
No event1 name namef area チーム名
31 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ（アドバンス男子） 長塚　良介 ナガツカ リョウスケ 神奈川県 B.B.Q
32 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ（アドバンス男子） 四條　安紀 シジョウ　ヤストシ 静岡県 minzuuBike
33 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ（アドバンス男子） 金井　悠二 カナイ ユウジ 神奈川県
34 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ（アドバンス男子） 伊藤　尚紀 イトウ　ナオキ 神奈川県
35 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ（アドバンス男子） 木山　孝輔 キヤマ コウスケ 神奈川県 Rise-Ride
36 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ（アドバンス男子） 岡田　紀彦 オカダ ノリヒコ 静岡県 アルゼンチンペソしかないよ
37 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ（アドバンス男子） 山崎　雅典 ヤマザキ　マサノリ 神奈川県 SBC Dirt Union
38 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ（アドバンス男子） 菅原　徹 スガワラ　トオル 静岡県 Team nga
39 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ（アドバンス男子） 吉川　大地 ヨシカワ　ダイチ 神奈川県 Rapha Cycling Club

41 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ（エリート女子） 近藤　民子 コンドウ タミコ 埼玉県 ｶﾚｰﾗｲｽ＆ばる　しえすた　Spicy＆Supreme！ｻｲｸﾘﾝｸﾞ
42 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ（エリート女子） 加納　尚子 カノウ ナオコ 三重県 京都岩井商会レーシング
43 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ（エリート女子） 綾野　桂子 アヤノ ケイコ 埼玉県 MTBO Japan
44 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ（エリート女子） 矢吹 優夏 ヤブキ ユウカ 東京都 NESTO Factory Team

1 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ（エリート男子） 藤川　正人 フジカワ マサト 滋賀県 京都 岩井紹介レーシング
2 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ（エリート男子） 吉水　統威 ヨシミズ トウイ 滋賀県 京都岩井商会レーシング
3 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ（エリート男子） 菊地　省吾 キクチ　ショウゴ 東京都
4 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ（エリート男子） 佐藤　誠示 サトウ セイジ 埼玉県 SAGE'S STYLE
5 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ（エリート男子） 小笠原　崇裕 オガサワラ タカヒロ 東京都
6 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ（エリート男子） 松本　駿 マツモト シュン 長野県 RIDE MASHUN SPECIALIZED
7 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ（エリート男子） 松本　一成 マツモト イッセイ 長野県 RIDE MASHUN SPECIALIZED 
8 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ（エリート男子） 向山　浩司 ムコウヤマ コウジ 東京都
9 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ（エリート男子） 箭内　秀平 ヤナイ シュウヘイ 東京都 日本ろう自転車競技協会

10 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ（エリート男子） 詫間 啓耀 タクマタカアキ 埼玉県 NESTO Factory Team
11 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ（エリート男子） 神谷 知明 カミヤトモアキ 神奈川県 T-SERV.
12 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ（エリート男子） 澤木　紀雄 サワキノリオ 東京都 acu-power Racing Team

71 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ（チャレンジ女子） 原　豊子 ハラ　トヨコ 山梨県
72 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ（チャレンジ女子） 大類　亜美里 オオルイ　アミリ 静岡県

51 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ（チャレンジ男子） 稲垣　武志 イナガキ　タケシ 神奈川県 サニーデイサイクル
52 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ（チャレンジ男子） 片岡　武 カタオカ　タケシ 神奈川県
53 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ（チャレンジ男子） 池田　忠雅 イケダ タダマサ 神奈川県 A GRANDE FAMMILIA
54 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ（チャレンジ男子） 水口　雅博 ミナクチ　マサヒロ 静岡県
55 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ（チャレンジ男子） 長谷川　貴士 ハセガワ　タカシ 静岡県
56 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ（チャレンジ男子） 木村　響 キムラ ヒビキ 千葉県 B.B.Q EVO
57 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ（チャレンジ男子） 湯本　健明 ユモト　タケアキ 千葉県
58 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ（チャレンジ男子） 田畑　則仁 タバタ　ノリヒト 静岡県 TCKR
59 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ（チャレンジ男子） 加々美　誠 カガミ　マコト 山梨県
60 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ（チャレンジ男子） 山崎　博史 ヤマザキ　ヒロシ 静岡県
61 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ（チャレンジ男子） 島野　豪 シマノ　タケシ 神奈川県
62 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ（チャレンジ男子） 鈴木　亘 スズキ ワタル 埼玉県 over rev
63 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ（チャレンジ男子） 阿部　稜 アベ　リョウ 東京都 SNEL
64 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ（チャレンジ男子） 酒匂　隆行 サカワ　タカユキ 静岡県 チームCXC
65 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ（チャレンジ男子） 中山　拓人 ナカヤマ　タクト 東京都
66 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ（チャレンジ男子） 河野　栄治 コウノ エイジ 静岡県 ぽっチャリ倶楽部
67 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ（チャレンジ男子） 嶋岡　雅浩 シマオカ　マサヒロ 愛知県
68 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ（チャレンジ男子） 小倉　一彦 オグラ カズヒコ 神奈川県 Gutaro Offroad Team
69 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ（チャレンジ男子） 加藤　将望 カトウ　マサミ 埼玉県 輪工房teamDown汁
70 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ（チャレンジ男子） 福田　一勢 フクダ　イッセイ 埼玉県

21 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ（マスター男子） 古庄　勇輝 フルショウ ユウキ 愛知県 One on One/SUBARU.C.C
22 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ（マスター男子） 浅井　秀樹 アサイ ヒデキ 神奈川県 SNEL　MTB
23 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ（マスター男子） 河尾　輝彦 カワオ テルヒコ 静岡県 Team轍屋
24 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ（マスター男子） 印南　裕二 インナミ　ユウジ 神奈川県 Team轍屋
25 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ（マスター男子） 羽鳥　和重 ハトリ カズシゲ 埼玉県 Cycleclub3UP.


