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Rapha Super Cross NOBEYAMA　スタートリスト

20111/27 ダン ジェレミー The Athletic Racing Squadダン　ジェレミーC2

20211/27 福間 晋一 galibeerふくま　しんいちC2

20311/27 長谷川 草 662CCCはせがわ　そうC2

20411/27 小倉 隆志 SKRK CXおぐら　たかしC2

20511/27 熊本 大五郎 八ヶ岳シクロクロスクラブクマモト　ダイゴロウC2

20611/27 佐藤 慎也 鮎信友の会サトウ　シンヤC2

20711/27 木本 哲司 TEAM BONSAI ASTRONAUTICSキモト　テツジC2

20811/27 山入端 悠 チーム ボンサイ アストロナウティクスヤマノハ　ユウC2

20911/27 菊地 洋介 TEAM AIBEキクチ　ヨウスケC2

21011/27 大久保 英人 フリッツェンオオクボ　ヒデトC2

21111/27 宮澤 崇史 ミヤザワ　タカシC2

21211/27 内藤 久純 ナイトウ　ヒサズミC2

21311/27 長瀬 友暉 K2T2ナガセ　ユウキC2

21411/27 田辺 信彦 ブルーラグタナベ　ノブヒコC2

21511/27 中島 崇行 FELT-mistralナカジマ　タカユキC2

21611/27 宮永 哲文 Above Bike Store C.C.ミヤナガ　テツフミC2

21711/27 遠藤 崇典 MUURzeroエンドウ　タカノリC2

21811/27 服部 森彦 CROSS YAMANASHIハットリ　モリヒコC2

21911/27 井上 智宏 チーム・ウォークライドイノウエ　トモヒロC2

22011/27 佐藤 宇志 スワコレーシングチームサトウ　タカシC2

22111/27 高田 慧 タカダ　ケイC2

22211/27 屋田 憲吾 ピナゾウテストチームオクダ　ケンゴC2

22311/27 浅香 隆幸 チームクオーレアサカ　タカユキC2

22411/27 遠藤 優 NUCC Racingエンドウ　スグルC2

22511/27 仲川 整 ヴィルベルヴィントナカガワ　タダシC2

22611/27 池田 翔平 イケダ　ショウヘイC2

22711/27 西村 和洋 チームアウタートップニシムラ　カズヒロC2

22811/27 横関 正司 ヨコゼキ　マサシC2

22911/27 岡田 紀彦 アルゼンチンペソしかないよオカダ　ノリヒコC2

23011/27 林 雅和 クラブ シルベストハヤシ　マサカズC2

23111/27 日野 泰静 松山城南高校ヒノ　タイセイC2

23211/27 中澤 潤 Pinazou Test Teamナカザワ　ジュンC2

23311/27 柿本 哲治 Teamスクアドラカキモト　テツハルC2

23411/27 山岸 佑輔 Hunter SimWorks CX Teamやまぎし　ゆうすけC2

23511/27 塩田 哲哉 CYCLE WITCHESシオダ　テツヤC2

23611/27 中島 康博 ERATEHナカシマ　ヤスヒロC2

23711/27 guillaume causse Champion System Japan Test Teamギオン　クスC2

23811/27 重田 恵杜 チームクオーレシゲタ　ケイトC2

23911/27 塩澤 海 同志社サイクリングクラブシオザワ　カイC2

24011/27 織田 越雄 オダ　エツオC2

24111/27 猪原 正人 ブルーラグイノハラ　マサトC2

24211/27 小林 正樹 TeamRuedaNAGOYAコバヤシ　マサキC2

24311/27 小倉 大和 SNELオグラ　ヤマトC2

2016年11月25日 53/67 ページ



bibday 名前1 チームフリガナevent

Rapha Super Cross NOBEYAMA　スタートリスト

24411/27 石川 正道 じて吉イシカワ　マサミチC2

24511/27 黒田 健 シュヴァルツクロダ　ケンC2

24611/27 鎌田 宗也 Bluelugカマダ　ソウヤC2

24711/27 間野 友輔 ワイズロードシーエックスチームマノ　ユウスケC2

24811/27 川崎 隆志 CLUB vientoカワサキ　タカシC2

24911/27 國井 豊 abukumaｻｲｸﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞクニイ　ユタカC2

25011/27 米田 英昭 サンコンズヨネダ　ヒデアキC2

25111/27 藤原 慶之 SAUCE CXフジハラ　ヨシユキC2

25211/27 高橋 真吾 ソースシーエックスタカハシ　シンゴC2

25311/27 高柴 元 Maidservant Subjectタカシバ　ゲンC2

25411/27 香月 大道 ハンター/シムワークス シーエクス チームカヅキ　ヒロミチC2

25511/27 横山 健太郎 竹芝サイクルクロスレーシングヨコヤマ　ケンタロウC2

25611/27 佐藤 文明 FLAT立川/多摩湖朝練部サトウ　フミアキC2

25711/27 積田 連 Team GARNEAU CHAINRINGツミタ　レンC2

25811/27 大森 幹雄 エムアンドエムオオモリ　ミキオC2

25911/27 吉田 紀匡 アライムラカヨシダ　ノリマサC2

26011/27 秋葉 龍之助 りんりんレーシングアキバ　リュウノスケC2

26111/27 篠原 政希 香川県ドM組合シノハラ　マサキC2

26211/27 高橋 祐樹 CycleClub.jpタカハシ　ユウキC2

26311/27 須崎 真也 AboveBikeStoreCycleClubスザキ　シンヤC2

26411/27 海冨 拓也 海冨牧場カイフ　タクヤC2

26511/27 深谷 康玄 寺の息子フカヤ　ヤスハルC2

26611/27 小嶋 宏紀 NUCC racing コジマ　ヒロキC2

26711/27 古野 裕一 フルノ　ユウイチC2

26811/27 星 育実 TEAM AIBEホシ　イクミC2

26911/27 市古 斉史 八ヶ岳CYCLOCROSS CLUBいちふる　まさしC2

27011/27 森田 晃司 自転車道シクロクロス部モリタ　コウジC2

27111/27 大木 英史 蝉オオキ　エイジC2

27211/27 池部 哲夫 FUKADAまじりんぐイケベ　テツオC2

27311/27 嘉数 昇太郎 ターミネーターRTカカズ　ショウタロウC2
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30111/27 カーティス ジェフ Speedvagen MAAPカーティス　ジェフCM1

30211/27 ヘネシー ダニエル ヘネシー　ダニエルCM1

30311/27 伴 肇 臼杵レーシングバン　ハジメCM1

30411/27 元井 和彦 シャカリキレーシングモトイ　カズヒコCM1

30511/27 横山 直樹 快レーシングヨコヤマ　ナオキCM1

30611/27 國分 圭二 Mt.HASE321コクブ　ケイジCM1

30711/27 多田 尚史 TEAM SPORT KIDタダ　ナオフミCM1

30811/27 小田島 貴弘 マイヨ シーナックオダジマ　タカヒロCM1

30911/27 塚原 政知 チームシルクロードツカハラ　マサトモCM1

31011/27 浅井 秀樹 アサイ　ヒデキCM1

31111/27 須藤 大輔 VOLCAオードビーBOMAスドウ　ダイスケCM1

31211/27 瀬戸 幸正 ベーグルワンセト　ユキマサCM1

31311/27 綾野 真 チバポンズ・シクロワイアードアヤノ　マコトCM1

31411/27 佐井 輝久 ベッキーシクロクロスサイ　テルヒサCM1

31511/27 塩見 学 B・B・Qシオミ　マナブCM1

31611/27 金田 健太郎 FAST LANE RACINGカネダ　ケンタロウCM1

31711/27 奥村 哲史 トンデモクラブ金沢 CSカガ のむラボオクムラ　サトシCM1

31811/27 安陪 正道 cycleclub3upアベ　マサミチCM1

31911/27 村山 司 チームきゃうちゃんムラヤマ　ツカサCM1

32011/27 野崎 鉄雄 パインヒルズ ’９０ノザキ　テツオCM1

32111/27 渡辺 和志 Mワタナベ　マサシCM1

32211/27 西野 順一 Team squadraニシノ　ジュンイチCM1

32311/27 松村 晃秀 マツムラ　アキヒデCM1

32411/27 岩崎 恭二 佐多塾イワサキ　キョウジCM1

32511/27 佐々木 正 しかだゆないてっどササキ　タダシCM1

32611/27 田辺 隆文 茨城CXチームタナベ　タカフミCM1

32711/27 合田 毅 RCCゴウダ　ツヨシCM1

32811/27 伊澤 一嘉 Tonic CX Team Japanイザワ　カズヨシCM1

32911/27 清水 達也 北陸ドロタボウシミズ　タツヤCM1

33011/27 赤井 宏充 masahikomifune.comアカイ　ヒロミツCM1

33111/27 山崎 嘉貴 ベロクラブ南信州ヤマザキ　ヨシタカCM1
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80111/27 森 知多 SNELモリ　チタCL2

80211/27 二口 早紀 バルバクラブ フクイフタクチ　サキCL2

80311/27 鹿取 裕子 エスキーナレーシングカトリ　ユウコCL2

80411/27 武田 花 アライムラカタケダ　ハナCL2

80511/27 松田 千裕 TOYO FRAMEまつだ　ちひろCL2

80611/27 鈴木 成美 MilePost BMC Racingスズキ　シゲミCL2

80711/27 金谷 茜衣 バルバクラブカナザワカナヤ　アカネCL2

80811/27 山田 由季子 スワコレーシングチームヤマダ　ユキコCL2

80911/27 清水 朱実 北陸ドロタボウシミズ　アケミCL2

81011/27 水野 奈緒美 バルバクラブカナザワミズノ　ナオミCL2

81111/27 関谷 淳子 じてんしゃの杜セキヤ　ジュンコCL2

81211/27 中島 瞳 2024limited846/Team-Kナカジマ　ヒトミCL2

81311/27 石川 かおり ネクストステージイシカワ　カオリCL2

81411/27 佐復 亜都奈 ワイルドボアーズサマタ　アヅナCL2

81511/27 栗林 ひろみ バルバクラブ　トヤマクリバヤシ　ヒロミCL2

81611/27 奥 佳子 ネクスト ステージオク　ケイコCL2

81711/27 北山 美穂子 moss garden + farm  / monokusa racingきたやま　みほこCL2

81811/27 村上 佳子 パックスプロジェクトムラカミ　ヨシコCL2

81911/27 Ford Caitlin フォード　ケイトリンCL2

82011/27 藤江 恭子 チームゼファーフジエ　キョウコCL2

82111/27 谷田 葉月 バルバクラブ　トヤマタニタ　ハツキCL2

82211/27 石川 千代 バルバクラブカナザワイシカワ　チヨCL2

82311/27 松田 千裕 toyo frameマツダ　チヒロCL2

82411/27 町 百合 バルバクラブカナザワマチ　ユリCL2

82511/27 橋本 弘子 ハシモト　ヒロコCL2

82611/27 高 知寿 ChanNu Cyclingこう　ちずCL2

82711/27 西田 和代 662cccニシダ　カズヨCL2

82811/27 倉林 さえ CycleClubjpクラバヤシ　サエCL2

82911/27 松本 璃奈 Mashun Racingマツモト　リナCL2

83011/27 寺田 有希 テラダ　ユキCL2
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33211/27 横山 聡 ハダノ　シクロクロスチームヨコヤマ　アキラCM2

33311/27 坂田 智徳 あぶくまサイクリングクラブサカタ　トモノリCM2

33411/27 木下 泰一 ヴィルベルヴィントキノシタ　タイチCM2

33511/27 馬路 哲也 大福屋マジ　テツヤCM2

33611/27 稲谷 佳英 泥六イナタニ　ヨシヒデCM2

33711/27 北村 悟 バルバクラブカナザワキタムラ　サトルCM2

33811/27 一柳 達也 ふりっつぇんイチヤナギ　タツヤCM2

33911/27 野崎 将矢 ベルダノザキ　マサヤCM2

34011/27 加藤 裕 SPAED ACE CX TEAMカトウ　ヒロシCM2

34111/27 谷 直樹 タニ　ナオキCM2

34211/27 種井 亮 天狗党タネイ　リョウCM2

34311/27 大須賀 敏光 オオスガ　トシミツCM2

34411/27 吉松 朋弥 ヨシマツ　トモヤCM2

34511/27 中山 康朗 大福屋ナカヤマ　ヤスアキCM2

34611/27 駒崎 洋太 日本ろう自転車競技協会コマサキ　ヒロタカCM2

34711/27 井上 友文 synerzyイノウエ　トモフミCM2

34811/27 池端 宏晃 5PLY・泥六イケハタ　ヒロアキCM2

34911/27 辻井 理 バルバクラブカナザワツジイ　オサムCM2

35011/27 服部 達男 Team ARIハットリ　タツオCM2

35111/27 四海 秀樹 ease cafe cycling clubしかい　ひできCM2

35211/27 宇野 一成 ibaraki CXteamウノ　カズナリCM2

35311/27 小林 浩幸 HADANO cyclocross teamコバヤシ　ヒロユキCM2

35411/27 渡辺 豪 watanabecxワタナベ　ツヨシCM2

35511/27 関谷 正人 じてんしゃの木土セキヤ　マサトCM2

35611/27 大村 智寿 あぶくまサイクリングクラブオオムラ　トモヒロCM2

35711/27 小林 文弥 臼杵レーシングコバヤシ　フミヤCM2

35811/27 菅原 道明 RCCスガハラ　ミチアキCM2

35911/27 吉川 勝 茨城ＣＸチームヨシカワ　マサルCM2

36011/27 清水 衛理 パワースポーツ・シックシミズ　マサトCM2

36111/27 篠永 春彦 かめ風船シノナガ　ハルヒコCM2

36211/27 岩村 祐二 イワムラ　ユウジCM2

36311/27 西田 光良 サークルズレーシングクラブニシタ　ミツナガCM2

36411/27 嵯峨 広造 ヴィルベルヴィントサガ　コウゾウCM2

36511/27 上原 正憲 TRX-RACINGカミハラ　マサノリCM2

36611/27 矢幅 義典 つめがあまいヤハバ　ヨシノリCM2

36711/27 山下 泰生 ヤマシタ　ヤスオCM2

36811/27 池田 知広 ヴィルベルヴィントイケダ　チヒロCM2

36911/27 石元 克司 イシモト　カツシCM2

37011/27 水野 康弘 FRIETENミズノ　ヤスヒロCM2

37111/27 谷口 拓也 チームラティーノタニグチ　タクヤCM2

37211/27 齋藤 健一 kenichi cycleサイトウ　ケンイチCM2

37311/27 今井 良一 クオーレイマイ　リョウイチCM2

37411/27 鈴木 威範 半田自転車競技部CXスズキ　タケノリCM2
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37511/27 濱田 雅和 バルバクラブカナザワハマダ　マサカズCM2

37611/27 中出 大 バルバクラブカナザワナカデ　マサルCM2

37711/27 大竹  隆繁 大福屋オオタケ　タカシゲCM2

37811/27 重田 真利 チームクオーレシゲタ　マサトシCM2

37911/27 平岡 恒哲 SPADE・ACE CX TEAMヒラオカ　ツネアキCM2

38011/27 小野 勝之 ファストレーンレーシングオノ　カツユキCM2

38111/27 杉山 統彦 スギヤマ　モトヒコCM2

38211/27 加藤 亘 チーム　クオーレカトウ　ワタルCM2

38311/27 出口 将之 tre acciaroデグチ　マサユキCM2

38411/27 小田 秀明 ヴィルベルヴィントオダ　ヒデアキCM2

38511/27 今関 尚樹 draftwerkイマセキ　ナオキCM2

38611/27 佐藤 洋之 Pinazou Test Teamサトウ　ヒロユキCM2

38711/27 大平 武久 アラヤシクロクロスチームオオヒラ　タケヒサCM2

38811/27 高橋 富士夫 MilePost BMC Racingタカハシ　フジオCM2

38911/27 小笠原 敏孝 アライ ムラカオガサワラ　トシタカCM2

39011/27 井関 秀俊 大福屋イセキ　ヒデトシCM2

39111/27 池田 泰博 ベロクラブ南信州イケダ　ヤスヒロCM2

39211/27 辰己 信広 ヴィルベルヴィントタツミ　ノブヒロCM2

39311/27 大山 英俊 ヴィルベルヴィントオオヤマ　ヒデトシCM2

39411/27 士野 充 AC可児シックボーイズシノ　ミツルCM2

39511/27 清水 功 MilePost Racingシミズ　イサオCM2

39611/27 向井 義人 水曜夜練むかい　よしひとCM2

39711/27 木多 淳公 イーズカフェ・サイクリングクラブキタ　アツマサCM2

39811/27 守屋 清国 スペードエースモリヤ　キヨクニCM2

39911/27 坂東 司 ビテス市川バンドウ　ツカサCM2

40011/27 山口 健 Golosaヤマグチ　タケシCM2

40111/27 濱野 貞義 大福屋ハマノ　サダヨシCM2

40211/27 岩崎 徹 臼杵レーシングイワサキ　トオルCM2

40311/27 美並 慎一 TeamCUOREミナミ　シンイチCM2
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50111/27 高田 篤 SKRK CXたかだ　あつしC3

50211/27 辻 寛 エスキーナレーシングツジ　ヒロシC3

50311/27 浅野 航平 チバポンズアサノ　コウヘイC3

50411/27 小野沢 亮 β-endorphinオノザワ　リョウC3

50511/27 関根 玲 CICADA UNITEDセキネ　アキラC3

50611/27 渥美 雄介 アツミ　ユウスケC3

50711/27 伊藤 貴生 イトウ　タカオC3

50811/27 寺本 俊介 diatec ltd,てらもと　しゅんすけC3

50911/27 上野 悠佑太 バイクルームシンMOMOウエノ　ユウタC3

51011/27 越澤 友一 竹芝サイクルクロスレーシングコシザワ　ユウイチC3

51111/27 中島 渉 2020limited846/Team-Kナカジマ　アユミC3

51211/27 新川 桂太郎 ピナゾウテストチームシンカワ　ケイタロウC3

51311/27 竹本 将人 タケモト　マサトC3

51411/27 笠原 智昭 フリッツェンカサハラ　トモアキC3

51511/27 鈴木 康隆 多摩湖朝練部スズキ　ヤスタカC3

51611/27 高嶌 厚志 スワコレーシングチームタカシマ　アツシC3

51711/27 中前 元久 バルバクラブカナザワナカマエ　モトヒサC3

51811/27 反本 啓介 SAMPAIソリモト　ケイスケC3

51911/27 山内 健正 国際自然環境アウトドア専門学校ヤマウチ　ケンセイC3

52011/27 鈴木 剛 TEAM YOUCANスズキ　タケシC3

52111/27 品田 勝俊 cross yamanashiシナダ　カツトシC3

52211/27 小澤 潤 クロス山梨オザワ　ジュンC3

52311/27 杉本 浩 Forzi:k 山梨スギモト　ヒロシC3

52411/27 小久保 登志貴 TEAM AGRIコクボ　トシキC3

52511/27 高山 祐次郎 TEAM AGRI with ASTタカヤマ　ユウジロウC3

52611/27 吉田 達平 nucc racingヨシダ　タッペイC3

52711/27 増田 竜大 ラファサイクリングクラブマスダ　リュウタC3

52811/27 佐藤 大志 スワコレーシングチームサトウ　ヒロシC3

52911/27 赤沼 孝二 江上商店アカヌマ　コウジC3

53011/27 早川 光 スリーピークハヤカワ　ヒカルC3

53111/27 八木 健太郎 Hutte 8to8ヤギ　ケンタロウC3

53211/27 斉藤 孝之 SOLD OUT Rサイトウ　タカユキC3

53311/27 飯田 貴之 チーム・ホシイイダ　タカユキC3

53411/27 小坂部 恵一 コサカベ　ケイイチC3

53511/27 Alexander Giesswein Team TamagawaＡｌｅｘａｎｄｅｒ　ＧｉｅｓｓｗｅｉｎC3

53611/27 武井 良祐 monokusaracingタケイ　リョウスケC3

53711/27 樋口 準人 bikin!tvヒグチ　ハヤトC3

53811/27 兼子 明 スワコレーシングチームカネコ　アキラC3

53911/27 大内 淳司 茨城CXチームオオウチ　アツシC3

54011/27 吉崎 徹 多摩湖朝練部/CF アライヨシザキ　トオルC3

54111/27 小島 大輝 SNEL CYCLOCROSS TEAMコジマ　ダイキC3

54211/27 平瀬 遼 たまごんハウスヒラセ　リョウC3

54311/27 帶川 直純 ベロクラブ南信州オビカワ　ナオズミC3
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54411/27 酒井 紀章 バルバクラブ フクイサカイ　ノリアキC3

54511/27 前原 裕司 HATO☆SUNマエハラ　ユウジC3

54611/27 小寺 晴雄 チーム コーナーバイクスコテラ　ハルオC3

54711/27 宮田 琢視 ミヤタ　タクミC3

54811/27 植田 春樹 コムリンウエダ　ハルキC3

54911/27 松本 圭 Ponga.マツモト　ケイC3

55011/27 船橋 優太 シエロシムワークス シーエックスチームフナハシ　ユウタC3

55111/27 Ten Have Jasmin Team iBike (Canada)Ｔｅｎ　Ｈａｖｅ　ＪａｓｍｉｎC3

55211/27 山下 直 takizawaヤマシタ　スナオC3

55311/27 北田 博樹 キタダ　ヒロキC3

55411/27 太田原 契寿 アンドバイシクルオオタワラ　ケイジュC3

55511/27 星野 貴哉 サッサーズホシノ　タカヤC3

55611/27 網代 守 スクアドラ クーアジロ　マモルC3

55711/27 中込 智裕 クロス山梨ナカゴミ　トシヒロC3

55811/27 臼井 清貴 CICADA UNITED ウスイ　キヨタカC3

55911/27 明石 岳志 ベロクラブ南信州アカシ　タケシC3

56011/27 池部 真弥 BlueLug/Manewイケベ　シンヤC3

56111/27 越野 章 コシノ　アキラC3

56211/27 綱川 晶礼 ツナカワ　マサノリC3

56311/27 大厩 隆幸 オオマヤ　タカユキC3

56411/27 橋本 嶺登 PowersportsCHIC ハシモト　レイトC3

56511/27 谷地 知大 タニジ　トモヒロC3

56611/27 相原 裕明 CROSS YAMANASHIアイハラ　ヒロアキC3

56711/27 梶田 歩 Champion System Japanかじた　あゆむC3

56811/27 石川 聖也 C.Viento with 静岡理工科大学イシカワ　セイヤC3
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60111/27 佐藤 光国 CICADA UNITEDさとう　みつくにC4

60211/27 渡辺 航 総北高校自転車競技部OBわたなべ　わたるC4

60311/27 岡村 成明 キャノンデール・ジャパンおかむら　なるあきC4

60411/27 中村 隆志 ゼルコバシクロクロスナカムラ　タカシC4

60511/27 作本 敏治 サクモト　トシハルC4

60611/27 上野 拓也 バルバクラブ フクイウエノ　タクヤC4

60711/27 寺内 京介 テラウチ　キョウスケC4

60811/27 伊賀 勇之助 バイクアンドハイクイガ　ユウノスケC4

60911/27 永野 昇海 ナガノ　ショウミC4

61011/27 栗林 哲哉 バルバクラブ　トヤマクリバヤシ　テツヤC4

61111/27 不破 義将 フワ　ヨシマサC4

61211/27 米本 誠 チーム　ポットラックヨネモト　マコトC4

61311/27 三浦 誠 ERATEHミウラ　マコトC4

61411/27 堀 亜樹聖 ソースシーエックスホリ　アキサトC4

61511/27 佐藤 仁志 サトウ　ヒトシC4

61611/27 笠原 宏紀 まいてつ自転車部カサハラ　ヒロキC4

61711/27 清野 一樹 Manewセイノ　カズキC4

61811/27 大久保 徹 チーム　シドオオクボ　トオルC4

61911/27 中島 啓 BOMA RACING Bなかじま　ひろむC4

62011/27 渡辺 越夫 チャーミングサイクルチームワタナベ　エツオC4

62111/27 栗田 大輝 クリタ　ダイキC4

62211/27 松田 伸吾 サークルズマツダ　シンゴC4

62311/27 鈴木 大路 じてんしゃの杜スズキ　タイジC4

62411/27 篠原 諒 042-703-9122シノハラ　リョウC4

62511/27 古谷 雄二 SNELフルヤ　ユウジC4

62611/27 山崎 清司 ぐるーびぃーヤマザキ　キヨシC4

62711/27 安井 康二 ヤスイ　コウジC4

62811/27 多田 賢司 BOMA RACING Bただ　けんじC4

62911/27 泉名 克郎 ARAI MURACAセンミョウ　カツオC4

63011/27 上田 大満 バルバクラブカナザワウエタ　ヒロミツC4

63111/27 荒井 光弘 アライ　ミツヒロC4

63211/27 加賀田 貴志 バルバクラブ　トヤマカガタ　タカシC4

63311/27 前田 貴央 バルバクラブフクイマエダ　タカオC4

63411/27 平野 啓介 ヒラノ　ケイスケC4

63511/27 為永 誠 バルバ エチゼンタメナガ　マコトC4

63611/27 高山 秀樹 ミュールゼロベロフツールタカヤマ　ヒデキC4

63711/27 橋本 優樹 ハシモト　ユウキC4

63811/27 吉原 真也 チームクオーレヨシワラ　シンヤC4

63911/27 落合 拓郎 破顔おちあい　たくろうC4

64011/27 山下 祐平 draftwerkヤマシタ　ユウヘイC4

64111/27 一瀬 貴士 TEAM YOU CANイチノセ　タカシC4

64211/27 伊藤 修 イトウ　オサムC4

64311/27 山田 賢太郎 茨城CXチームヤマダ　ケンタロウC4
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64411/27 石井 基朗 竹芝サイクルクロスレーシングイシイ　モトアキC4

64511/27 藤澤 岬平 バルバクラブフクイフジサワ　コウヘイC4

64611/27 池田 新 Cannondale Japanいけだ　あらたC4

64711/27 原田 考明 ハラチサイクリングクラブハラダ　タカアキC4

64811/27 野口 岳志 ベロクラブ南信州ノグチ　タケシC4

64911/27 板林 勇樹 バルバクラブ　トヤマイタバヤシ　ユウキC4

65011/27 細田 健一 ベロクラブ南信州ホソダ　ケンイチC4

65111/27 粟野 勝 バルバ エチゼンアワノ　マサルC4

65211/27 篠田　 智宏 BOMA RACING Bしのだ　ともひろC4

65311/27 鈴木 洋祐 いぶりのりスズキ　ヨウスケC4

65411/27 オシェー ルーク Rapha Racing APACオシェー　ルークC4

65511/27 山本 真也 TRCヤマモト　シンヤC4

65611/27 佐藤 俊樹 サトウ　トシキC4

65711/27 金子 倫之 ZTT CXカネコ　トモユキC4

65811/27 小林 聡 Northwaveこばやし　さとしC4

65911/27 林 大樹 さくら学院父兄ハヤシ　タイキC4

66011/27 福本 滝男 フクモト　タキオC4

66111/27 石津 貴之 イシヅ　タカユキC4

66211/27 柳 神二郎 バルバクラブフクイヤナギ　シンジロウC4

66311/27 中川 雅 ナカガワ　マサシC4

66411/27 藤本 英士 フジモト　エイジC4

66511/27 沓澤 秀樹 SHIDO-WORKSクツザワ　ヒデキC4

66611/27 遠藤 健二 サイクルクラブドットジェイピーエンドウ　ケンジC4

66711/27 酒向 宏紀 チーム クレイジーサコウ　ヒロノリC4

66811/27 河津 拓哉 YJCTカワツ　タクヤC4

66911/27 壇 耕平 VC Fukuokaダン　コウヘイC4

67011/27 中島 誠 ヘタレナカジマ　マコトC4

67111/27 山崎 雅典 パワースポーツSICKヤマザキ　マサノリC4

67211/27 白崎 剛 バルバクラブ フクイシラサキ　ツヨシC4

67311/27 鈴木 昭宏 株式会社亀の子束子西尾商店すずき　あきひろC4

67411/27 鈴木 陽介 スズキ　ヨウスケC4

67511/27 牧野 雅弘 バルバクラブ フクイマキノ　マサヒロC4

67611/27 林 吉勝 ＧＲＯＯＶＹハヤシ　ヨシカツC4

67711/27 濱野 克悠 バルバクラブ　トヤマハマノ　カツユキC4

67811/27 福野 伸也 チーム・ザ・ルイスフクノ　シンヤC4

67911/27 藤野 修一 ワタナベレーシングフジノ　シュウイチC4

68011/27 新井 陽介 YJCTアライ　ヨウスケC4

68111/27 百瀬 裕則 株式会社亀の子束子西尾商店ももせ　ひろのりC4

68211/27 木山 孝輔 キヤマ　コウスケC4

68311/27 川崎 芳晴 Rapha Cycling Clubかわさき　よしはるC4

68411/27 Walker Tyler ウォーカー　タイラーC4

68511/27 渡邊 安行 ディーエムジェイワタナベ　ヤスユキC4

68611/27 近藤 健太 多摩湖朝練部こんどう　けんたC4
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68711/27 兼岡 邦旭 FOCUS/WTBかねおか　くにあきC4

68811/27 川鍋 恵介 チーム　ポットラックカワナベ　ケイスケC4

68911/27 赤堀 剛史 アカホリ　タケシC4

69011/27 戸田 寛幸 日本ろう自転車競技協会トダ　ヒロユキC4

69111/27 志賀 正太郎 シガ　ショウタロウC4

69211/27 今井 達哉 チーム　ポットラックイマイ　タツヤC4

69311/27 杉田 俊一朗 スギタ　シュンイチロウC4

69411/27 合田 光宏 LOUISONごうだ　みつひろC4

69511/27 向田 真太郎 RCCむかいだ　しんたろうC4

69611/27 井戸田 知之 CHARMING CYCLE TEAMイドタ　トモユキC4

69711/27 岩永 隼士 モズコーヒーイワナガ　ジュンジC4

69811/27 木下 泰一 バルバクラブ　トヤマキノシタ　ヒロカズC4

69911/27 牛山 恭一 Deer Mag Leevウシヤマ　キョウイチC4

70011/27 山本 孝 スネルヤマモト　タカシC4

70111/27 市川 陽介 Blue Lug CX Teamイチカワ　ヨウスケC4

70211/27 渡辺 諒 バルバクラブ フクイワタナベ　リョウC4

70311/27 西川 浩介 SAUCE CXニシカワ　コウスケC4

70411/27 馬場 輝 48PRODUCT輪工房ババ　ヒカルC4

70511/27 小野寺 聖陽 オノデラ　セイヤC4

70611/27 山口 暢也 自転車道JUMBO ヤマグチ　ノブヤC4

70711/27 河内 俊樹 カワウチ　トシキC4

70811/27 古家 正嗣 チームザルイスフルヤ　マサツグC4

70911/27 東 寛之 チーム・フォルツァアズマ　ヒロユキC4

71011/27 倉持 聡 北極サイクルクラモチ　サトシC4

71111/27 小山 恭平 バルバカナザワコヤマ　キョウヘイC4

71211/27 松岡 良平 多摩湖朝練部/KINFOLK CX JPマツオカ　リョウヘイC4

71311/27 白石 陽介 YJCTシライシ　ヨウスケC4

71411/27 ハナ村 英典 CRCハナムラ　ヒデノリC4

71511/27 北野 穂高 バルバカナザワキタノ　ホタカC4

71611/27 黒沢 一喜 SM brosクロサワ　カズキC4

71711/27 渡貫 綾一郎 ワタヌキ　リョウイチロウC4

71811/27 永田 隼也 アキコーポレーションながた　じゅんやC4

71911/27 神移 真悟 MilePost BMC Racingカミウツリ　シンゴC4

72011/27 小日方 海斗 バルバクラブ フクイオビナタ　カイトC4

72111/27 為永 大輔 バルバクラブ フクイタメナガ　ダイスケC4

72211/27 山崎 陽太 スワコレーシングチームヤマザキ　ヨウタC4

72311/27 中澤 俊文 滝澤牧場なかざわ　としふみC4

72411/27 飯田 遼平 ZelkovaCXイイダ　リョウヘイC4

72511/27 増田 昌宏 臼杵レーシングマスダ　マサヒロC4

72611/27 丸山 真慶 マルヤマ　マサミチC4

72711/27 浅井 智貴 名古屋大学サイクリング部アサイ　トモキC4

72811/27 佐々木 博史 NORTH WHEELIEささき　ひろふみC4
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83111/27 長田 康恵 バイクアンドハイクナガタ　ヤスエCL3

83211/27 亀井 美紀 パインヒルズ'90カメイ　ミキCL3

83311/27 丸山 千寿 マルヤマ　チズCL3

83411/27 横山 木綿 タケシバサイクルクロスレーシングヨコヤマ　ユウCL3

83511/27 籠 菜央 バルバ エチゼンカゴ　ナオCL3

83611/27 波田 亜実子 バイクアンドハイクハダ　アミコCL3

83711/27 村地 春美 同志社サイクリングクラブムラチ　ハルミCL3

83811/27 網代 久美子 スクアドラ クーアジロ　クミコCL3

83911/27 永野 潤美 ナガノ　ジュンミCL3
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85011/27 関谷 さくら じてんしゃの杜セキヤ　サクラ小学

85111/27 鈴木 六太 半田自転車競技部CXスズキ　ロッタ小学

85211/27 守屋 岳朗 スペードエースモリヤ　タケロウ小学

85311/27 青木 優磨 GRUPPO ACQUA TAMAアオキ　ユウマ小学

85411/27 綾野 尋 cycleclub3UP.アヤノ　ヒロ小学

85511/27 矢野 咲帆 八ヶ岳CYCLOCROSS CLUBやの　さほ小学

85611/27 牧野 新 マキノ　アラタ小学

85711/27 鈴木 琉羽 じてんしゃの杜スズキ　ルウ小学

85811/27 矢野 柊 八ヶ岳CYCLOCROSS CLUBやの　しゅう小学

85911/27 香月 空良 サークルズ レーシング クラブカヅキ　ソラ小学

86011/27 山崎 雄太 ボンシャンスキッズヤマザキ　ユウタ小学

86111/27 森 海人 SNELモリ　カイト小学

86211/27 菊地 英 TEAM AIBEキクチ　ハナ小学

86311/27 井上 竜太 株式会社　井上自工イノウエ　リュウタ小学

86411/27 渡辺 瑞基 Mワタナベ　ミズキ小学
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86511/27 辻 航大 エスキーナレーシングつじ　こうだい小学

86611/27 渡辺 桔平 watanabecxワタナベ　キッペイ小学

86711/27 関谷 健心 じてんしゃの杜セキヤ　ケンシン小学

86811/27 須崎 かれん Above Bike Storeすざき　かれん小学

86911/27 石川 太郎 TEAM AGRIイシカワ　タロウ小学

87011/27 越野 菊 コシノ　キク小学

87111/27 嶋田 八恵 シングル友の会シマダ　ヤエ小学

87211/27 川崎 萌琳 カワサキ　メリ小学

87311/27 小倉 琥太朗 オグラ　コタロウ小学

87411/27 石田 楓斗 イナホ　ワークスイシダ　フウト小学

87511/27 鈴木 蔵人 じてんしゃの杜スズキ　クロウド小学

87611/27 上原 佑馬 TRX-RACINGカミハラ　ユウマ小学

87711/27 垣原 弘明 イオンバイク Jr. アカデミーカキハラ　ヒロアキ小学

87811/27 飯塚 嵐 RinRinRacing子供自転車競技部イイヅカ　ラン小学

87911/27 垣原 麻理 イオンバイク Jr. アカデミーカキハラ　マリ小学

88011/27 森住 澪也 モリズミ　ミオヤ小学

88111/27 井上 翔太 株式会社　井上自工イノウエ　ショウタ小学

88211/27 石田 琉樹 イナホ　ワークスイシダ　ルキ小学

88311/27 菊地 慶次郎 TEAM AIBEキクチ　ケイジロウ小学

88411/27 原田 音輔 ハラチサイクリングクラブハラダ　ノンスケ小学

88511/27 宮坂 耕太朗 ミヤサカ　コウタロウ小学

88611/27 山田 駿太郎 茨城CXチームヤマダ　シュンタロウ小学

88711/27 高橋 佑介 MilePost BMC Racingタカハシ　ユウスケ小学
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bibday 名前1 チームフリガナevent

Rapha Super Cross NOBEYAMA　スタートリスト

11/27 佐復 美空 ワイルドボアーズサマタ　ミクキン

11/27 鈴木 蘭 じてんしゃの杜スズキ　ランキン

11/27 安部 寛太 アベ　カンタキン

11/27 落合 志貴 チームルエダナゴヤオチアイ　シキキン

11/27 西垣内 悠登 日野自動車レーシングチームニシガイチ　ユウトキン

11/27 伊澤 流風 Tonic CX Team Lugnutsイザワ　ルカキン

11/27 佐復 美羽 ワイルドボアーズサマタ　ミウキン

11/27 金田 鈴 FAST LANE RACINGカネダ　リンキン

11/27 士野 実莉 シノ　ミノリキン

11/27 高橋 風太 CycleClub.jpタカハシ　フウタキン

11/27 野崎 十瑚 ノザキ　トオコキン

11/27 辻 葵 エスキーナレーシングツジ　アオイキン

11/27 丸山 華里奈 マルヤマ　カリナキン

11/27 石田 柚真 イナホ　ワークスイシダ　ユズマキン

11/27 各務 八尋 カガミ　ヤヒロキン

11/27 各務 大和 カガミ　ヤマトキン

11/27 前原 歩岳 HATO☆SUNマエハラ　ホタカキン

11/27 士野 伊織 シノ　イオリキン

11/27 石川 竜大 イシカワ　リュウタキン

11/27 福野 広太 チーム・ザ・ルイスフクノ　コウタキン

11/27 原田 虹路 ハラチサイクリングクラブハラダ　ニジロウキン

11/27 丸山 雪里奈 マルヤマ　セリナキン

11/27 國分 大地 Mt.HASE321コクブ　ダイチキン

11/27 大橋 空 オオハシ　ソラキン

11/27 野崎 昴 ノザキ　スバルキン

11/27 増田 玄 Draftwerkマスダ　ゲンキン
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