーム　ローマン
36 完了 中里 仁 LEOMO Bellmare Racing Team
37 完了 中間 森太郎 FRIETEN
38 完了 中村 龍太郎 SNEL CYCLOCROSS TEAM
39 完了 中村 秀典 COGS
40 完了 西垣内 裕治 日野自動車レーシングチーム
41 完了 根本 了慈 champion system test team
42 完了 藤田 拓海 SNELCYCLOCROSSTEAM
43 完了 前田 歩 Tonic CX Team Japan
44 完了 前田 公平 弱虫ペダルサイクリングチーム
45 完了 牧野 崇 COGS
46 完了 増田 謙一 パインヒルズ９０
47 完了 松村 孝一 Kamogawa T.C
48 完了 松本 駿 TEAM SCOTT
49 完了 丸山 兼児 CLAMP
50 完了 丸山 厚 BOMA RACING
51 完了 水竹 真一 チームウォークライド
52 完了 宮津 旭 PAXPROJECT

C1 カテゴリー1　エントリーリスト　（ゼッケン順ではありません）
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53 完了 向山 浩司 SNEL CYCLOCROSS TEAM
54 完了 村岡 優年 梅しば　ごんじり
55 完了 村山 優弥 スワコレーシングチーム
56 完了 森 久 club-pk

57 完了 森下 奏 042-703-9122
58 完了 森本 禎介 Tonic CX Team Japan
59 完了 箭内 秀平 日本ろう自転車競技協会
60 完了 山下 博人 Team YOUCAN
61 完了 山田 憲司 スワコレーシングチーム
62 完了 山田 大介 PAXPROJECT
63 完了 山中 真 MilePost BMC Racing
64 完了 山西 健司
65 完了 横山 徹 HADANO Cyclocross team
66 完了 吉田 秀夫 TEAM BONSAI ASTRONAUTICS

手続き未完了 伊藤 博彦

手続き未完了 埋樋 敬介

手続き未完了 鬼形 博之 OCi
手続き未完了 國井 敏夫 MilePost BMC Racing
手続き未完了 栗原 旭 CycleClub.jp
手続き未完了 重田 兼吾

手続き未完了 根本 学 Cycleclub3UP
手続き未完了 橋口　 潤一郎

手続き未完了 村田 隆 快レーシング

手続き未完了 渡辺 将大 CycleClub.jp

Honda栃木

シクロポリスARP-VIVALO
阿寺レーシング/自転車道

TeamCUORE/順天堂大学

TEAM 轍屋

JCF未確認
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エントリーリスト　（ゼッケン順ではありません）

1 完了 伊藤 千紘 Ready Go JAPAN

2 完了 今井 美穂 CycleClub.jp

3 完了 唐見 実世子 弱虫ペダルサイクリングチーム

4 完了 川崎 路子 PAX PROJECT

5 完了 須藤 むつみ Ready Go JAPAN

6 完了 早瀨 久美 日本ろう自転車競技協会

7 完了 宮内 佐季子 Club La.sista Offroad Team

8 完了 安田 朋子 CICADA UNITED

9 完了 吉岡 梨紗 Ready Go JAPAN

手続き未完了 鬼形 貴子 OCi
手続き未完了 武田 和佳 Liv
手続き未完了 西形 舞 TRCPANAMAREDSCX
手続き未完了 橋口　 陽子

エントリーリスト　（ゼッケン順ではありません）
1 完了 井上 智宏 チーム・ウォークライド
2 完了 江川 樹一郎 快楽転
3 完了 大木 英史 CICADA UNITED
4 完了 大久保 英人 Frieten
5 完了 大倉 壮 Team YOUCAN
6 完了 大森 幹雄 m&m
7 完了 岡田 紀彦 アルゼンチンペソしかないよ
8 完了 川崎 隆志 CLUB viento
9 完了 木本 哲司 TEAM BONSAI ASTRONAUTICS

10 完了 小出 樹 松本工業自転車競技部
11 完了 小林 裕貴 BIKE RANCH
12 完了 坂手 潤一 BOUNCE
13 完了 篠原 尊敏 CLUBviento
14 完了 服部 森彦 CROSS YAMANASHI
15 完了 早瀨 憲太郎 日本ろう自転車競技協会
16 完了 藤森 義真 チーム埼玉県人
17 完了 古畑 博志 スワコレーシングチーム
18 完了 松宮 玄 SUCC
19 完了 望月 美徳 CROSS YAMANASHI
20 完了 米田 英昭 サンコンズ

手続き未完了 Guillaume Causse Champion System Japan Test Team

手続き未完了 重田 恵杜

手続き未完了 西村 和洋 チームアウタートップ

手続き未完了 山入端 悠 TEAM BONSAI ASTRONAUTICS

CL1 カテゴリーL1

TEAM 轍屋

C2 カテゴリー2

TeamCUORE/市立柏高校
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エントリーリスト　（ゼッケン順ではありません）

1 完了 我妻 鉄治

2 完了 赤沼 智真 快レーシング

完了 網代 守 Squadra Coo

1 完了 池田 翔平 Champion System Japan

2 完了 石川 正道 じて吉

3 完了 大西 徹郎 なし

4 完了 小澤 潤 CROSS YAMANASHI

5 完了 兼子 明 スワコレーシングチーム

6 完了 木内 浩 CLUB viento

7 完了 小島 大輝 SNEL CYCLOCROSS TEAM

8 完了 堺 章吾

9 完了 神宮 規由 TRC PanamaReds CX

10 完了 鈴木 剛 TEAM YOUCAN

11 完了 砂子 和久 長野銀行

12 完了 園田 奨 CICADA UNITED

13 完了 高嶌 厚志 スワコレーシングチーム

14 完了 中込 智裕 CROSS YAMANASHI

15 完了 広瀬 航 TEAM YOU CAN

16 完了 舩橋 優太 Cielo/simworks cxteam

17 完了 前原 裕司 HATO SUN☆

18 完了 松本 一成 mashun racing

19 完了 横田 正美

手続き未完了 赤沼 孝二 江上商店

手続き未完了 高橋 翔 信州大学

手続き未完了 綱川 晶礼 向かい風で遅刻！

手続き未完了 橋本 嶺登  PowersportsCHIC 

エントリーリスト　（ゼッケン順ではありません）
1 完了 清水 朱実 北陸ドロタボウ
2 完了 鈴木 成美 MilePost BMC Racing
3 完了 松本 璃奈 Mashun Racing
4 完了 森 知多 SNEL

手続き未完了 Ford Caitlin 3up

C3 カテゴリー3

チーム・Y

パワースポーツSICK

チーム勝輪 / SHORIN

CL2 カテゴリーL2



C4

ページ 6

エントリーリスト　（ゼッケン順ではありません）

1 完了 阿久津 健太郎 C.viento
2 完了 飯田 貴之 チーム・ホシ

3 完了 石川 淳 H&M racing

4 完了 一瀬 貴士 TEAM YOUCAN

5 完了 井出 貴之 Ｔｅａｍ　ＹＯＵ　ＣＡＮ

6 完了 大西 謙一郎 なし

7 完了 笠原 宏紀 なし

8 完了 神移 真悟 MilePost BMC Racing

9 完了 神谷 正紀 SUCC

10 完了 工藤 雅人 Club viento

11 完了 倉 諒太 SUCC 

12 完了 黒沢 一喜

13 完了 小林 功和 team YOUCAN

14 完了 佐藤 宇志 スワコレーシング

15 完了 佐藤 大志 スワコレーシング

16 完了 佐藤 仁志 BEYOND 70

17 完了 寺島 勝 糸魚川地域振興局

18 完了 中村 守伸 スワコレーシング

19 完了 橋本 剛  

20 完了 早川 章寛

21 完了 増田 昌宏 臼杵レーシング

22 完了 宮坂 毅 TEAM568

23 完了 山崎 諭 松邨柔道クラブ

24 完了 山崎 雅典

25 完了 渡辺 竜治 なし

26 完了 渡邉 颯真 CLUBviento

手続き未完了 有賀 克之

手続き未完了 加藤 孝 BOUNCE

手続き未完了 塚田 幸司 CUORE

手続き未完了 細田 健一 ベロクラブ南信州

手続き未完了 山崎 陽太 スワコレーシングチーム

C4 カテゴリー４

SM　Bros

松本CC

パワースポーツSICK

上伊那Re；CYCLING
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エントリーリスト　（ゼッケン順ではありません）
1 完了 井上 友文 synerzy

2 完了 大泉 裕之 湘南ベルマーレクラブ
3 完了 小野 勝之 FAST LANE Racing
4 完了 金田 健太郎 FAST LANE RACING
5 完了 狩野 土 黒姫和漢薬研究所
6 完了 工藤 耕司 イナーメＣＸ

7 完了 合田 毅 RCC

8 完了 佐野 修司 cycleclub3up

9 完了 清水 達也 北陸ドロタボウ

10 完了 十文字 隆 cross yamanashi

11 完了 須藤 大輔

12 完了 田辺 隆文

13 完了 種井 亮 天狗党
14 完了 伴 肇 臼杵レーシング

15 完了 牧野 元 TeamARI

16 完了 松村 晃秀 CLUB viento

17 完了 横山 聡 HADANO Cyclocross team

18 完了 渡辺 和志 M

手続き未完了 鈴木 崇之 自転車貴族

エントリーリスト　（ゼッケン順ではありません）

1 完了 西垣内 悠登 日野自動車レーシングチーム

2 完了 福田 杏夢 スワコレーシングチーム

3当日手続き 我妻 美音 なし

4当日手続き 綾野 尋 cycleclub 3UP

5当日手続き 中澤 倖多 チームには所属していません

6当日手続き 山崎 雄太 ボンシャンスキッズ

7当日手続き 渡辺 瑞基 Ｍ

CM1+2+3 マスターズ

VOLCAｵｰﾄﾞﾋﾞｰBOMA・UVEX

茨城CXRT

CK1+2 キッズ


