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＊各クラスは参加資格により変更されている場合が有りますので、ご確認ください。
＊黄色枠、空欄はデータが無い、または入力、更新の確認ができていない項目等となります。
＊データ間違い、修正などについてのお問い合せについては次へメールにてお願い致します。mtb@jcf.or.jp

ﾁｰﾑ名 ■競技者　氏名 　ﾌﾘｶﾞﾅ 　氏名（英語表記） 　性別UCICODE 登録都道府県

PRIDE ONE 榊原　龍一 ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾘｭｳｲﾁ 男 JPN19830627 22MM1000291 2016/03/31 愛知県 エリート

大橋　優 ｵｵﾊｼ ﾏｻﾙ 男 JPN19731124 29MM0200299 2016/03/31 奈良県 マスターズ

STROKE/TOM'S CRAFT 井須　大輔 ｲｽ ﾀﾞｲｽｹ 男 JPN19820428 26MM1402378 2016/03/31 京都府

TD-Racing 出羽　竜也 ﾃﾞﾜ ﾀﾂﾔ 男 JPN19780804 14MM1500545 2016/03/31 神奈川県

ARAI MURACA 吉田　紀匡 ﾖｼﾀﾞ ﾉﾘﾏｻ 男 JPN19681028 11MM0800531 2016/03/31 埼玉県
桝　泰将 ﾏｽ ﾔｽﾉﾌﾞ 男 JPN19630226 13MM0200273 2016/03/31 東京都 マスターズ

須藤　大輔 ｽﾄﾞｳ ﾀﾞｲｽｹ 男 JPN19700828 12MM9700856 2016/03/31 千葉県

TAKE.D 竹ノ内　真 ﾀｹﾉｳﾁ ﾏｺﾄ TAKENOUCHI MAKOTO 男 JPN19750516 17MM1300560 2016/03/31 長野県

TAKE.D 肥高　康裕 ﾋﾀﾞｶ ﾔｽﾉﾘ HIDAKA YASUNORI 男 JPN19820808 群馬県

國吉　正紀 ｸﾆﾖｼ ﾏｻﾉﾘ 男 JPN19721011 19MM9701318 2016/03/31 石川県 エリート

木下　真一郎 ｷﾉｼﾀ ｼﾝｲﾁﾛｳ 男 JPN19761220 13MM0001645 2016/03/31 東京都

かめ風船 篠永　春彦 ｼﾉﾅｶﾞ ﾊﾙﾋｺ 男 JPN19690218 13ME0400501 2010/03/31 東京都

Limited846/LITEC 山田　将輝 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻｷ 男 JPN19970427 17MJ1200653 2016/03/31 長野県 ジュニア

WP KYOTO 中津　顕 ﾅｶﾂ ｱｷﾗ 男 JPN19680110 25MM9701687 2016/03/31滋賀県 マスターズ

D.T.F  RACING 松山　公一 ﾏﾂﾔﾏ ｺｳｲﾁ 男 JPN19700729 26MM1402379 2016/03/31 京都府

SAKURA Bike Store 戸谷　亮司 ﾄﾔ ﾘｮｳｼﾞ 男 JPN19810413 17MM1400370 2016/03/31 長野県
長里　雅也 ﾅｶﾞｻﾄ ﾏｻﾔ 男 JPN19880123 22ME0400349 2016/03/31 愛知県 エリート

長里　諭 ﾅｶﾞｻﾄ ｻﾄｼ 男 JPN19841220 22MM0400348 2016/03/31 愛知県 エリート

寺田　早希 ﾃﾗﾀﾞ ｻｷ 女 JPN19990804 22FY1200301 2016/03/31 愛知県 ユース ユース

大野　裕康 ｵｵﾉ ﾋﾛﾔｽ 男 JPN19720618 23MM0601562 2014/03/31三重県

桑原　健一 ｸﾜﾊﾗ ｹﾝｲﾁ 男 JPN19830314 愛知県

山王水酔会 高橋　友一 ﾀｶﾊｼ ﾄﾓｶｽﾞ 男 JPN19690418 05MM9900878 2016/03/31秋田県

Team KGH 内藤　順仁 ﾅｲﾄｳ ﾉﾘﾋﾄ 男 JPN19730625 21MM0100216 2016/03/31静岡県 エリート

FUJIMOTO FARM 萬谷　和也 ﾖﾛｽﾞﾔ ｶｽﾞﾔ 男 JPN19790617 35MM1200099 2016/03/31 エリート

FUJIMOTO FARM 岩瀬　一真 ｲﾜｾ ｶｽﾞﾏ 男 JPN19751121 35MM1500082 2016/03/31 山口県
FUJIMOTO FARM 清水　辰朗 ｼﾐｽﾞ ﾀﾂﾛｳ 男 JPN19650804 35MM1500405 2016/03/31 山口県

Team\RUN/ALPHA PLUS 藤原　友秀 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾄﾓﾋﾃﾞ 男 JPN19770922 28MM0900034 2016/03/31兵庫県 エリート

Team\RUN/ALPHA PLUS 正木　浩史 ﾏｻｷ ﾋﾛｼ 男 JPN19720522 28MM0400054 2016/03/31兵庫県 エリート

Team\RUN/ALPHA PLUS 黒岩　靖 ｸﾛｲﾜ ﾔｽｼ 男 JPN19780110 28MM0200375 2016/03/31兵庫県

Team ARI 有持　真人 ｱﾘﾓﾁ ﾏｻﾋﾄ 男 JPN19620102 14MM0700328 2016/03/31 神奈川県 エリート

Team ARI 牧野　元 ﾏｷﾉ ﾊｼﾞﾒ 男 JPN19631112 13MM0901230 2016/03/31 東京都 エリート

Team ARI 渡辺　泰介 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｲｽｹ 男 JPN19700113 14MM1200069 2016/03/31 神奈川県

WESTBERG/ProRide J 竹内　遼 ﾀｹｳﾁ ﾘｮｳ 男 JPN19971110 17MJ1200655 2016/03/31 長野県 ジュニア
WESTBERG/ProRide J 平林　安里 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｱﾘ 男 JPN19970514 17MJ1101127 2016/03/31 長野県 ジュニア

WESTBERG/ProRide J 松本　佑太 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳﾀ 男 JPN19970421 14MJ1200853 2016/03/31 神奈川県 ジュニア

WESTBERG/ProRide J 瀬戸　雅徳 ｾﾄ ﾏｻﾉﾘ 男 JPN19981109 40MJ1401896 2016/03/31福岡県 ジュニア

WESTBERG/ProRide J 加藤　昂也 ｶﾄｳ ｺｳﾔ 男 JPN19970710 24MJ1301332 2016/03/31岐阜県 ジュニア

WESTBERG/ProRide J 江越　昇也 ｴｺﾞｼ ｼｮｳﾔ 男 JPN19981003 14MJ1301512 2016/03/31 神奈川県 ジュニア

WESTBERG/ProRide J 布施　擁亜 ﾌｾ ｶｼｱ 男 JPN19981120 14MY1401962 2015/03/31 神奈川県 ジュニア

WESTBERG/ProRide J 北林　力 ｷﾀﾊﾞﾔｼ ﾘｷ 男 JPN19991126 17MY1300557 2016/03/31 長野県 ユース

WESTBERG/ProRide J 神永　真一 ｶﾐﾅｶﾞ ｼﾝｲﾁ 男 JPN20001025 27MY1200385 2016/03/31 大阪府 ユース

WESTBERG/ProRide J 山口　創平 ﾔﾏｸﾞﾁ ｿｳﾍｲ 男 JPN20010921 ユース
CLAMP 丸山　兼児 ﾏﾙﾔﾏ ｹﾝｼﾞ 男 JPN19800813 17MM1101575 2016/03/31 長野県 エリート

WESTBERG/ProRide 江崎　孝徳 ｴｻﾞｷ ﾀｶﾉﾘ 男 JPN19740228 22MM9701964 2016/03/31 愛知県 エリート

WESTBERG/ProRide 遠藤　弘樹 ｴﾝﾄﾞｳ ﾋﾛｷ 男 JPN19780320 13MM1000574 2016/03/31 東京都

Spirit XARU/TAOKAS 叶　英樹 ｶﾉｳ ﾋﾃﾞｷ 男 JPN19700127 07MM9801174 2016/03/31福島県 マスターズ

京都 岩井商会ﾚｰｼﾝｸﾞ 久保　伸次 ｸﾎﾞ ｼﾝｼﾞ 男 JPN19690111 26MM9701740 2016/03/31 京都府 エリート

京都 岩井商会ﾚｰｼﾝｸﾞ 大西　健一郎 ｵｵﾆｼ ｹﾝｲﾁﾛｳ 男 JPN19760416 26MM0301756 2016/03/31 京都府 エリート

京都 岩井商会ﾚｰｼﾝｸﾞ 吉澤　博 ﾖｼｻﾞﾜ ﾋﾛｼ 男 JPN19711115 26MM0700127 2016/03/31 京都府 エリート

京都 岩井商会ﾚｰｼﾝｸﾞ 棟保　祐介 ﾑﾈﾔｽ ﾕｳｽｹ 男 JPN19790818 25MM0300070 2016/03/31滋賀県 エリート

JCF登録証 JCF有効期限 XCクラス DHクラス

RYUICHI　SAKAKIBARA チャレンジB

TeamPoppo/なんちゃってﾊﾞｲｶｰｽﾞ MASARU　OHASHI チャレンジB

DAISUKE　ISU チャレンジB チャレンジB

TATSUYA　DEWA チャレンジB チャレンジB

NORIMASA　YOSHIDA チャレンジB チャレンジB
VOLCAｵｰﾄﾞﾋﾞｰBOMA･UVEX YASUNOBU　MASU チャレンジB

VOLCAｵｰﾄﾞﾋﾞｰBOMA･UVEX DAISUKE　SUDOU チャレンジB チャレンジB
チャレンジB チャレンジB

チャレンジB チャレンジB

BRIDLER JD共済 KUNIYOSHI　MASANORI チャレンジB

KSﾚｰｼﾝｸﾞ SHIN ICHIRO　KINOSHITA チャレンジB チャレンジB

HARUHIKO　SHINONAGA チャレンジB チャレンジB

MASAKI　YAMADA チャレンジB

AKIRA　NAKATSU チャレンジB

KOUICHI　MATSUYAMA チャレンジB チャレンジB

TOYA　RYOJI チャレンジA チャレンジB
自転車村R MASAYA　NAGASATO チャレンジB

自転車村R SATOSHI　NAGASATO チャレンジB

自転車村R SAKI　TERADA

自転車村R HIROYASU　ONO チャレンジB チャレンジB

自転車村R KENNICI　KUWAHARA チャレンジB チャレンジB

TOMOKAZU　TAKAHASHI チャレンジB チャレンジB

NAITO　NORIHITO チャレンジB

KAZUYA　YOROZUYA チャレンジB

KAZUMA　IWASE チャレンジB チャレンジB
TATSURO　SHIMIZU チャレンジB チャレンジB

TOMOHIDE　FUJIWARA チャレンジB

HIROSHI　MASAKI チャレンジB

YASUSHI　KUROIWA チャレンジA チャレンジB

MASAHITO　ARIMOCHI チャレンジB

HAJIME　MAKINO チャレンジB

TAISUKE　WATANABE チャレンジA チャレンジB

RYO　TAKEUCHI チャレンジB
ARI　HIRABAYASHI チャレンジB

YUTA　MATSUMOTO チャレンジB
MASANORI　SETO チャレンジB

KOYA　KATO チャレンジB

SHOUYA　EGOSHI チャレンジB

KASIA　FUSE チャレンジB

RIKI　KITABAYASHI チャレンジB

SHINICHI　KAMINAGA チャレンジB

SOUHEI　YAMAGUCHI チャレンジB
KENJI　MARUYAMA チャレンジB

TAKANORI　EZAKI チャレンジB

HIROKI　ENDO チャレンジA チャレンジB

HIDEKI　KANOU チャレンジB

KUBO　SHINJI チャレンジB

OONISI　KENICHIRO チャレンジB

YOSHIZAWA　HIROSHI チャレンジB

MUNEYASU　YUUSUKE チャレンジB
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京都 岩井商会ﾚｰｼﾝｸﾞ 藤川　正人 ﾌｼﾞｶﾜ ﾏｻﾄ 男 JPN19821110 25MM1001137 2016/03/31滋賀県 エリート

京都 岩井商会ﾚｰｼﾝｸﾞ 吉水　統威 ﾖｼﾐｽﾞ ﾄｳｲ 男 JPN19861117 25ME1200659 2016/03/31滋賀県 エリート

京都 岩井商会ﾚｰｼﾝｸﾞ 伊澤　優大 ｲｻﾞﾜ ﾕｳﾀﾞｲ 男 JPN19880308 25ME0301374 2016/03/31滋賀県 エリート

京都 岩井商会ﾚｰｼﾝｸﾞ 伊澤　広大 ｲｻﾞﾜ ｺｳﾀﾞｲ 男 JPN19911207 25ME1001370 2016/03/31滋賀県 エリート

京都 岩井商会ﾚｰｼﾝｸﾞ 小森　誠司 ｺﾓﾘ ｾｲｼﾞ 男 JPN19701027 26MM0800206 2016/03/31 京都府 エリート

岩井商会ﾚｰｼﾝｸﾞ 矢野　卓也 ﾔﾉ ﾀｸﾔ 男 JPN19740603 26MM0400070 2016/03/31 京都府
岩井商会ﾚｰｼﾝｸﾞ 野上　誠 ﾉｶﾞﾐ ﾏｺﾄ 男 JPN19731226 26MM0500343 2016/03/31 京都府

岩井商会ﾚｰｼﾝｸﾞ 後呂　有哉 ｳｼﾛ ﾕｳﾔ 男 JPN19931028 22MJ0700558 2012/03/31 愛知県

岩井商会ﾚｰｼﾝｸﾞ 三宅　理子 ﾐﾔｹ ﾖｼｺ 女 JPN19800902 26FE0900443 2013/03/31 京都府

岩田　祐樹 ｲﾜﾀ ﾕｳｷ 男 JPN19850410 22MM0701740 2016/03/31 愛知県 エリート

出羽　秀多 ﾃﾞﾜ ｼｭｳﾀ 男 JPN20000323 0 愛知県 ユース

ｻｲｸﾙﾏｽﾀｰ 山本　和広 ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞﾋﾛ 男 JPN19711226 22MM1300442 2016/03/31 愛知県

ｻｲｸﾙﾏｽﾀｰ 古谷　崇 ｺﾀﾆ ﾀｶｼ 男 JPN19701214 22MM1400767 2016/03/31 愛知県 マスターズ

田口　純也 ﾀｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝﾔ 男 JPN19750219 28MM1402174 2016/03/31兵庫県

岡　将行 ｵｶ ﾏｻﾕｷ 男 JPN19741207 27MM0101041 2016/03/31 大阪府

森本　禎介 ﾓﾘﾓﾄ ﾃｲｽｹ 男 JPN19740312 27MM1301796 2016/03/31 大阪府

菅原　成典 ｽｶﾞﾊﾗ ｼｹﾞﾉﾘ 男 JPN19790128 26MM1000004 2016/03/31 京都府
竹内　豪 ﾀｹｳﾁ ｽｸﾞﾙ 男 JPN19760219 28MM9900375 2016/03/31兵庫県 エリート

長谷川　草 ﾊｾｶﾞﾜ ｿｳ 男 JPN19801121 27MM1500018 2016/03/31

塩湯　大介 ｼｵﾕ ﾀﾞｲｽｹ 男 JPN19850702 27MM1402316 2016/03/31 大阪府

奥村　英示 ｵｸﾑﾗ ｴｲｼﾞ 男 JPN19750704 27MM1402247 2016/03/31 大阪府

AKI FACTORY 井手川　直樹 ｲﾃﾞｶﾞﾜ ﾅｵｷ 男 JPN19800422 34MP9702293 2016/03/31広島県 エリート

AKI FACTORY 加藤　将来 ｶﾄｳ ﾏｻｷ 男 JPN19961002 22MJ1200843 2015/03/31 愛知県 エリート

AKI FACTORY 永田　隼也 ﾅｶﾞﾀ ｼﾞｭﾝﾔ 男 JPN19880813 14ME0300181 2016/03/31 神奈川県 エリート

Brotherhood 東　道治 ﾋｶﾞｼ ﾐﾁﾊﾙ 男 JPN19830706 14MM1500469 2016/03/31 神奈川県

Brotherhood 山本　ﾌｧﾋﾞｱﾉ ﾔﾏﾓﾄ ﾌｧﾋﾞｱﾉ 男 BRA19860528 愛知県
Brotherhood 山本　ﾌﾞﾙﾉ ﾔﾏﾓﾄ ﾌﾞﾙﾉ 男 BRA19890720 愛知県

SNG 奥田　晃久 ｵｸﾀﾞ ｱｷﾋｻ 男 JPN19750308 22MM0800182 2016/03/31 愛知県 エリート

SNG 譽田　敦信 ｺﾝﾀﾞ ｱﾂﾉﾌﾞ 男 JPN19650521 22MM1400911 2016/03/31

SNG 松本　賢治 ﾏﾂﾓﾄ ｹﾝｼﾞ 男 JPN19801209 24ME0800151 2009/03/31

SNG 鈴木　浩文 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾌﾐ 男 JPN19750310 22MM0300436 2016/03/31 愛知県

SNG 桂　潤 ｶﾂﾗ ｼﾞｭﾝ 男 JPN19640622 22MM9800636 2016/03/31

SNG 鷹野　剛久 ﾀｶﾉ ﾀｹﾋｻ 男 JPN19730813 22MM0600192 2016/03/31

SNG 紫芝　智志 ｼｼﾊﾞ ｻﾄｼ 男 JPN19691105 22MM9701502 2016/03/31 愛知県
R2SPORTS CYCLING TEAM 生駒　元保 ｲｺﾏ ﾓﾄﾔｽ 男 JPN19711012 28MM0700169 2016/03/31兵庫県

R2SPORTS CYCLING TEAM 熊崎　祥太 ｸﾏｻﾞｷ ｼｮｳﾀ 男 JPN19851223 28MM0501486 2016/03/31兵庫県

坂田　秀貴 ｻｶﾀ ﾋﾃﾞﾀｶ 男 JPN19661118 29MM0300585 2016/03/31 奈良県

石津　佳也 ｲｼﾂﾞ ﾖｼﾅﾘ 男 JPN19680512 29MM0800254 2016/03/31 奈良県

WildBoars 佐復　真人 ｻﾏﾀ ﾏｻﾄ 男 JPN19760222 08MM0301312 2016/03/31茨城県 エリート

WildBoars 岩藤　司郎 ｲﾜﾌｼﾞ ｼﾛｳ 男 JPN19820618 茨城県

WildBoars 萩原　信一郎 ﾊｷﾞﾊﾗ ｼﾝｲﾁﾛｳ 男 JPN19810213 茨城県

Bridgestone Anchor Cyclingteam 斉藤　亮 ｻｲﾄｳ ﾘｮｳ 男 JPN19800930 17MM0700189 2016/03/31 長野県 エリート

Bridgestone Anchor Cyclingteam 平野　星矢 ﾋﾗﾉ ｾｲﾔ 男 JPN19870515 17ME0600492 2016/03/31 長野県 エリート
Bridgestone Anchor Cyclingteam 沢田　時 ｻﾜﾀﾞ ﾄｷ 男 JPN19940112 25MU0801402 2016/03/31滋賀県 エリート

medalla 中江川　純 ﾅｶｴｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝ 男 JPN19790606 14MM0400023 2016/03/31 神奈川県 エリート

ﾁｰﾑ ｳｪｰﾌﾞ 白石　貴明 ｼﾗｲｼ ﾀｶｱｷ 男 JPN19711006 33MM0000373 2016/03/31岡山県

星　巧大 ﾎｼ ｺｳﾀﾞｲ 男 JPN19960903 16MU1200200 2016/03/31 新潟県 エリート

入江　克典 ｲﾘｴ ﾖｼﾉﾘ 男 JPN19701114 27ME9701837 2013/03/31 大阪府

阿部　竜士 ｱﾍﾞ ﾘｭｳｼﾞ 男 JPN19780726 27MM1200273 2016/03/31 大阪府

佐々木　文吾 ｻｻｷ ﾌﾞﾝｺﾞ 男 JPN19820202 27MM0700221 2016/03/31 大阪府 エリート

田中　善展 ﾀﾅｶ ﾖｼﾋﾛ 男 JPN19830425 27MM0200208 2016/03/31 大阪府

FUJIKAWA　MASATO チャレンジB

YISHIMIZU　TOUI チャレンジB

IZAWA　YUUDAI チャレンジB

IZAWA　KOUDAI チャレンジB

KOMORI　SEIJI チャレンジB

YANO　TAKUYA チャレンジA チャレンジB
NOGAMI　MAKOTO チャレンジB チャレンジB

USHIRO　YUUYA チャレンジA チャレンジB
MIYAKE　YOSHIKO マスターズ/チャレンジ マスターズ/チャレンジ

ﾁｰﾑ36隊 IWATA　YUKI チャレンジB

ﾁｰﾑ36隊 DEWA　SYUUTA チャレンジB

YAMAMOTO　KAZUHIRO チャレンジA チャレンジB

KOTANI　TAKASHI チャレンジB

662-496部 JUNYA　TAGUCHI チャレンジB チャレンジB

662-496部 MASAYUKI　OKA チャレンジB チャレンジB

662-496部 TEISUKE　MORIMOTO チャレンジB チャレンジB

662-496部 SHIGENORI　SUGAHARA チャレンジB チャレンジB
662-496部 SUGURU　TAKEUCHI チャレンジB

662-496部 SO　HASEGAWA チャレンジB チャレンジB

662-496部 DAISUKE　SHIOYU チャレンジB チャレンジB

662-496部 EIJI　OKUMURA チャレンジB チャレンジB

NAOKI　IDEGAWA チャレンジB

MASAKI　KATOU チャレンジB

JUNYA　NAGATA チャレンジB

MITIHARU　HIGASHI チャレンジB チャレンジB

FABIANO　YAMAMOTO チャレンジB チャレンジB
BRUNO　YAMAMOTO チャレンジB チャレンジB

AKIHISA　OKUDA チャレンジB

ATSUNOBU　KONDA チャレンジA チャレンジB

KENJI　MATSUMOTO チャレンジB チャレンジB

HIROFUMI　SUZUKI チャレンジA チャレンジB

JUN　KATSURA チャレンジA チャレンジB

TAKEHISA　TAKANO チャレンジA チャレンジB

SATOSHI　SHISHIBA チャレンジA チャレンジB
MOTOYASU　IKOMA チャレンジB チャレンジB

SHOTA　KUMAZAKI チャレンジB チャレンジB
Team まんま HIDETAKA　SAKATA チャレンジA チャレンジB

Team まんま YOSHINARI　ISHIZU チャレンジB チャレンジB

MASATO　SAMATA チャレンジB

IWAFUJI　SHIRO チャレンジA チャレンジB

SHINICHIRO　HAGIHARA チャレンジA チャレンジB

RYO　SAITO チャレンジB

SEIYA　HIRANO チャレンジB
TOKI　SAWADA チャレンジB

JUN　NAKAEGAWA チャレンジB

TAKAAKI　SHIRAISHI チャレンジA チャレンジB

八海山麓MTBﾊﾟｰｸ/重力技研 KODAI　HOSHI チャレンジB

ｼﾏﾉﾄﾞﾘﾝｷﾝｸﾞ･BMS YOSHINORI　IRIE チャレンジB チャレンジB

ｼﾏﾉﾄﾞﾘﾝｷﾝｸﾞ･BMS RYUUJI　ABE チャレンジB チャレンジB

ｼﾏﾉﾄﾞﾘﾝｷﾝｸﾞ･BMS BUNGO　SASAKI チャレンジB

ｼﾏﾉﾄﾞﾘﾝｷﾝｸﾞ･BMS YOSHIHIRO　TANAKA チャレンジB チャレンジB
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山田　直彦 ﾔﾏﾀﾞ ﾅｵﾋｺ 男 JPN19830806 27ME0901413 2013/03/31 大阪府

小林　洋介 ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｳｽｹ 男 JPN19841112 27MM0501215 2016/03/31 大阪府

福森　毅 ﾌｸﾓﾘ ﾂﾖｼ 男 JPN19850326 27MM1400329 2016/03/31 大阪府

西　圭次郎 ﾆｼ ｹｲｼﾞﾛｳ 男 JPN19851021 27ME1100189 2013/03/31 大阪府

Rise-Ride 2020 鈴木　祐一 ｽｽﾞｷ ﾕｳｲﾁ 男 JPN19770227 13MM9801367 2016/03/31 東京都 エリート

Rise-Ride 2020 古谷　利行 ﾌﾙﾔ ﾄｼﾕｷ 男 JPN19680522 11MM9700684 2016/03/31 埼玉県 マスターズ
Rise-Ride 2020 森下　奏 ﾓﾘｼﾀ ｽｽﾑ 男 JPN19730309 14MM1201032 2016/03/31 神奈川県 マスターズ

Rise-Ride 2020 若月　浩二 ﾜｶﾂｷ ｺｳｼﾞ 男 JPN19680713 0 東京都

Rise-Ride 2020 世田　仁 ｾﾀ ｼﾞﾝ 男 JPN19750405 13MM9700859 2016/03/31 東京都

Rise-Ride 2020 遠藤　勝博 ｴﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾋﾛ 男 JPN19731125 13MM1401994 2016/03/31 東京都

Rise-Ride 2020 金井　詠一 ｶﾅｲ ｴｲｲﾁ 男 KOR19811116 0 神奈川県

Rise-Ride 2020 柳堀　伸 ﾔﾅｷﾞﾎﾘ ｼﾝ 男 JPN19731009 0 東京都

Rise-Ride 2020 斉藤　佳寿実 ｻｲﾄｳ ｶｽﾐ 女 JPN19820617 14FM1500206 2016/03/31 チャレンジ

Rise-Ride 2020 白川　広祐 ｼﾗｶﾜ ﾋﾛｽｹ 男 JPN19780907 36ME0001500 2003/03/31 神奈川県

景山　昭宏 ｶｹﾞﾔﾏ ｱｷﾋﾛ 男 JPN19710406 27MM0400574 2016/03/31 大阪府

松木　健治 ﾏﾂｷ ｹﾝｼﾞ 男 JPN19791204 27MM0601273 2016/03/31 大阪府

近藤　智彦 ｺﾝﾄﾞｳ ﾄﾓﾋｺ 男 JPN19630727 27MM9701872 2016/03/31 大阪府
藤田　耕志 ﾌｼﾞﾀ ﾀｶｼ 男 JPN19820811 27MM1100274 2016/03/31 大阪府

NO BORDER 岩手　信 ｲﾜﾃ ﾏｺﾄ 男 JPN19760807 30MM9702142 2016/03/31和歌山県

t-project 大村　寿男 ｵｵﾑﾗ ﾄｼｵ 男 JPN19670603 09MM9700493 2016/03/31栃木県

日本ろう自転車競技協会 池亀　英樹 ｲｹｶﾞﾒ ﾋﾃﾞｷ 男 JPN19680410 14MM1401802 2016/03/31 神奈川県

日本ろう自転車競技協会 小嶋　太郎 ｺｼﾞﾏ ﾀﾛｳ 男 JPN19830504 13MM1301583 2016/03/31 東京都

日本ろう自転車競技協会 駒崎　洋太 ｺﾏｻｷ ﾋﾛﾀｶ 男 JPN19690411 26MM1301462 2016/03/31 京都府

日本ろう自転車競技協会 戸田　寛幸 ﾄﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 男 JPN19901003 22ME1500575 2016/03/31 愛知県

日本ろう自転車競技協会 早瀬　憲太郎 ﾊﾔｾ ｹﾝﾀﾛｳ 男 JPN19730427 14MM1100042 2016/03/31 神奈川県

日本ろう自転車競技協会 箭内　秀平 ﾔﾅｲ ｼｭｳﾍｲ 男 JPN19870901 13ME1200516 2016/03/31 東京都 エリート
日本ろう自転車競技協会 早瀬　久美 ﾊﾔｾ ｸﾐ 女 JPN19750425 14FM1301628 2016/03/31 神奈川県 チャレンジ

高田　真督 ﾀｶﾀﾞ ｼﾝｽｹ 男 JPN19770915 14MM1500266 2016/03/31 神奈川県

光永　翔香 ﾐﾂﾅｶﾞ ｼｮｳｶ 女 JPN20010607 14FY1500129 2016/03/31 神奈川県 ユース ユース

井上　智樹 ｲﾉｳｴ ﾄﾓｷ 男 JPN20000607 13MY1500214 2016/03/31 東京都 ユース ユース

後藤　大地 ｺﾞﾄｳ ﾀﾞｲﾁ 男 JPN20011004 14MY1500141 2016/03/31 神奈川県 ユース ユース

上野　悠佑太 ｳｴﾉ ﾕｳﾀ 男 JPN19810525 13MY1500191 2016/03/31 東京都 ユース ユース

ﾃﾚﾏｰｸｽｷｰ協会 五味　隆登 ｺﾞﾐ ﾀｶﾄ 男 JPN19610208 13MM9800098 2016/03/31 東京都

秦野ﾎｲｰﾙｸﾗﾌﾞ 久我　弘恭 ｸｶﾞ ﾋﾛﾕｷ 男 JPN19600101 13MM0601332 2016/03/31 東京都
山根　大輔 ﾔﾏﾈ ﾀﾞｲｽｹ 男 JPN19790808 39MM1300037 2016/03/31 高知県

ﾁｰﾑｻｲｸﾙﾏｲﾝﾄﾞ 藤本　信和 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾉﾌﾞｶｽﾞ 男 JPN19650509 17MM9701230 2016/03/31 長野県 エリート

ﾁｰﾑｻｲｸﾙﾏｲﾝﾄﾞ 澤田　雄一 ｻﾜﾀﾞ ﾕｳｲﾁ 男 JPN19690401 17MM9701192 2016/03/31

ﾕｰﾛｰﾄﾞﾚｰｼﾝｸﾞ 馬野　大嗣 ﾏﾉ ﾋﾛﾂｸﾞ 男 JPN19700909 22MM1201773 2015/03/31 京都府

無限 軸丸　広樹 ｼﾞｸﾏﾙ ﾋﾛｷ 男 JPN19770606 22MM0100470 2016/03/31 愛知県 マスターズ

竹本　将史 ﾀｹﾓﾄ ﾏｻｼ 男 JPN19770605 27MM9702035 2016/03/31 大阪府 エリート

田中　洋 ﾀﾅｶ ﾋﾛｼ 男 JPN19700311 27MM9800743 2016/03/31 大阪府

小野　浩二 ｵﾉ ｺｳｼﾞ 男 JPN19790512 21MM0300109 2016/03/31静岡県 エリート

萩原　信之 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾉﾌﾞﾕｷ 男 JPN19710410 11MM0501094 2016/03/31 埼玉県 エリート
WAJIN 谷　和人 ﾀﾆ ｶｽﾞﾄ 男 JPN19701002 11MM9800882 2016/03/31 埼玉県

都木　航 ﾀｶｷﾞ ﾜﾀﾙ 男 JPN19840420

TEAM NARO 高村　駿 ﾀｶﾑﾗ ｼｭﾝ 男 JPN19910710 21ME1200050 2016/03/31静岡県

TEAM BG8 A 黒瀬　文也 ｸﾛｾ ﾌﾐﾔ 男 JPN19980426 01MJ1301535 2016/03/31北海道 ジュニア

TEAM BG8 A 穴田　玖舟 ｱﾅﾀﾞ ｷｼｭｳ 男 JPN19980716 01MJ1301530 2016/03/31北海道 ジュニア

TEAM BG8 A 佐藤　寿美 ｻﾄｳ ﾄｼﾐ 女 JPN19980919 01FJ1301534 2016/03/31北海道 ジュニア エリート

TEAM BG8 A 古江　真己 ﾌﾙｴ ﾏｻｷ 男 JPN19991011 01MY1400724 2016/03/31北海道 ユース ユース

TEAM BG8 A 山田　夕貴 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｷ 女 JPN19990504 01FY1301532 2016/03/31北海道 ユース ユース

ｼﾏﾉﾄﾞﾘﾝｷﾝｸﾞ･BMS NAOHIKO　YAMADA チャレンジB チャレンジB

ｼﾏﾉﾄﾞﾘﾝｷﾝｸﾞ･BMS YOUSUKE　KOBAYASHI チャレンジB チャレンジB

ｼﾏﾉﾄﾞﾘﾝｷﾝｸﾞ･BMS TSUYOSHI　FUKUMORI チャレンジB チャレンジB

ｼﾏﾉﾄﾞﾘﾝｷﾝｸﾞ･BMS KEIJIRO　NISHI チャレンジB チャレンジB

YUICHI　SUZUKI チャレンジB

TOSHIYUKI　FURUYA チャレンジB
SUSUMU　MORISHITA チャレンジB

KOJI　WAKATSUKI チャレンジB チャレンジB
JIN　SETA チャレンジB チャレンジB

MASAHIRO　ENDO チャレンジA チャレンジB

EIICHI　KANAI チャレンジB チャレンジB

SHIN　YANAGIHORI チャレンジB チャレンジB

KASUMI　SAITO マスターズ/チャレンジ

HIROSUKE　SHIRAKAWA チャレンジB チャレンジB

(有)村上建具TeamHighlander AKIHIRO　KAGEYAMA チャレンジA チャレンジB

(有)村上建具TeamHighlander KENJI　MATSUKI チャレンジA チャレンジB

(有)村上建具TeamHighlander TOMOHIKO　KONDO チャレンジB チャレンジB
(有)村上建具TeamHighlander TAKASHI　HUJITA チャレンジB チャレンジB

MAKOTO　IWATE チャレンジB チャレンジB

TOSHIO　OHMURA チャレンジB チャレンジA

HIDEKI　IKEGAME チャレンジB チャレンジB

TARO　KOJIMA チャレンジA チャレンジB

HIROTAKA　KOMASAKI チャレンジB チャレンジB

HIROYUKI　TODA チャレンジB チャレンジB

KENTARO　HAYASE チャレンジA チャレンジB

SHUHEI　YANAI チャレンジB
KUMI　HAYASE マスターズ/チャレンジ

ﾊﾞｲｸﾙｰﾑｼﾝ & MOMO SHINSUKE　TAKADA チャレンジA チャレンジB

ﾊﾞｲｸﾙｰﾑｼﾝ & MOMO SHOUKA　MITSUNAGA

ﾊﾞｲｸﾙｰﾑｼﾝ & MOMO TOMOKI　INOUE

ﾊﾞｲｸﾙｰﾑｼﾝ & MOMO DAICHI　GOTOU

ﾊﾞｲｸﾙｰﾑｼﾝ & MOMO YUUTA　UENO

TAKATO　GOMI チャレンジA チャレンジB

HIROYUKI 　KUGA チャレンジA チャレンジB
高知CTC DAISUKE　YAMANE チャレンジA チャレンジB

NOBUKAZU　FUJIMOTO チャレンジB
YUICHI　SAWADA チャレンジA チャレンジB

MANO　HIROTUGU チャレンジA チャレンジB

HIROKI　JIKUMARU チャレンジB

TREK･JAPAN MASASHI　TAKEMOTO チャレンジB

TREK･JAPAN HIROSHI　TANAKA チャレンジB チャレンジA

MEGASPEED/BONDS/興津螺旋 KOJI　ONO チャレンジB

MEGASPEED/BONDS/興津螺旋 NOBUYUKI　HAGIWARA チャレンジB
KAZUTO　TANI チャレンジA チャレンジB

WATARU　TAKAGI チャレンジB チャレンジB

SHUN　TAKAMURA チャレンジB チャレンジA

FUMIYA　KUROSE チャレンジB

KISHU　ANADA チャレンジB

TOSHIMI　SATO

MASAKI　FURUE

YUKI　YAMADA
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TEAM BG8 A 榎木　涼雅 ｴﾉｷ ﾘｮｳｶﾞ 男 JPN20000912 01MY1301531 2016/03/31北海道 ユース ユース

TEAM BG8 A 久保　幸輝 ｸﾎﾞ ｺｳｷ 男 JPN20010502 01MY1400720 2016/03/31北海道 ユース ユース

TEAM BG8 A 若井　莉奈 ﾜｶｲ ﾘﾅ 女 JPN20010703 01FY1400719 2016/03/31北海道 ユース ユース

TEAM BG8 B 桝田　啓仁 ﾏｽﾀﾞ ﾋﾛﾋﾄ 男 JPN19740805 北海道

TEAM BG8 B 野澤　伸行 ﾉｻﾞﾜ ﾉﾌﾞﾕｷ 男 JPN19720411 北海道

TEAM BG8 B 森山　圭吾 ﾓﾘﾔﾏ ｹｲｺﾞ 男 JPN19760713 01MM1500495 2016/03/31北海道
TEAM BG8 B 野澤　尚子 ﾉｻﾞﾜ ﾅｵｺ 女 JPN19690921 01FM1500497 2016/03/31北海道 チャレンジ

Team Nipopo 真川　好美 ｻﾅｶﾞﾜ ﾖｼﾐ 女 JPN19800429 愛知県 マスターズ

ﾍﾟﾙｼﾞﾀ 高塚　理 ﾀｶﾂｶ ｻﾄｼ 男 JPN19680424 11MM1200137 2016/03/31 埼玉県

ﾍﾟﾙｼﾞﾀ 松尾　光浩 ﾏﾂｵ ﾐﾂﾋﾛ 男 JPN19700417 13MM0500509 2016/03/31 東京都

ﾍﾟﾙｼﾞﾀ 小野寺　寛之 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾋﾛﾕｷ 男 JPN19751123 13MM9800458 2016/03/31 東京都

ﾍﾟﾙｼﾞﾀ 浅野　勤 ｱｻﾉ ﾂﾄﾑ 男 JPN19660627 11MM1300030 2016/03/31 埼玉県

ﾍﾟﾙｼﾞﾀ 山内　俊幸 ﾔﾏｳﾁ ﾄｼﾕｷ 男 JPN19751122 東京都

ﾍﾟﾙｼﾞﾀ 榎本　一輝 ｴﾉﾓﾄ ｶｽﾞｷ 男 JPN19940201 13MU0900465 2016/03/31 東京都

ﾍﾟﾙｼﾞﾀ 岩澤　修平 ｲﾜｻﾞﾜ ｼｭｳﾍｲ 男 JPN19950724

BUCYOcoffee.CLT 筧　太一 ｶｹｲ ﾀｲﾁ 男 JPN19701228 22MM9701396 2016/03/31 愛知県 マスターズ

BUCYOcoffee.CLT 筧　幸太 ｶｹｲ ｺｳﾀ 男 JPN20001231 22MY1500577 2016/03/31 愛知県 ユース ユース
島田　真琴 ｼﾏﾀﾞ ﾏｺﾄ 男 JPN19860114 13ME0100803 2016/03/31 東京都 エリート

水谷　祐太 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾕｳﾀ 男 JPN19860129 34ME0600340 2016/03/31広島県 エリート

村田　悠歩 ﾑﾗﾀ ﾕｳﾎ 男 JPN19860619 27ME1000284 2016/03/31 大阪府 エリート

福永　康文 ﾌｸﾅｶﾞ ﾔｽﾌﾐ 男 JPN19870531 大阪府

遠矢　竜祐 ﾄｵﾔ ﾘｭｳｽｹ 男 JPN19880504 27ME0401095 2016/03/31 大阪府

臼井　真 ｳｽｲ ﾏｺﾄ 男 JPN19890306 27ME1500580 2016/03/31 大阪府

小山　諒 ｺﾔﾏ ﾘｮｳ 男 JPN19891016 大阪府

水谷　有佑 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾕｳｽｹ 男 JPN19910305 27ME1500033 2016/03/31 大阪府

RIDE to FUN 佐藤　健太郎 ｻﾄｳ ｹﾝﾀﾛｳ 男 JPN19730315 09MM0200035 2016/03/31栃木県 マスターズ
RIDE to FUN 菊地　修介 ｷｸﾁ ｼｭｳｽｹ 男 JPN19780422 09MM1500434 2016/03/31栃木県

RIDE to FUN 飯塚　卓也 ｲｲﾂﾞｶ ﾀｸﾔ 男 JPN19820727 群馬県

RIDE to FUN 大塚　健一 ｵｵﾂｶ ｹﾝｲﾁ 男 JPN19780812 10MM1101313 2016/03/31

RIDE to FUN 赤坂　佳紀 ｱｶｻｶ ﾖｼﾉﾘ 男 JPN19731224 09MM0500282 2015/03/31栃木県 エリート

RIDE to FUN 柏崎　裕紀 ｶｼﾜｻﾞｷ ﾔｽﾉﾘ 男 JPN19761122 10MM0401347 2016/03/31 群馬県 エリート

RIDE to FUN 大橋　且弥 ｵｵﾊｼ ｶﾂﾔ 男 JPN19891111 栃木県

八代農高 泉分校 上野　蓮 ｳｴﾉ ﾚﾝ 男 JPN19980129 40MJ1301788 2016/03/31熊本県 ジュニア

八代農高 泉分校 笠井　章生 ｶｻｲ ｱｷｵ 男 JPN19980401 40MJ1401905 2016/03/31熊本県 ジュニア
八代農高 泉分校 宮田　勇誠 ﾐﾔﾀ ﾕｳｾｲ 男 JPN19971108 43MJ1500371 2016/03/31熊本県 ジュニア

八代農高 泉分校 横田　和門 ﾖｺﾀ ﾜﾓﾝ 男 JPN19980815 43MJ1500369 2016/03/31熊本県

MIYATA-MERIDA BIKING TEAM 小野寺　健 ｵﾉﾃﾞﾗ ｹﾝ 男 JPN19860109 14ME0001331 2016/03/31 神奈川県 エリート

MIYATA-MERIDA BIKING TEAM 松尾　純 ﾏﾂｵ ｼﾞｭﾝ 男 JPN19911110 14ME1000653 2016/03/31 神奈川県 エリート

快ﾚｰｼﾝｸﾞ 村田　隆 ﾑﾗﾀ ﾀｶｼ 男 JPN19650302 17MM0200198 2016/03/31 長野県

金子　匠 ｶﾈｺ ﾀｸﾐ 男 JPN19960124 13MU1100514 2016/03/31 東京都 エリート

CLT BUCYO COFFEE 蜂須賀　智也 ﾊﾁｽｶ ﾄﾓﾔ 男 JPN19750114 22MM1101524 2016/03/31 愛知県 エリート

楠橋　資弘 ｸｽﾊｼ ﾖｼﾋﾛ 男 JPN19810910 22MM1000193 2016/03/31 愛知県

HEART VIEW 辻　瑞穂 ﾂｼﾞ ﾐｽﾞﾎ 女 JPN19730917 14FM1500243 2016/03/31 神奈川県 マスターズ
HEART VIEW 田代　泰也 ﾀｼﾛ ﾔｽﾅﾘ 男 JPN19680804

HEART VIEW 込山　弘光 ｺﾐﾔﾏ ﾋﾛﾐﾂ 男 JPN19700209 14MM1300205 2016/03/31 神奈川県 マスターズ

HEART VIEW 松田　清 ﾏﾂﾀﾞ ｷﾖｼ 男 JPN19670827 14MM0200169 2016/03/31 神奈川県

HEART VIEW 松本　公佑 ﾏﾂﾓﾄ ｺｳｽｹ 男 JPN19761009 14MM0600036 2015/03/31 神奈川県

HEART VIEW 小口　敦 ｵｸﾞﾁ ｱﾂｼ 男 JPN19700413 14MM1100065 2016/03/31 神奈川県 マスターズ

HEART VIEW 佐久間　康 ｻｸﾏ ﾔｽｼ 男 JPN19630116 14MM0400420 2016/03/31 神奈川県

HEART VIEW 辻　陽介 ﾂｼﾞ ﾖｳｽｹ 男 JPN19830803 14MM1000138 2016/03/31 神奈川県 エリート

DYNOCO 内嶋　亮 ｳﾁｼﾞﾏ ﾘｮｳ 男 JPN19770105 13MM9800037 2016/03/31 東京都 エリート

RYOGA　ENOKI

KOKI　KUBO

RINA　WAKAI

HIROHITO　MASUDA チャレンジB チャレンジB

NOBUYUKI　NOZAWA チャレンジB チャレンジB

KEIGO　MORIYAMA チャレンジB チャレンジB
NAOKO　NOZAWA マスターズ/チャレンジ

YOSHIMI　SANAGAWA マスターズ/チャレンジ
SATOSHI　TAKATSUKA チャレンジA チャレンジB

MITSUHIRO　MATSUO チャレンジA チャレンジB

HIROYUKI　ONODERA チャレンジA チャレンジB

TSUTOMU　ASANO チャレンジA チャレンジB

TOSHIYUKI　YAMAUCHI チャレンジB チャレンジB

KAZUKI　ENOMOTO チャレンジA チャレンジB

SHUHEI　IWAZAWA チャレンジB チャレンジB

TAICHI　KAKEI チャレンジB

KOUTA　KAKEI
ｼﾏﾉﾄﾞﾘﾝｷﾝｸﾞ AKN MAKOTO　SHIMADA チャレンジB

ｼﾏﾉﾄﾞﾘﾝｷﾝｸﾞ AKN YUUTA　MIZUTANI チャレンジB

ｼﾏﾉﾄﾞﾘﾝｷﾝｸﾞ AKN YUUHO　MURATA チャレンジB

ｼﾏﾉﾄﾞﾘﾝｷﾝｸﾞ AKN YASUFUMI　FUKUNAGA チャレンジB チャレンジB

ｼﾏﾉﾄﾞﾘﾝｷﾝｸﾞ AKN RYUUSUKE　TOUYA チャレンジB チャレンジB

ｼﾏﾉﾄﾞﾘﾝｷﾝｸﾞ AKN MAKOTO　USUI チャレンジB チャレンジB

ｼﾏﾉﾄﾞﾘﾝｷﾝｸﾞ AKN RYO　KOYAMA チャレンジB チャレンジB

ｼﾏﾉﾄﾞﾘﾝｷﾝｸﾞ AKN YUUSUKE　MIZUTANI チャレンジB チャレンジB

KENTARO　SATO チャレンジB
SHUSUKE　KIKUCHI チャレンジA チャレンジB

TAKUYA　IIZUKA チャレンジB チャレンジB

KENICHI　OHTSUKA チャレンジA チャレンジB

YOSHINORI　AKASAKA チャレンジB

YASUNORI　KASHIWAZAKI チャレンジB

KATSUYA　OHASHI チャレンジB チャレンジB

REN　UENO チャレンジB

AKIO　KASAI チャレンジB
YUSEI　MIYATA チャレンジB

WAMON　YOKOTA チャレンジB チャレンジB
KEN　ONODERA チャレンジB

JUN　MATSUO チャレンジB

MURATA　TAKASHI チャレンジB チャレンジB

Tean Yellow 小川輪業 TAKUMI 　KANEKO チャレンジB

TOMOYA　HACHISUKA チャレンジB

ｻﾛｰﾈ･ﾃﾞﾙ･ﾓﾝﾃ/urge YOSHIHIRO　KUSUHASHI チャレンジB チャレンジB

MIZUHO　TSUJI マスターズ/チャレンジ
YASUNARI　TASHIRO チャレンジB チャレンジB

HIROMITSU　KOMIYAMA チャレンジB

KIYOSI　MATSUDA チャレンジA チャレンジB

KOUSUKE　MATSUMOTO チャレンジA チャレンジB

ATSUSHI　OGUCHI チャレンジB

YASUSHI　SAKUMA チャレンジB チャレンジB

YOUSUKE　TSUJI チャレンジB

RYO　UCHIJIMA チャレンジB
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BiORACER 前田　公平 ﾏｴﾀﾞ ｺｳﾍｲ 男 JPN19940615 13MU0800607 2016/03/31 東京都 エリート

SUNNY SIDE HUT 原　知義 ﾊﾗ ﾄﾓﾖｼ 男 JPN19760629 長野県

ﾁｰﾑﾀﾞｯｸｽﾌﾝﾄﾞ 橋本　寛二 ﾊｼﾓﾄ ｶﾝｼﾞ 男 JPN19580412 33MM1000125 2016/03/31岡山県 マスターズ

ﾁｰﾑﾀﾞｯｸｽﾌﾝﾄﾞ 福島　雅志 ﾌｸｼﾏ ﾏｻｼ 男 JPN19740725 33MM0000375 2016/03/31岡山県

K-Blood Racing 朽木　聡 ｸﾁｷ ｻﾄﾙ 男 JPN19760813 09MM1100342 2016/03/31栃木県 エリート

bbs.xc.jp 大橋　尚哉 ｵｵﾊｼ ﾅｵﾔ 男 JPN19721204 12MM0200116 2016/03/31 千葉県 エリート
bbs.xc.jp 依田　卓也 ﾖﾀﾞ ﾀｶﾅﾘ 男 JPN19720327 13MM0200114 2016/03/31 東京都

bbs.xc.jp 淮田　一磨 ﾜｲﾀﾞ ｶｽﾞﾏ 男 JPN19720930 28MM0200187 2016/03/31兵庫県

木下　聡之 ｷﾉｼﾀ ﾄｼﾕｷ 男 JPN19680517 27MM0000297 2016/03/31

菅原　清太 ｽｶﾞﾜﾗ ｾｲﾀ 男 JPN20011127 愛知県 ユース

石田　恵 ｲｼﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ 女 JPN19981127 26FJ1402390 2016/03/31 京都府 ジュニア

PATROL MOUNTAIN FJC DOWNHILL TEAM 清水　一輝 ｼﾐｽﾞ ｶｽﾞｷ 男 JPN19920426 22ME0600245 2016/03/31 愛知県 エリート

SRAM/LITEC 安達　靖 ｱﾀﾞﾁ ﾔｽｼ 男 JPN19761015 22MM9701163 2016/03/31 愛知県 マスターズ エリート

SRAM/LITEC 末政　実緒 ｽｴﾏｻ ﾐｵ 女 JPN19830401 28FP9800793 2016/03/31兵庫県 エリート エリート

SRAM/LITEC 井本　はじめ ｲﾓﾄ ﾊｼﾞﾒ 男 JPN19920607 28ME0600378 2016/03/31兵庫県 エリート

SRAM/LITEC 山田　誉史輝 ﾔﾏﾀﾞ ﾖｼｷ 男 JPN19950405 17MU1000472 2016/03/31 長野県 エリート

SRAM/LITEC RISING 相野田　静香 ｱｲﾉﾀ ｾｲｶ 女 JPN19941016 17FU0900228 2016/03/31 長野県 エリート
SRAM/LITEC RISING 高山　輝 ﾀｶﾔﾏ ﾋｶﾙ 男 JPN19980715 11MJ1201375 2016/03/31 埼玉県 ジュニア

SRAM/LITEC RISING 田丸　裕 ﾀﾏﾙ ﾕﾀｶ 男 JPN19980705 34MJ1301919 2016/03/31広島県 ジュニア

野嵜　英樹 ﾉｻﾞｷ ﾋﾃﾞｷ 男 JPN19700818 13MM0501588 2016/03/31 東京都 エリート

山田　豪 ﾔﾏﾀﾞ ｺﾞｳ 男 JPN19820918 12MM0200179 2016/03/31 千葉県

山口　崇史 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｶｼ 男 JPN19770504 東京都

佐藤　真一 ｻﾄｳ ｼﾝｲﾁ 男 JPN19650706 14MM0100158 2016/03/31 神奈川県 マスターズ

植川　英治 ｳｴｶﾜ ｴｲｼﾞ 男 JPN19720413 21MM0001074 2016/03/31静岡県 マスターズ

DECOJA RACING TEAM 木下　貴之 ｷﾉｼﾀ ﾀｶﾕｷ 男 JPN19730129 30MB0500239 2008/03/31和歌山県

DECOJA RACING TEAM 大渕　宏紀 ｵｵﾌﾞﾁ ｺｳｷ 男 JPN19750916 27MM1001407 2016/03/31 大阪府 エリート
DECOJA RACING TEAM 古崎　潤 ﾌﾙｻｷ ｼﾞｭﾝ 男 JPN19740916 27MM0500437 2016/03/31 大阪府 エリート

DECOJA RACING TEAM 多端　亮 ﾀﾊﾞﾀ ﾘｮｳ 男 JPN19850105 29MM0301568 2016/03/31 奈良県 エリート

DECOJA RACING TEAM 白石　千尋 ｼﾗｲｼ ﾁﾋﾛ 男 JPN19901224 30ME1300088 2016/03/31和歌山県

DECOJA RACING TEAM 池田　宝之 ｲｹﾀﾞ ﾀｶﾕｷ 男 JPN19880722 大阪府

DECOJA RACING TEAM 舛野　亮 ﾏｽﾉ ﾘｮｳ 男 JPN19800627 大阪府

MilePost BMC Racing 國井　敏夫 ｸﾆｲ ﾄｼｵ 男 JPN19771213 12MM1201628 2016/03/31 千葉県 エリート

MilePost BMC Racing 山中　真 ﾔﾏﾅｶ ｼﾝ 男 JPN19780506 22MM0500228 2016/03/31 東京都 エリート

MilePost BMC Racing 坊井　洋介 ﾎﾞｳｲ ﾖｳｽｹ 男 JPN19800719 12MM1300186 2016/03/31 千葉県
Mile Post Racing 鈴木　説澄 ｽｽﾞｷ ｱｷｽﾐ 男 JPN19770930 12MM1101240 2016/03/31 千葉県

Mile Post Racing 鈴木　成美 ｽｽﾞｷ ｼｹﾞﾐ 女 JPN19770812 千葉県 チャレンジ

Mile Post Racing 神移　真悟 ｶﾐｳﾂﾘ ｼﾝｺﾞ 男 JPN19790613 12MM1401934 2016/03/31 千葉県

Mile Post Racing 宇佐見　一裕 ｳｻﾐ ｶｽﾞﾋﾛ 男 JPN19671002 12MM1300223 2014/03/31 千葉県

Mile Post Racing 宇佐見　一眞 ｳｻﾐ ｶｽﾞﾏ 男 JPN19990626 千葉県 ユース

Mile Post Racing 代田　義明 ｼﾛﾀ ﾖｼｱｷ 男 JPN19740315 13MM0401252 2016/03/31 東京都

Mile Post Racing 平野　拡稔 ﾋﾗﾉ ﾋﾛﾄｼ 男 JPN19580216 13MM1001401 2016/03/31 東京都

Q-MAX 山田　敬士朗 ﾔﾏﾀﾞ ｹｲｼﾛｳ 男 JPN19800312 40MM9900511 2016/03/31福岡県 マスターズ

Q-MAX 松井　航平 ﾏﾂｲ ｺｳﾍｲ 男 JPN19961203 42MU1200574 2016/03/31 長崎県
Q-MAX 松井　巡平 ﾏﾂｲ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 男 JPN20000428 長崎県 ユース ユース

T22KY 藤　拓也 ﾌｼﾞ ﾀｸﾔ 男 JPN19710108 13MM1401912 2016/03/31 東京都

谷本　浩志 ﾀﾆﾓﾄ ﾋﾛｼ 男 JPN19700718 34MM9702336 2016/03/31広島県

笹井　誉之 ｻｻｲ ﾀｶﾕｷ 男 JPN19740609 17MM0500553 2016/03/31 長野県

堺　章吾 ｻｶｲ ｼｮｳｺﾞ 男 JPN19790516 17MM0000130 2016/03/31 長野県 エリート

秦　岳杜 ﾊﾀ ﾀｶﾄ 男 JPN19980507 17MJ1500612 2016/03/31 長野県 ジュニア

坂井　優子 ｻｶｲ ﾕｳｺ 女 JPN19780401 17FM1101519 2016/03/31 長野県 マスターズ

ｽﾜｺﾚｰｼﾝｸﾞﾁｰﾑ 小林　聖 ｺﾊﾞﾔｼ ｾｲ 男 JPN19641208 17MM9801944 2016/03/31 長野県 エリート

KOHEI　MAEDA チャレンジB

TOMOYOSHI　HARA チャレンジB チャレンジB

KANJI　HASHIMOTO チャレンジB

MASASHI　FUKUSHIMA チャレンジB チャレンジB

SATORU　KUCHIKI チャレンジB

NAOYA　OHASHI チャレンジB
TAKANARI　YODA チャレンジA チャレンジB

KAZUMA　WAIDA チャレンジA チャレンジB
ﾘﾐﾃｯﾄﾞ ﾁｰﾑ 846 KINOSHITA　TOSHIYUKI チャレンジA チャレンジB

ﾘﾐﾃｯﾄﾞ ﾁｰﾑ 846 SUGAWARA　SEITA チャレンジB

ﾘﾐﾃｯﾄﾞ ﾁｰﾑ 846 ISHIDA　MEGUMI エリート/チャレンジ

SHIMIZU　KAZUKI チャレンジB

YASUSHI　ADACHI

MIO　SUEMASA

HAJIME　IMOTO チャレンジB

YOSHIKI　YAMADA チャレンジB

SEIKA　AINOTA エリート/チャレンジ
HIKARU　TAKAYAMA チャレンジB

YUTAKA　TAMARU チャレンジB

NOZAC ｻﾝﾒﾘｯﾄ HIDEKI　NOZAKI チャレンジB

NOZAC ｻﾝﾒﾘｯﾄ GOH　YAMADA チャレンジA チャレンジB

NOZAC ｻﾝﾒﾘｯﾄ TAKASHI　YAMAGUCHI チャレンジB チャレンジB

ｷﾔﾉﾝCC SHIN-ICHI　SATO チャレンジB

ｷﾔﾉﾝCC EIJI　UEKAWA チャレンジB

TAKAYUKI　KINOSHITA チャレンジB チャレンジB

KOKI　OBUCHI チャレンジB
JUN　FURUSAKI チャレンジB

RYO　TABATA チャレンジB

CHIHIRO　SHIRAISHI チャレンジB チャレンジB

TAKAYUKI　IKEDA チャレンジB チャレンジB

RYO　MASUNO チャレンジB チャレンジB

TOSHIO　KUNII チャレンジB

SHIN　YAMANAKA チャレンジB

YOUSUKE　BOUI チャレンジA チャレンジB
AKISUMI　SUZUKI チャレンジA チャレンジB

SHIGEMI　SUZUKI マスターズ/チャレンジ
SHINGO　KAMIUTURI チャレンジB チャレンジB

KAZUHIRO　USAMI チャレンジB チャレンジB

KAZUMA　USAMI] チャレンジB

YOSHIAKI　SHIROTA チャレンジB チャレンジB

HIROTOSHI　HIRANO チャレンジB チャレンジB

KEISHIRO　YAMADA チャレンジB

KOHEI　MATSUI チャレンジA チャレンジB
JYUNPEI　MATSUI

TAKUYA　FUJI チャレンジA チャレンジB

ﾊﾟﾜｰｽﾎﾟｰﾂ･SICK TANIMOTO　HIROSHI チャレンジA チャレンジB

ﾊﾟﾜｰｽﾎﾟｰﾂ･SICK SASAI　TAKAYUKI チャレンジA チャレンジB

ﾊﾟﾜｰｽﾎﾟｰﾂ･SICK SAKAI　SHOGO チャレンジB

ﾊﾟﾜｰｽﾎﾟｰﾂ･SICK HATA　TAKATO チャレンジB

ﾊﾟﾜｰｽﾎﾟｰﾂ･SICK SAKAI　YUUKO マスターズ/チャレンジ

SEI　KOBAYASHI チャレンジB
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ｽﾜｺﾚｰｼﾝｸﾞﾁｰﾑ 小坂　正則 ｺｻｶ ﾏｻﾉﾘ 男 JPN19631202 17MM9701181 2016/03/31 長野県

ｽﾜｺﾚｰｼﾝｸﾞﾁｰﾑ 山本　聖吾 ﾔﾏﾓﾄ ｾｲｺﾞ 男 JPN19831006 17MM9900217 2016/03/31 長野県

ｽﾜｺﾚｰｼﾝｸﾞﾁｰﾑ 飯塚　隆文 ｲｲﾂﾞｶ ﾀｶﾌﾐ 男 JPN19840701 17MM0001042 2016/03/31 長野県

ｽﾜｺﾚｰｼﾝｸﾞﾁｰﾑ 兼子　博昭 ｶﾈｺ ﾋﾛｱｷ 男 JPN19840901 17MM1100422 2016/03/31 長野県

ｽﾜｺﾚｰｼﾝｸﾞﾁｰﾑ 山田　憲司 ﾔﾏﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 男 JPN19780503 17MM1301942 2016/03/31 長野県

ｽﾜｺﾚｰｼﾝｸﾞﾁｰﾑ 兼子　明 ｶﾈｺ ｱｷﾗ 男 JPN19770608 長野県
ようちゃん 清水　亮平 ｼﾐｽﾞ ﾘｮｳﾍｲ 男 JPN19850512 27MM1500581 2016/03/31 大阪府

DIRTROCKS/ZONE 河合　将宗 ｶﾜｲ ﾏｻﾑﾈ 男 JPN19781203 26MM0500468 2016/03/31 京都府

Team TOC 竹本　勇治 ﾀｹﾓﾄ ﾕｳｼﾞ 男 JPN19660204 38MM1400176 2016/03/31 愛媛県 マスターズ

Team TOC 竹本　颯太 ﾀｹﾓﾄ ｿｳﾀ 男 JPN19930906 38MU0900278 2016/03/31 愛媛県 エリート

Team TOC 竹本　隼 ﾀｹﾓﾄ ｼｭﾝ 男 JPN19950603 38MU1100093 2016/03/31 愛媛県 エリート

CROSS YAMANASHI 服部　森彦 ﾊｯﾄﾘ ﾓﾘﾋｺ 男 JPN19701014 15MM0801730 2016/03/31 山梨県

CROSS YAMANASHI 岩波　信二 ｲﾜﾅﾐ ｼﾝｼﾞ 男 JPN19710721 15MM0600002 2016/03/31 山梨県

CROSS YAMANASHI 望月　美徳 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾖｼﾉﾘ 男 JPN19690911 山梨県

CROSS YAMANASHI 中込　智裕 ﾅｶｺﾞﾐ ﾄｼﾋﾛ 男 JPN19681205 山梨県

Team Yoshimi 吉見　成正 ﾖｼﾐ ﾅﾘﾏｻ 男 JPN19660819 13ME9701454 2006/03/31静岡県

ｶﾝﾄﾘｰﾓｰﾆﾝｸﾞ 藤田　浩典 ﾌｼﾞﾀ ﾋﾛﾉﾘ 男 JPN19850622 22MM1400664 2016/03/31 愛知県
ｶﾝﾄﾘｰﾓｰﾆﾝｸﾞ 鈴木　謙太 ｽｽﾞｷ ｹﾝﾀ 男 JPN19940119 21MU1200034 2016/03/31静岡県

VO2max Racing 渡邉　貴幸 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾕｷ 男 JPN19720616 13MM0200153 2016/03/31 東京都 マスターズ

STORMRIDERS 五十嵐　優樹 ｲｶﾞﾗｼ ﾕｳｷ 男 JPN19950627 17MU1000478 2016/03/31 長野県 エリート

STORMRIDERS 五十嵐　瑞樹 ｲｶﾞﾗｼ ﾐｽﾞｷ 男 JPN20000725 17MY1500619 2016/03/31 長野県 ユース ユース

塩見　学 ｼｵﾐ ﾏﾅﾌﾞ 男 JPN19690925 13MM0900485 2016/03/31 東京都 マスターズ

矢吹　浩一 ﾔﾌﾞｷ ｺｳｲﾁ 男 JPN19691213 13MM1100534 2016/03/31 東京都 マスターズ

中里　成人 ﾅｶｻﾞﾄ ﾏｻﾄ 男 JPN19670115 13MM1300261 2016/03/31 東京都 マスターズ

内野　真治 ｳﾁﾉ ｼﾝｼﾞ 男 JPN19690529 13MM1500170 2016/03/31 東京都

高橋　誠 ﾀｶﾊｼ ﾏｺﾄ 男 JPN19730302 13MM1500174 2016/03/31 東京都
関　英次 ｾｷ ｴｲｼﾞ 男 JPN19720504 神奈川県

宮崎　進 ﾐﾔｻﾞｷ ｽｽﾑ 男 JPN19691222 13MM1500182 2016/03/31 東京都

矢吹　清二 ﾔﾌﾞｷ ｾｲｼﾞ 男 JPN19720806 東京都

Q-MIX SHIBAKEN 柴田　健太郎 ｼﾊﾞﾀ ｹﾝﾀﾛｳ 男 JPN19751102 40MM9702499 2016/03/31福岡県

Team SKY 幅　和貴 ﾊﾊﾞ ｶｽﾞｷ 男 JPN19720913 22MM0600247 2016/03/31 愛知県

Team-K 川野　太雅 ｶﾜﾉ ﾀｲｶﾞ 男 JPN19981104 13MJ1400404 2016/03/31 東京都 ジュニア

Team-K 川野　碧己 ｶﾜﾉ ｱｵｷ 男 JPN20010802 13MY1500186 2016/03/31 東京都 ユース ユース

Team-K 小林　慧紀 ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾄｷ 男 JPN20001124 東京都 ユース ユース
Team-K 高橋　歩峻 ﾀｶﾊｼ ﾎﾀﾞｶ 男 JPN20010413 東京都 ユース ユース

sunday riders 今泉　仁 ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾋﾛ 男 JPN19870429 13ME1001428 2016/03/31 東京都 エリート

sunday riders 小寺　知之 ｺﾃﾞﾗ ﾄﾓﾕｷ 男 JPN19720716 13MM1400403 2016/03/31 東京都

じてんしゃの杜 松本　洋 ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾛｼ 男 JPN19690121 09MM1101736 2016/03/31栃木県

じてんしゃの杜 若松　武史 ﾜｶﾏﾂ ﾀｹｼ 男 JPN19751029 09MM1200346 2016/03/31栃木県

じてんしゃの杜 巽　克哉 ﾀﾂﾐ ｶﾂﾔ 男 JPN19660613 09MM1400178 2016/03/31栃木県

Breeze Bike&Outdoor 市原　和展 ｲﾁﾊﾗ ｶｽﾞﾋﾛ 男 JPN19750408 12MM1101568 2016/03/31 千葉県

Breeze Bike&Outdoor 村上　慈郎 ﾑﾗｶﾐ ｼﾞﾛｳ 男 JPN19851228 愛知県

Breeze Bike&Outdoor 上平　純一 ｶﾐﾀｲﾗ ｼﾞｭﾝｲﾁ 男 JPN19890818 07ME1001005 2016/03/31福島県
ｻｯｻｰｽﾞ 新美　憲弘 ﾆｲﾐ ﾉﾘﾋﾛ 男 JPN19751117 22MM0500229 2016/03/31 愛知県

ｻｯｻｰｽﾞ 井町　海音男 ｲﾏﾁ ﾐﾈｵ 男 JPN19810330 22MM1400670 2016/03/31 愛知県 マスターズ

ｻｯｻｰｽﾞ 白川　真一 ｼﾗｶﾜ ｼﾝｲﾁ 男 JPN19821103 22MM1400310 2016/03/31 愛知県 マスターズ

ｻｯｻｰｽﾞ 平賀　俊郎 ﾋﾗｶﾞ ﾄｼﾛｳ 男 JPN19840621 22MM1200392 2016/03/31 愛知県 エリート

ｻｯｻｰｽﾞ 星野　貴哉 ﾎｼﾉ ﾀｶﾔ 男 JPN19841210 22MM1400912 2016/03/31 愛知県 マスターズ

ｻｯｻｰｽﾞ 石川　絃 ｲｼｶﾜ ｹﾞﾝ 男 JPN20000415 22MY1401842 2016/03/31 愛知県 ユース

Swankys 日野林　昴志郎 ﾋﾉﾊﾞﾔｼ ｺｳｼﾛｳ 男 JPN19880816 愛媛県 エリート

Swankys 西岡　亮祐 ﾆｼｵｶ ﾘｮｳｽｹ 男 JPN19901216 38ME0600199 2016/03/31 愛媛県 エリート

MASANORI　KOSAKA チャレンジB チャレンジB

SEIGO　YAMAMOTO チャレンジB チャレンジB

TAKAFUMI　IIZUKZ チャレンジB チャレンジB

HIROAKI　KANEKO チャレンジB チャレンジB

KENJI　YAMADA チャレンジB チャレンジB

AKIRA　KANEKO チャレンジB チャレンジB
RYOHEI　SHIMIZU チャレンジB チャレンジB

MASAMUNE　KAWAI チャレンジB チャレンジA
YUJI　TAKEMOTO チャレンジB

SOTA　TAKEMOTO チャレンジB

SHUN　TAKEMOTO チャレンジB

MORIHIKO　HATTORI チャレンジB チャレンジB

SHINJI　IWANAMI チャレンジB チャレンジB

YOSHINORI　MOTIDUKI チャレンジB チャレンジB

TOSHIHIRO　NAKAGOMI チャレンジB チャレンジB

NARIMASA　YOSHIMI チャレンジB チャレンジB

FUJITA　HIRONORI チャレンジA チャレンジB
SUZUKI　KENTA チャレンジA チャレンジB

TAKAYUKI　WATANABE チャレンジB

YUUKI　IGARASHI チャレンジB

MIZUKI　IGARASHI

B･B･Q MANABU　SHIOMI チャレンジB

B･B･Q KOUICHI　YABUKI チャレンジB

B･B･Q MASATO　NAKAZATO チャレンジB

B･B･Q SHINJI　UCHINO チャレンジA チャレンジB

B･B･Q MAKOTO　TAKAHASHI チャレンジA チャレンジB
B･B･Q EIJI　SEKI チャレンジB チャレンジB

B･B･Q SUSUMU　MIYAZAKI チャレンジB チャレンジB

B･B･Q SEIJI　YABUKI チャレンジB チャレンジB

KENTARO　SHIBATA チャレンジB チャレンジB

KAZUKI　HABA チャレンジB チャレンジA

TAIGA　KAWANO チャレンジB

AOKI　KAWANO

SATOKI　KOBAYASHI
HODAKA　TAKAHASHI

HIRO　IMAIZUMI チャレンジB
TOMOYUKI　KODERA チャレンジB チャレンジB

HIROSHI　MATSUMOTO チャレンジA チャレンジB

TAKESHI　WAKAMATSU チャレンジA チャレンジB

TATSUMI　KATSUYA チャレンジB チャレンジB

KAZUHIRO　ICHIHARA チャレンジB チャレンジA

JIROU　MURAKAMI チャレンジB チャレンジA

JUNICHI　KAMITAIRA チャレンジB チャレンジA
NORIHIRO　NIIMI チャレンジB チャレンジB

MINEO　IMACHI チャレンジB

SHINICHI　SHIRAKAWA チャレンジB

TOSHIROU　HIRAGA チャレンジB

TAKAYA　HOSHINO チャレンジB

GEN　ISHIKAWA チャレンジB

KOUSIROU　HINOBAYASI チャレンジB

RYOUSUKE　NISIOKA チャレンジB
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Swankys 平山　祐太 ﾋﾗﾔﾏ ﾕｳﾀ 男 JPN19830428 39MM1200043 2016/03/31 高知県

Swankys 池田　大昌 ｲｹﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 男 JPN19730320 36MM0400345 2016/03/31 香川県

Swankys 岩片　秀洋 ｲﾜｶﾀ ﾋﾃﾞﾋﾛ 男 JPN19700507 香川県

Swankys 湊　純一 ﾐﾅﾄ ｼﾞｭﾝｲﾁ 男 JPN19770119 36MM1500625 2016/03/31 香川県

Swankys 下川　俊介 ｼﾓｶﾜ ｼｭﾝｽｹ 男 JPN19680413 39MM0500158 2016/03/31 高知県

Singha Infinite Cycling Team 武井　亨介 ﾀｹｲ ｷｮｳｽｹ 男 JPN19781106 08MM0301645 2016/03/31茨城県 エリート
ﾁｰﾑ ｱｳﾀｰﾄｯﾌﾟ 市川　　哲也 ｲﾁｶﾜ ﾃﾂﾔ 男 JPN19731106 広島県

ﾁｰﾑ ｱｳﾀｰﾄｯﾌﾟ 斉藤　孝士 ｻｲﾄｳ ﾀｶｼ 男 JPN19721003 34MM0400688 2016/03/31広島県

松尾　真一 ﾏﾂｵ ｼﾝｲﾁ 男 JPN19800331 44MM9802411 2016/03/31 大分県

TEAM VASSAGO JAPAN 山田　拓史 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｸﾌﾐ 男 JPN19780815 32MM0200404 2016/03/31島根県

TEAM GIANT 門田　基志 ｶﾄﾞﾀ ﾓﾄｼ 男 JPN19760115 38MM9702312 2016/03/31 愛媛県 エリート

TEAM GIANT 浅野　善亮 ｱｻﾉ ﾖｼｱｷ 男 JPN19910315 22ME0600160 2016/03/31 愛知県 エリート

TEAM GIANT 青木　卓也 ｱｵｷ ﾀｸﾔ 男 JPN19850318 13MM0200149 2016/03/31 東京都 エリート

HottSpin NUKEPROOF 井岡　佑介 ｲｵｶ ﾕｳｽｹ 男 JPN19990109 22MY1201308 2016/03/31 愛知県 ユース ユース

minzuu precipice 古郡　ｷﾖｼ ﾌﾙｺｵﾘ ｷﾖｼ 男 JPN19761126 21MM9701299 2016/03/31静岡県

minzuu precipice 永野　祐順 ﾅｶﾞﾉ ﾖｼﾉﾌﾞ 男 JPN19780513 18MM0001430 2016/03/31静岡県

COMMENCAL / Georide_Japan 林　佳亮 ﾊﾔｼ ｹｲｽｹ 男 JPN19951117 22MU1201125 2016/03/31 愛知県 エリート
COMMENCAL / Georide_Japan 高力　俊宏 ｺｳﾘｷ ﾄｼﾋﾛ 男 JPN19711217 14MM9700956 2016/03/31 神奈川県

ACCEL 安福　範子 ﾔｽﾌｸ ﾉﾘｺ 女 JPN19810211 22FM1201368 2016/03/31 愛知県 チャレンジ エリート

ACCEL 牛場　丈郎 ｳｼﾊﾞ ﾀｹﾛｳ 男 JPN19730412 21MM0501451 2014/03/31静岡県

ACCEL 飯塚　洋一 ｲｲﾂﾞｶ ﾖｳｲﾁ 男 JPN19840319 21MM1400593 2016/03/31静岡県

ACCEL 松本　宗一郎 ﾏﾂﾓﾄ ｿｳｲﾁﾛｳ 男 JPN19830427 静岡県

ACCEL 高林　洋文 ﾀｶﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾌﾐ 男 JPN19890910 21ME1401576 2016/03/31静岡県

BlankyDog/MUDDY CHOCOLATE 藤村　飛丸 ﾌｼﾞﾑﾗ ﾄﾋﾞﾏﾙ 男 JPN19950510 26MU1402381 2016/03/31 京都府

lovespo.com 渕野　厚志 ﾌﾁﾉ ｱﾂｼ 男 JPN19800722 21MM0100232 2016/03/31静岡県 エリート

lovespo.com 渡辺　靖之 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾔｽﾕｷ 男 JPN19721215 27MM0900428 2016/03/31 大阪府 エリート
lovespo.com 中川　弘佳 ﾅｶｶﾞﾜ ﾋﾛｶ 女 JPN19730301 27FM0100337 2016/03/31 大阪府 エリート

橘田　淳一郎 ｷｯﾀ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ 男 JPN19651013 13MM9800096 2016/03/31 東京都 エリート

ｶﾒｸﾘｺﾛｯｹ小川輪業 宇津　孝太郎 ｳﾂ ｺｳﾀﾛｳ 男 JPN19990222 14MY1200902 2016/03/31 ユース

INSANES/LIFE,,,/RR 太田　匠 ｵｵﾀ ﾀｸﾐ 男 JPN19800226 21MM0900633 2015/03/31静岡県 マスターズ

ﾁｰﾑｽﾎﾟｰﾂｷｯﾄﾞ 多田　尚史 ﾀﾀﾞ ﾅｵﾌﾐ 男 JPN19720817 13MM0101405 2016/03/31 東京都 マスターズ

INSANES/LIFE,,, 村井　直 ﾑﾗｲ ｽﾅｵ 男 JPN19740705 21MM9801559 2016/03/31静岡県 マスターズ

INSANES/LIFE,,, 山田　貴之 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｶﾕｷ 男 JPN19770311 21MM0800064 2016/03/31静岡県 マスターズ

INSANES/LIFE,,, 水野　友作 ﾐｽﾞﾉ ﾕｳｻｸ 男 JPN19760223 21MM9801558 2016/03/31静岡県
INSANES/LIFE,,, 松本　健司 ﾏﾂﾓﾄ ｹﾝｼﾞ 男 JPN19801209 21MM1400592 2016/03/31静岡県 エリート

LIFE,,,Machinestore 花村　博幸 ﾊﾅﾑﾗ ﾋﾛﾕｷ 男 JPN19670114 21MM1101488 2016/03/31静岡県 マスターズ

LIFE,,,Machinestore 栗田　尚規 ｸﾘﾀ ﾅｵｷ 男 JPN19711210 21MM1101487 2016/03/31静岡県 マスターズ

LIFE,,,Machinestore 大橋　良祐 ｵｵﾊｼ ﾘｮｳｽｹ 男 JPN19831124 21MM1500057 2016/03/31静岡県

LIFE,,,Machinestore 水野　慎也 ﾐｽﾞﾉ ｼﾝﾔ 男 JPN19700611 21ME1201453 2013/03/31兵庫県

LIFE,,,Machinestore 益子　純治 ﾏｽｺ ｼﾞｭﾝｼﾞ 男 JPN19630510 21MM1500052 2016/03/31静岡県

ﾊﾞﾝﾍﾞｰﾙ茨城 野口　惇 ﾉｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝ 男 JPN19910111 08ME1402103 2015/03/31茨城県

ﾊﾞﾝﾍﾞｰﾙ茨城 馬場　広明 ﾊﾞﾊﾞ ﾋﾛｱｷ 男 JPN19860716

江下　健太郎 ｴｼﾀ ｹﾝﾀﾛｳ 男 JPN19770408 40MM9702487 2016/03/31福岡県 エリート
TEA&SHU~CREAM 越智　直文 ｵﾁ ﾅｵﾌﾐ 男 JPN19730726 14MM0300023 2016/03/31 神奈川県

drop8/nonmotorize 清水　淳 ｼﾐｽﾞ ｼﾞｭﾝ 男 JPN19800113 14MM0501513 2016/03/31 神奈川県 マスターズ

TeamRuedaNagoya 落合　友樹 ｵﾁｱｲ ﾕｳｷ 男 JPN19830103 22MM1301805 2016/03/31 愛知県

TeamRuedaNagoya 藪内　靖弘 ﾔﾌﾞｳﾁ ﾔｽﾋﾛ 男 JPN19860218 三重県

G-WORKS-1 虎井　秀将 ﾄﾗｲ ﾋﾃﾞﾕｷ 男 JPN19770220 13MM1100692 2016/03/31 東京都 エリート

G-WORKS-1 藤井　秀和 ﾌｼﾞｲ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 男 JPN19651207 14MM1400195 2016/03/31 神奈川県

G-WORKS-1 長林　健太 ﾅｶﾞﾊﾞﾔｼ ｹﾝﾀ 男 JPN19801102 13MM1401013 2015/03/31 東京都

G-WORKS-1 池澤　誠 ｲｹｻﾞﾜ ﾏｺﾄ 男 JPN19740505 09MM9800368 2016/03/31栃木県

YUTA　HIRAYAMA チャレンジB チャレンジA

DAISUKE　IKEDA チャレンジB チャレンジA

HIDEHIRO　IWAKATA チャレンジB チャレンジB

JUNICI　MINATO チャレンジB チャレンジB

SHUNNSUKE　SHIMOKAWA チャレンジB チャレンジA

KYOSUKE　TAKEI チャレンジB
ICHIKAWA　TETSUYA チャレンジB チャレンジB

SAITO　TAKASHI チャレンジB チャレンジB
ｸﾗﾝｸｼｬﾌﾄのｵｶﾓﾄ/ちゅう吉 SHINICHI　MATSUO チャレンジA チャレンジB

TAKUFUMI　YAMADA チャレンジA チャレンジB

MOTOSHI　KADOTA チャレンジB

YOSHIAKI　ASANO チャレンジB

TAKUYA　AOKI チャレンジB

IOKA　YUSUKE

FURUKOORI 　KIYOSHI チャレンジB チャレンジB

NAGANO　YOSHINOBU チャレンジA チャレンジB

KEISUKE　HAYASHI チャレンジB
TOSHIHIRO　KORIKI チャレンジB チャレンジB

YASUFUKU　NORIKO

USHIBA　TAKEROU チャレンジB チャレンジB

IIZUKA　YOUICHI チャレンジB チャレンジA

MATUMOTO　SOUICHIROU チャレンジB チャレンジB

TAKABAYASHI　HIROFUMI チャレンジB チャレンジA

FUJIMURA　TOBIMARU チャレンジB チャレンジB

ATUSHI　FUCHINO チャレンジB

YASUYUKI　WATANABE チャレンジB
HIROKA　NAKAGAWA マスターズ/チャレンジ

TEAMﾕｷﾘﾝ KITTA　JUNICHIRO チャレンジB

UTSU　KOTARO チャレンジB

TAKUMI　OTA チャレンジB

NAOFUMI　TADA チャレンジB

SUNAO　MUARI チャレンジB

TAKAYUKI　YAMADA チャレンジB

YUUSAKU　MIZUNO チャレンジB チャレンジA
KENJI　MATSUMOTO チャレンジB

HIROYUKI　HANAMURA チャレンジB
NAOKI　KURITA チャレンジB

RYOSUKE　OHHASHI チャレンジB チャレンジB

SHINYA　MIZUNO チャレンジB チャレンジB

JYUNJI　MASUKO チャレンジB チャレンジB

JUN　NOGUCHI チャレンジB チャレンジB

HIROAKI　BABA チャレンジB チャレンジB

ｴｽﾍﾟﾗﾝｽ･ｽﾀｰｼﾞｭ/えしけん.com KENTARO　ESHITA チャレンジB
NAOFUMI　OCHI チャレンジB チャレンジB

JUN　SHIMIZU チャレンジB

YUKI　OCHIAI チャレンジB チャレンジB

YASUHIRO　YABUUCHI チャレンジB チャレンジB

HIDEYUKI　TORAI チャレンジB

HIDEKAZU　FUJII チャレンジB チャレンジA

KENTA　NAGABAYASHI チャレンジB チャレンジA

MAKOTO　IKEZAWA チャレンジB チャレンジA
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G-WORKS-1 久米田　昴 ｸﾒﾀ ｽﾊﾞﾙ 男 JPN19981213 14MY1200903 2015/03/31 神奈川県 ジュニア

小林　可奈子 ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾅｺ 女 JPN19700524 17FM9701184 2016/03/31 長野県 エリート

小林　あか里 ｺﾊﾞﾔｼ ｱｶﾘ 女 JPN20010410 17FY1500621 2016/03/31 長野県 ユース ユース

橋本　青空 ﾊｼﾓﾄ ｿﾗ 男 JPN19990512 17MY1201496 2016/03/31 長野県 ユース ユース

小段　亮 ｺﾀﾞﾝ ｱｷﾗ 男 JPN19880110 17ME0500091 2015/03/31 長野県

早川　正人 ﾏｻﾄ ﾊﾔｶﾜ 男 JPN19710623 埼玉県
SnowflakeSki 丸山　登士 ﾏﾙﾔﾏ ﾄｼ 男 JPN19780305 28MM1500587 2016/03/31兵庫県

なし 中川　浩二 ﾅｶｶﾞﾜ ｺｳｼﾞ 男 JPN19710217 38ME0210032 2006/03/31 愛媛県

U.D.K 内田　諭 ｳﾁﾀﾞ ｻﾄﾙ 男 JPN19700903 東京都

U.D.K 内田　任 ｳﾁﾀﾞ ｱﾀﾙ 男 JPN19970518 13MJ1301809 2016/03/31 東京都 ジュニア

Try-J 尾形　俊雄 ｵｶﾞﾀ ﾄｼｵ 男 JPN19510524 愛知県

Try-J 武藤　貴彦 ﾑﾄｳ ﾀｶﾋｺ 男 JPN19621004 22MM1001431 2016/03/31 愛知県

Try-J 久野　正義 ｸﾉ ﾏｻﾖｼ 男 JPN19690713 22MM1001440 2014/03/31 愛知県

Try-J 三輪　大輔 ﾐﾜ ﾀﾞｲｽｹ 男 JPN19780714 22MM0601491 2014/03/31 愛知県

Try-J 山田　ﾙｰｶｽ淳一 ﾔﾏﾀﾞ ﾙｰｶｽｼﾞｭﾝｲﾁ 男 JPN20010125 愛知県 ユース ユース

ECW RT 宮内　翼 ﾐﾔｳﾁ ﾂﾊﾞｻ 男 JPN19900201 38ME0400531 2016/03/31 愛媛県 エリート

Think RACING TEAM 加藤　孝之 ｶﾄｳ ﾀｶﾕｷ 男 JPN19790731 26MM1400791 2016/03/31 京都府
Think RACING TEAM 渡部　聖矢 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｾｲﾔ 男 JPN19910215 25ME1500604 2016/03/31滋賀県

Think RACING TEAM 石川　進一 ｲｼｶﾜ ｼﾝｲﾁ 男 JPN19680409 27MM1500016 2016/03/31 大阪府

Think RACING TEAM 上野　賢 ｳｴﾉ ｹﾝ 男 JPN19771226 京都府

Think RACING TEAM 片岸　晴矢 ｶﾀｷﾞｼ ｾｲﾔ 男 JPN19891005 京都府

Think RACING TEAM 高橋　直也 ﾀｶﾊｼ ﾅｵﾔ 男 JPN19941231

Think RACING TEAM 河口　岳史 ｶﾜｸﾞﾁ ﾀｹｼ 男 JPN19810113

Think RACING TEAM 江河　敏明 ｴｶﾞﾜ ﾄｼｱｷ 男 JPN19560804 京都府

Think RACING TEAM 三谷　賢一 ﾐﾀﾆ ｹﾝｲﾁ 男 JPN19710706 26MM0301521 2014/03/31 京都府

髑髏団 吉田　昭雄 ﾖｼﾀﾞ ｱｷｵ 男 JPN19710422 28MM0800655 2016/03/31兵庫県 エリート
髑髏団 打越　健太郎 ｳﾁｺｼ ｹﾝﾀﾛｳ 男 JPN19721130 28MM1500583 2016/03/31兵庫県

ﾁｰﾑ埼玉県人 米山　修 ﾖﾈﾔﾏ ｵｻﾑ 男 JPN19661114 11MM0100070 2016/03/31 埼玉県 マスターズ

ﾁｰﾑ埼玉県人 千葉　丈樹 ﾁﾊﾞ ｼﾞｮｳｼﾞｭ 男 JPN19660426 11MM0200095 2016/03/31 埼玉県

ﾁｰﾑ埼玉県人 永井　稔 ﾅｶﾞｲ ﾐﾉﾙ 男 JPN19701013 11MM0200759 2016/03/31 埼玉県

ﾁｰﾑ埼玉県人 藤森　義真 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾖｼﾅｵ 男 JPN19790427 14MM1200098 2016/03/31 神奈川県 マスターズ

ﾁｰﾑ埼玉県人 山西　健司 ﾔﾏﾆｼ 健司 男 JPN19800728 09MM0200754 2016/03/31栃木県 エリート

ﾁｰﾑ埼玉県人 山本　治文 ﾔﾏﾓﾄ ﾁｱﾔ 男 JPN19711103 21MM0200758 2016/03/31静岡県

AISAN RACING TEAM 綾部　勇成 ｱﾔﾍﾞ ﾀｹｱｷ 男 JPN19800905 51MP9700898 2016/03/31
高橋　勇希 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｷ 男 JPN19850924 13MM0401354 2016/03/31 東京都

山根　一貴 ﾔﾏﾈ ｶｽﾞﾀｶ 男 JPN19740515 21MM1201466 2016/03/31静岡県 エリート

園部　来夢 ｿﾉﾍﾞ ﾗｲﾑ 男 JPN19890325 13ME0401233 2016/03/31 東京都 エリート

重　由一 ｼｹﾞ ﾕｲﾁ 男 JPN19741019 13MM0901370 2016/03/31 東京都 エリート

秋山　大輔 ｱｷﾔﾏ ﾀﾞｲｽｹ 男 JPN19810213 13MM9901792 2016/03/31 東京都

金井　弘樹 ｶﾅｲ ﾋﾛｷ 男 JPN19750929 13MM1500195 2016/03/31 東京都

柴田　湧 ｼﾊﾞﾀ ﾕｳ 男 JPN19960927 13MU1200945 2016/03/31 東京都

岡野　将之 ｵｶﾉ ﾏｻﾕｷ 男 JPN19780912 13MM0801575 2016/03/31 東京都 マスターズ

小林　原生 ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾞﾝｷ 男 JPN19800614 13MM0900492 2016/03/31 東京都 マスターズ
秋吉　圭 ｱｷﾖｼ ｹｲ 男 JPN19940328 13MU1100524 2016/03/31 東京都 エリート
薄井　文夫 ｳｽｲ ﾌﾐｵ 男 JPN19700522 東京都

ﾊﾞﾝﾋﾟｰﾊﾟｽ 岩崎　篤士 ｲﾜｻｷ ｱﾂｼ 男 JPN19750507 08MM9701167 2016/03/31茨城県 マスターズ

TEAM YOUCAN 品川　真寛 ｼﾅｶﾞﾜ ﾏｻﾋﾛ 男 JPN19820215 14MM9800693 2016/03/31 神奈川県 エリート
TEAM YOUCAN 村上　純平 ﾑﾗｶﾐ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 男 JPN19850828 13ME0001635 2015/03/31 エリート

Sonic-Racing 小野　良太 ｵﾉ ﾘｮｳﾀ 男 JPN19710529 28MM0200373 2016/03/31兵庫県 エリート

Sonic-Racing 長谷　友博 ﾅｶﾞﾀﾆ ﾄﾓﾋﾛ 男 JPN19840613 28MM1300165 2016/03/31兵庫県 エリート

Sonic-Racing 岸本　直樹 ｷｼﾓﾄ ﾅｵｷ 男 JPN19910123 28ME1200599 2016/03/31兵庫県 エリート

SUBARU　KUMETA チャレンジB

MTBｸﾗﾌﾞ安曇野 KANAKO　KOBAYASHI マスターズ/チャレンジ

MTBｸﾗﾌﾞ安曇野 AKARI　KOBAYASHI

MTBｸﾗﾌﾞ安曇野 SORA　HASHIMOTO

MTBｸﾗﾌﾞ安曇野 AKIRA　KODAN チャレンジA チャレンジB

MTBｸﾗﾌﾞ安曇野 MASATO　HAYAKAWA チャレンジB チャレンジB
TOSHI 　MARUYAMA チャレンジB チャレンジB

KOJI　NAKAGAWA チャレンジB チャレンジB
SATORU　UCHIDA チャレンジB チャレンジA

ATARU　UCHIDA チャレンジB

TOSHIO　OGATA チャレンジB チャレンジB

TAKAHIKO　MUTO チャレンジB チャレンジA

MASAYOSHI　KUNO チャレンジB チャレンジB

DAISUKE　MIWA チャレンジB チャレンジB

LUCAS JUN-ITI　YAMADA

TSUBASA　MIYAUCHI チャレンジB

KATO　TAKAYUKI チャレンジB チャレンジA
WATANABW　SEIYA チャレンジB チャレンジB

ISIKAWA　SHINICHI チャレンジB チャレンジA

UENO　KEN チャレンジB チャレンジA

KATAGISHI　SEIYA チャレンジB チャレンジB

TAKAHASHI　NAOYA チャレンジB チャレンジA

KAWAGUCHI　TAKESHI チャレンジB チャレンジB

EGAWA　TOSHIAKI チャレンジB チャレンジB

MITANI　KENICHI チャレンジB チャレンジB

YOSHIDA　AKIO チャレンジB
UCHIKOSHI　KENTATOU チャレンジB チャレンジB

OSAMU　YONEYAMA チャレンジB

JYOUJYU　CHIBA チャレンジB チャレンジB

MINORU　NAGAI チャレンジB チャレンジB

YOSHINAO　FUJIMORI チャレンジB

KENJI　YAMANISHI チャレンジB

CHIAYA　YAMAMOTO チャレンジA チャレンジB

TAKEAKI　AYABE チャレンジA チャレンジB
ﾅｶｻﾞﾜｼﾞﾑ XCO YUKI　TAKAHASHI チャレンジA チャレンジB

ﾅｶｻﾞﾜｼﾞﾑ XCO KAZUTAKA　YAMANE チャレンジB
ﾅｶｻﾞﾜｼﾞﾑ XCO RAIMU　SONOBE チャレンジB

ﾅｶｻﾞﾜｼﾞﾑ XCO YUICHI　SHIGE チャレンジB

ﾅｶｻﾞﾜｼﾞﾑ XCO DAISUKE　AKIYAMA チャレンジA チャレンジB

ﾅｶｻﾞﾜｼﾞﾑ XCO HIROKI　KANAI チャレンジB チャレンジB

ﾅｶｻﾞﾜｼﾞﾑ XCO YU　SHIBATA チャレンジA チャレンジB

ﾅｶｻﾞﾜｼﾞﾑ GRAVITY MASAYUKI　OKANO チャレンジB

ﾅｶｻﾞﾜｼﾞﾑ GRAVITY GENKI　KOBAYASHI チャレンジB
ﾅｶｻﾞﾜｼﾞﾑ GRAVITY KEI　AKIYOSHI チャレンジB
ﾅｶｻﾞﾜｼﾞﾑ GRAVITY FUMIO　USUI チャレンジB チャレンジB

ATSUSHI　IWASAKI チャレンジB

MASAHIRO　SHINAGAWA チャレンジB
JUMPEI　MURAKAMI チャレンジB

RYOTA　ONO チャレンジA

TOMOHIRO　NAGATANI チャレンジB

NAOKI　KISIMOTO チャレンジB
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Sonic-Racing 日和　広次 ﾋﾖﾘ ｺｳｼﾞ 男 JPN19760114 28MM0900425 2016/03/31兵庫県

Sonic-Racing 梶　鉄輝 ｶｼﾞ ﾃﾂｷ 男 JPN19991217 28MY1401941 2016/03/31兵庫県 ユース ユース

Sonic-Racing 大西　秀典 ｵｵﾆｼ ﾋﾃﾞﾉﾘ 男 JPN19990605 28MY1301377 2016/03/31兵庫県 ユース ユース

Sonic-Racing 千原　亜里沙 ﾁﾊﾗ ｱﾘｻ 女 JPN20010322 28FY1401781 2016/03/31兵庫県 ユース ユース

Sonic-Racing 大谷　崇馬 ｵｵﾀﾆ ｿｳﾏ 男 JPN19991001 兵庫県 ユース ユース

ﾏｳﾝﾃﾝ☆ﾎﾟﾃﾄ 酒居　良和 ｻｶｲ ﾖｼｶｽﾞ 男 JPN19641128 34MM0200433 2016/03/31広島県 マスターズ
ﾏｳﾝﾃﾝ☆ﾎﾟﾃﾄ 細井　陽介 ﾎｿｲ ﾖｳｽｹ 男 JPN19811022 34MM0300242 2016/03/31広島県 エリート

ﾏｳﾝﾃﾝ☆ﾎﾟﾃﾄ 井上　裕隆 ｲﾉｳｴ ﾋﾛﾀｶ 男 JPN19701206 広島県

teamAST 安達　信一 ｱﾀﾞﾁ ｼﾝｲﾁ 男 JPN19671109 埼玉県

teamAST 尾崎　潤 ｵｻﾞｷ ｼﾞｭﾝ 男 JPN19690701 13MM1201412 2016/03/31 東京都 マスターズ

teamAST 土岐　仁謙 ﾄｷ ﾖｼﾉﾘ 男 JPN19751119 東京都

teamAST 幸田　玲音 ｺｳﾀﾞ ﾚｵﾝ 男 JPN19990616 13MY1201409 2016/03/31 東京都 ユース ユース

teamAST 萩原　英二 ﾊｷﾞﾜﾗ ｴｲｼﾞ 男 JPN19710424 11MM1500272 2016/03/31 埼玉県

KYB RACING 粟野　宏一郎 ｱﾜﾉ ｺｳｲﾁﾛｳ 男 JPN19780304 24MM1001493 2016/03/31岐阜県 マスターズ

KYB RACING 野口　寛洋 ﾉｸﾞﾁ ﾉﾌﾞﾋﾛ 男 JPN19780421 24MM9701526 2016/03/31岐阜県 マスターズ

KYB RACING 原田　耕太 ﾊﾗﾀﾞ ｺｳﾀ 男 JPN19800114 24MM1300598 2016/03/31岐阜県 マスターズ

KYB RACING 中野　隆介 ﾅｶﾉ ﾘｭｳｽｹ 男 JPN19880523 24ME1200195 2016/03/31岐阜県 エリート
KYB RACING 大野　良平 ｵｵﾉ ﾘｮｳﾍｲ 男 JPN19820221 24MM0501389 2016/03/31岐阜県 エリート

KYB RACING 山田　基史 ﾔﾏﾀﾞ ﾓﾄﾌﾐ 男 JPN19750621 22ME9800166 2013/03/31 愛知県

KYB RACING 井上　貴裕 ｲﾉｳｴ ﾀｶﾋﾛ 男 JPN19820104 27MM0500994 2016/03/31 大阪府 マスターズ

KYB RACING 辻本　秀信 ﾂｼﾞﾓﾄ ﾋﾃﾞﾉﾌﾞ 男 JPN19860307 27ME0400093 2016/03/31 大阪府 エリート

TWO CYCLE 佐藤　周平 ｻﾄｳ ｼｭｳﾍｲ 男 JPN19881118 21ME1500647 2016/03/31静岡県

BeX ISOYA 川上　徹造 ｶﾜｶﾐ ﾃﾂｿﾞｳ 男 JPN19730528 14MM1200065 2016/03/31 神奈川県

風魔吉祥寺 若林　正幸 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾕｷ 男 JPN19680306 13MM9800506 2016/03/31 東京都 エリート

NCC CEREZO 間藤　清仁 ﾏﾄｳ ｷﾖﾋﾄ 男 JPN19850109 09MM1500431 2016/03/31栃木県

NCC CEREZO 和田　清秀 ﾜﾀﾞ ｷﾖﾋﾃﾞ 男 JPN19850913 11MM1402356 2016/03/31 埼玉県
泉野　龍雅 ｲｽﾞﾐﾉ ﾘｮｳｶﾞ 男 JPN19981008 愛知県 ジュニア

ｽﾄﾗｰﾀﾞﾚｰｼﾝｸﾞ 佐野　光宏 ｻﾉ ﾐﾂﾋﾛ 男 JPN19690130 25MM0700452 2016/03/31滋賀県 マスターズ

ｽﾄﾗｰﾀﾞﾚｰｼﾝｸﾞ 酒井　健吾 ｻｶｲ ｹﾝｺﾞ 男 JPN19880102 25ME1500558 2016/03/31滋賀県

ｽﾄﾗｰﾀﾞﾚｰｼﾝｸﾞ 坂本　陽介 ｻｶﾓﾄ ﾖｳｽｹ 男 JPN19850603 25MM1500559 2016/03/31滋賀県

ｽﾄﾗｰﾀﾞﾚｰｼﾝｸﾞ 加納　尚子 ｶﾉｳ ﾅｵｺ 女 JPN19691031 23FM1201886 2016/03/31三重県 エリート

BH RACING MTB TEAM 恩田　祐一 ｵﾝﾀﾞ ﾕｳｲﾁ 男 JPN19800624 16MM1200427 2016/03/31 新潟県 エリート

BH RACING MTB TEAM 中原　義貴 ﾅｶﾊﾗ ﾖｼﾀｶ 男 JPN19930210 27MU0600249 2016/03/31 大阪府 エリート

BH RACING MTB TEAM 布袋田　沙織 ﾎﾃｲﾀﾞ ｻｵﾘ 女 JPN19850825 26FM1400867 2015/04/01 京都府 エリート
與那嶺　恵理 ﾖﾅﾐﾈ ｴﾘ 女 JPN19910425 08FE1101795 2016/03/31茨城県 エリート

FOCUS XC JAPAN TEAM 濱　由嵩 ﾊﾏ ﾖｼﾀｶ 男 JPN19841205 19MM0900300 2016/03/31 石川県 エリート

DEVINCI,AST 高山　祐次郎 ﾀｶﾔﾏ ﾕｳｼﾞﾛｳ 男 JPN19900706 13MB0501344 2006/03/31 エリート

ROOKIES/GIOCARE 丹羽　良典 ﾆﾜ ﾖｼﾉﾘ 男 JPN19840719 愛知県

Club La.sista Offroad team 宮城　義一 ﾐﾔｷﾞ ﾖｼｶｽﾞ 男 JPN19740911 26MM9700883 2016/03/31 京都府

Club La.sista Offroad team 田井　善久 ﾀｲ ﾖｼﾋｻ 男 JPN19700731 26MM1402388 2016/03/31 奈良県

Club La.sista Offroad team 中田　拓郎 ﾅｶﾀ ﾀｸﾛｳ 男 JPN19810506 29MU0101078 2004/03/31 奈良県

RAGE69 大島　礼治 ｵｵｼﾏ ﾚｲｼﾞ 男 JPN19750316 28MP9701991 2016/03/31兵庫県 エリート

VAN-QUISH 志賀　孝治 ｼｶﾞ ｺｳｼﾞ 男 JPN19760916 35MM9901649 2015/03/31 山口県 エリート
VAN-QUISH 内富　哲男 ｳﾁﾄﾐ ﾃﾂｵ 男 JPN19840921 35MM1101570 2016/03/31 山口県 エリート

VAN-QUISH 村田　実里 ﾑﾗﾀ ﾐｻﾄ 女 JPN19761216 35FM0900572 2015/03/31 山口県 エリート

VAN-QUISH 柳田　雄輔 ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ﾕｳｽｹ 男 JPN19851124 35ME1000497 2015/03/31 山口県

VAN-QUISH 三浦　星路 ﾐｳﾗ ｾｲｼﾞ 男 JPN19990615 40MY1500524 2016/03/31 山口県

FUKAYA RACING 武井　怜緒奈 ﾀｹｲ ﾚｵﾅ 男 JPN19770309 23MM9700864 2015/03/31 愛知県 エリート エリート

佐々木　恒輔 ｻｻｷ ｺｳｽｹ 男 JPN19741007 31MM1200425 2016/03/31 鳥取県 マスターズ

Cat_me 佐山　妙子 ｻﾔﾏ ﾀｴｺ 女 JPN19350928 神奈川県 チャレンジ

SEOcycle 荻島　聡 ｵｷﾞｼﾏ ｻﾄｼ 男 JPN19700208 11ME9700608 埼玉県 エリート

KOJI　HIYORI チャレンジB チャレンジB

TETSUKI　KAJI

HIDENORI　OHNISHI

ARISA　CHIHARA

SOMA　OTANI

YOSHIKAZU　SAKAI チャレンジB
YOUSUKE　HOSOI チャレンジB

HIROTAKA　INOUE チャレンジB チャレンジB
SINICHI　ADACHI チャレンジB チャレンジB

JUN　OZAKI チャレンジB

YOSHINORI　TOKI チャレンジB チャレンジB

REON　KODA

EIJI　HAGIWARA チャレンジB チャレンジB

KOICHIRO　AWANO チャレンジB

NOBUHIRO　NOGUCHI チャレンジB

KOUTA　HARADA チャレンジB

RYUSUKE　NAKANO チャレンジB
RYOHEI　ONO チャレンジB

MOTOFUMI　YAMADA チャレンジB チャレンジB

TAKAHIRO　INOUE チャレンジB

HIDENOBU　TSUJIMOTO チャレンジB

SHUHEI　SATO チャレンジB チャレンジB

TETSUZO　KAWAKAMI チャレンジA チャレンジB

MASAYUKI　WAKABAYASHI チャレンジB

KIYOHITO　MATOU チャレンジB チャレンジB

KIYOHIDE　WADA チャレンジB チャレンジB
豊橋桜丘高校/KONA/自転車道 RYOGA　IZUMINO チャレンジB

MITSUHIRO　SANO チャレンジB

KENGO　SAKAI チャレンジB チャレンジB

YOUSUKE　SAKAMOTO チャレンジB チャレンジB

NAOKO　KANOU マスターズ/チャレンジ

YUUICHI　ONDA チャレンジB

YOSHITAKA　NAKAHARA チャレンジB

SAORI　HOTEIDA マスターズ/チャレンジ
ｻｸｿﾊﾞﾝｸFX証券 ERI　YONAMINE エリート/チャレンジ

YOSHITAKA　HAMA チャレンジB
YUJIRO　TAKAYAMA チャレンジB

YOSHINORI　NIWA チャレンジB チャレンジA

YOSHIKAZU　MIYAGI チャレンジB チャレンジB

YOSHIHISA　TAI チャレンジB チャレンジB

TAKUROU　NAKATA チャレンジB チャレンジB

REIJI　OHSHIMA チャレンジB

KOUJI　SHIGA チャレンジB
TETUO　UTITOMI チャレンジB

MISATO　MURATA マスターズ/チャレンジ

YUUSUKE　YANAGIDA チャレンジB チャレンジA

SEIJI　MIURA チャレンジB チャレンジB

REONA　TAKEI

BUCYO coffee.CLT 山陰 KOUSUKE　SASAKI チャレンジB

TAEKO　SAYAMA マスターズ/チャレンジ

OGISHIMA　SATOSHI チャレンジB
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SEOcycle 三木　洋介 ﾐｷ ﾖｳｽｹ 男 JPN19891016 更新中 埼玉県

SEOcycle 阿部　渓太 ｱﾍﾞ ｹｲﾀ 男 JPN19930703 更新中 埼玉県 エリート

NCFR 余語　賢司 ﾖｺﾞ ｹﾝｼﾞ 男 JPN19680811 22MM9701551 愛知県 エリート

たぬき小屋 福王寺　大樹 ﾌｸｵｳｼﾞ ﾋﾛｷ 男 JPN19890125 申請中 埼玉県

たぬき小屋 福王寺　一樹 ﾌｸｵｳｼﾞ ｲﾂｷ 男 JPN19890125 申請中 埼玉県

1jyoMatsumotoRacing 松本　優人 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳﾄ 男 JPN19870205 申請中 大阪府 エリート
ﾗｸﾗｸ野郎ﾗﾃﾝ系 宮田　裕樹 ﾐﾔﾀ ﾋﾛｷ 男 JPN19700824 09MM1400254 栃木県

ﾗｸﾗｸ野郎ﾗﾃﾝ系 相場　裕之 ｱｲﾊﾞ ﾋﾛﾕｷ 男 JPN19720213 申請中 埼玉県

ﾁｰﾑ ｶﾞﾁｬﾋﾟﾝ 木下　雄介 ｷﾉｼﾀ ﾕｳｽｹ 男 JPN19990410 申請中 大阪府 ユース ユース

One on One/SCC 古庄　勇輝 ﾌﾙｼｮｳ ﾕｳｷ 男 JPN19880119 申請中

Cyclery KIRIN / KMC / iPlan 鈴木　智之 ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾕｷ 男 JPN19780610 14MM0600493 神奈川県 エリート

Cyclery KIRIN / KMC / iPlan 北島　篤志 ｷﾀｼﾞﾏ ｱﾂｼ 男 JPN19771007 13MM0100829 東京都 エリート

Cyclery KIRIN / KMC / iPlan 鈴木　美香子 ｽｽﾞｷ ﾐｶｺ 女 JPN19740209 13FM1100540 東京都 エリート

Cyclery KIRIN / KMC / iPlan 橘　信基 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾉﾌﾞｷ 男 JPN19940718 13MU1400412 東京都

Cyclery KIRIN / KMC / iPlan 内海　敬大 ｳﾂﾐ ﾀｶﾋﾛ 男 JPN19820805 申請中 神奈川県

Cyclery KIRIN / KMC / iPlan 松田　賢太郎 ﾏﾂﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 男 JPN19960801 申請中 神奈川県

TEAM NARO/rokkoracing 藤田　翔也 ﾌｼﾞﾀ ｼｮｳﾔ 男 JPN19911114 21ME0600023 静岡県 エリート
TEAM NARO/rokkoracing 鈴木　京太 ｽｽﾞｷ ｷｮｳﾀ 男 JPN19920206 21ME1100043 静岡県 エリート

kch 神谷　知 ｶﾐﾔ ｻﾄﾙ 男 JPN19690403 申請中 愛知県

浅田　知寿 ｱｻﾀﾞ ﾄﾓﾋｻ 男 JPN19680715 38MM9702439 愛媛県 マスターズ

青波　政洋 ｱｵﾅﾐ ﾏｻﾋﾛ 男 JPN19680817 38MM9901805 愛媛県

高橋　雅志 ﾀｶﾊｼ ﾏｻｼ 男 JPN19700725 38MM0401492 愛媛県 エリート

檜垣　良一 ﾋｶﾞｷ ﾘｮｳｲﾁ 男 JPN19720126 38MM1100114 愛媛県 エリート

重兼　みゆき ｼｹﾞｶﾈ ﾐﾕｷ 女 JPN19860120 申請中 愛媛県 エリート チャレンジ

山本　秀明 ﾔﾏﾓﾄ　ﾋﾃﾞｱｷ 男 JPN19650204 申請中 愛媛県

ﾀﾌｽﾀｯﾌねこｽﾋﾟｰﾄﾞ 実川　ともを ｼﾞﾂｶﾜ ﾄﾓｦ 男 JPN19750711 13mm1201529 東京都
Team A&F SANTACRUZ 黒沢　大介 ｸﾛｻﾜ ﾀﾞｲｽｹ 男 JPN19900421 13ME00059 東京都 エリート

市毛　丈之 ｲﾁｹﾞ ﾀｹﾕｷ 男 JPN19720312 申請中 茨城県 マスターズ

北陸ﾄﾞﾛﾀﾎﾞｳ 石橋　宏充 ｲｼﾊﾞｼ ﾋﾛﾐﾂ 男 JPN19630122 18MM1402221 富山県

北陸ﾄﾞﾛﾀﾎﾞｳ 前瀬　和顕 ﾏｴｾ ｶｽﾞｱｷ 男 JPN19690206 申請中 富山県

九島　勇気 ｸｼﾏ ﾕｳｷ 男 JPN19930821 申請中 神奈川県 エリート

鏑木　裕 ｶﾌﾞﾗｷﾞ ﾕﾀｶ 男 JPN19690727 14MM0900702 神奈川県 エリート

橋口　潤一郎 ﾊｼｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ 男 JPN19780529 13MM1201485 神奈川県 エリート

橋口　陽子 ﾊｼｸﾞﾁ ﾖｳｺ 女 JPN19800417 13FM1201486 神奈川県 エリート
政井　亮一 ﾏｻｲ ﾘｮｳｲﾁ 男 JPN19740615 13MM1201532 東京都 エリート

新谷　直也 ｼﾝﾀﾆ ﾅｵﾔ 男 JPN19780801 申請中 東京都 エリート

上野　祐介 ｳｴﾉ ﾕｳｽｹ 男 JPN19780714 申請中 神奈川県

柴田　哲徳 ｼﾊﾞﾀ ﾃﾂﾉﾘ 男 JPN19860715 14ME1400168 神奈川県

野下　幸 ﾉｼﾀ ﾕｷ 女 JPN19871114 申請中 東京都 チャレンジ

嘉村　憲司 ｶﾑﾗ ｹﾝｼﾞ 男 JPN19710601 申請中 神奈川県

PAXPROJECT 代田　和明 ｼﾛﾀ ｶｽﾞｱｷ 男 JPN19720108 12MM0300832 千葉県 エリート

PAXPROJECT 鈴木　禄徳 ｽｽﾞｷ ﾖｼﾉﾘ 男 JPN19871112 12ME0300860 千葉県 エリート

PAXPROJECT 足立　文夫 ｱﾀﾞﾁ ﾌﾐｵ 男 JPN19750312 14MM9900003 神奈川県 エリート
PAXPROJECT 石黒　大樹 ｲｼｸﾞﾛ ﾄﾓｷ 男 JPN19730426 06MM9700258 山形県 エリート

PAXPROJECT 霜山　誠一 ｼﾓﾔﾏ ｾｲｲﾁ 男 JPN19891201 07ME0400375 福島県 エリート

PAXPROJECT 広瀬　由紀 ﾋﾛｾ ﾕｷ 女 JPN19701223 14FM1001359 神奈川県 エリート

PAXPROJECT 長尾　宏樹 ﾅｶﾞｵ ﾋﾛｷ 男 JPN19930521 07MU1401605 福島県

PAXPROJECT 山田　大介 ﾔﾏﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 男 JPN19930219 07MU1301819 福島県

PAXPROJECT 積田　連 ﾂﾐﾀ ﾚﾝ 男 JPN20000129 07MY1300495 福島県 ユース ユース

RIDELIFE GIANT 斎藤　朋寛 ｻｲﾄｳ ﾄﾓﾋﾛ 男 JPN19770302 14MM9700965 神奈川県 エリート

RIDELIFE GIANT 滝下　泰民 ﾀｷｼﾀ ﾔｽﾀﾐ 男 JPN19670707

MIKI　YOSUKE チャレンジB チャレンジA

ABE　KEITA チャレンジB

KENJI　YOGO チャレンジB

HIROKI　FUKUOUJI チャレンジA チャレンジB

ITSUKI　FUKUOUJI チャレンジA チャレンジB

YUTO　MATSUMOTO チャレンジB
HIROKI　MIYATA チャレンジA チャレンジB

HIROYUKI　AIBA チャレンジB チャレンジB
KINOSHITA　YUSUKE

YUKI　FURUSHO チャレンジB チャレンジB

TOMOYUKI　SUZUKI チャレンジB

ATSUSHI　KITAJIMA チャレンジB

MIKAKO　SUZUKI マスターズ/チャレンジ

NOBUKI　TACHIBANA チャレンジA チャレンジB

TAKAHIRO　UTSUMI チャレンジB チャレンジB

KENTARO　MATSUDA チャレンジB チャレンジB

SHOYA　FUJITA チャレンジB
KYOTA　SUZUKI チャレンジB

SATORU　KAMIYA チャレンジB チャレンジB

焼鳥山鳥R TOMOHISA　ASADA チャレンジB

焼鳥山鳥R MASAHIRO　AONAMI チャレンジB チャレンジB

焼鳥山鳥R MASASHI　TAKAHASHI チャレンジB

焼鳥山鳥R RYOUICHI　HIGAKI チャレンジB

焼鳥山鳥R MIYUKI　SHIGEKANE

焼鳥山鳥R HIDEAKI　YAMAMOTO チャレンジB チャレンジB

TOMOWO　JITSUKAWA チャレンジB チャレンジA
DAISUKE　KUROSAWA チャレンジB

ﾊﾞﾝﾋﾟｰﾊﾟｽ&Vesrah ICHIGE　TAKEYUKI チャレンジB

HIROMITSU　ISHIBASHI チャレンジA チャレンジB

KAZUAKI　MAESE チャレンジB チャレンジB

玄武 MONDRAKER YUKI　KUSHIMA チャレンジB

TEAM ﾜﾀﾞﾁﾔ YUTAKA　KABURAGI チャレンジB

TEAM ﾜﾀﾞﾁﾔ JUNICHIRO　HASHIGUCHI チャレンジB

TEAM ﾜﾀﾞﾁﾔ YOKO　HASHIGUCHI マスターズ/チャレンジ
TEAM ﾜﾀﾞﾁﾔ RYOICHI　MASAI チャレンジB

TEAM ﾜﾀﾞﾁﾔ NAOYA　SHINTANI チャレンジB
TEAM ﾜﾀﾞﾁﾔ YUSUKE　UENO チャレンジA チャレンジB

TEAM ﾜﾀﾞﾁﾔ TETSUNORI　SHIBATA チャレンジA チャレンジB

TEAM ﾜﾀﾞﾁﾔ YUKI　NOSHITA エリート/チャレンジ

TEAM ﾜﾀﾞﾁﾔ KENJI　KAMURA チャレンジB チャレンジB

KAZUAKI　SHIROTA チャレンジB

YOSHINORI　SUZUKI チャレンジB

FUMIO　ADACHI チャレンジB
TOMOKI　ISHIGURO チャレンジB

SHIMOYAMA　SEIICHI チャレンジB

YUKI　HIROSE マスターズ/チャレンジ

HIROKI　NAGAO チャレンジA チャレンジB

DAISUKE　YAMADA チャレンジB チャレンジB

REN　TSUMITA

TOMOHIRO　SAITO チャレンジB

YASUTAMI　TAKISHITA チャレンジA チャレンジB
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ｽｸﾐｽﾞﾏｼﾝﾜｰｸｽ 川村　誠 ｶﾜﾑﾗ ﾏｺﾄ 男 JPN19880427 26ME1001865 京都府

ｽｸﾐｽﾞﾏｼﾝﾜｰｸｽ 宮津　旭 ﾐﾔﾂﾞ ｱｻﾋ 男 JPN19940808 申請中 東京都

TADO BICYCLE TEAM 伊藤　政利 ｲﾄｳ ﾏｻﾄｼ 男 JPN19680327 申請中 三重県

こけむしろ 村上　功太郎 ﾑﾗｶﾐ ｺｳﾀﾛｳ 男 JPN20000428 申請中 愛媛県

荒金　知史 ｱﾗｶﾞﾈ ﾄﾓﾌﾐ 男 JPN19830602 27ME0001469 大阪府 エリート

西平　孝継 ﾆｼﾋﾗ ﾀｶﾂｸﾞ 男 JPN19740610 27ME0500293 大阪府
上杉　俊輔 ｳｴｽｷﾞ ｼｭﾝｽｹ 男 JPN19770725 27ME0401007 大阪府

井上　暁 ｲﾉｳｴ ｱｷﾗ 男 JPN19821124 27ME0300853 大阪府

衣斐　啓太 ｴﾋﾞ ｹｲﾀ 男 JPN19920423 申請中

野間　夏樹 ﾉﾏ ﾅﾂｷ 男 JPN19810715 申請中

阿部　吉邦 ｱﾍﾞ ﾖｼｸﾆ 男 JPN19700312 申請中

小坂　憲太朗 ｺｻｶ ｹﾝﾀﾛｳ 男 JPN19870925 27ME1100190 大阪府

岡　修平 ｵｶ ｼｭｳﾍｲ 男 JPN19840815 申請中 栃木県 エリート

田口　信博 ﾀｸﾞﾁ ﾉﾌﾞﾋﾛ 男 JPN19640205 申請中 千葉県

菅原　純 ｽｶﾞﾜﾗ ｼﾞｭﾝ 男 JPN19670828 12MM1001492 千葉県

中嶋　新司 ﾅｶｼﾏ ｼﾝｼﾞ 男 JPN19780402 申請中 千葉県

USM 西尾　敬介 ﾆｼｵ ｹｲｽｹ 男 JPN19790414 申請中
USM 武市　佳人 ﾀｹｲﾁ ﾖｼﾋﾄ 男 JPN19770707 13MM0900478

USM 宇津木　実 ｳﾂｷﾞ ﾐﾉﾙ 男 JPN19800410 申請中

USM 尾前　靖 ｵﾏｴ ﾔｽｼ 男 JPN19730316 申請中 東京都

USM 川崎　路子 ｶﾜｻｷ ﾐﾁｺ 女 JPN19780108 21FM0600989 エリート

USM 佐藤　誠示 ｻﾄｳ ｾｲｼﾞ 男 JPN19830723 11MM0501071 エリート

USM 橋本　賢毅 ﾊｼﾓﾄ ﾏｻｷ 男 JPN19750329 13MM9700877 東京都 エリート

e-Bridge VeLO 畦地　利哉 ｱｾﾞﾁ ﾄｼﾔ 男 JPN19711006 24mm0100269 エリート

大阪工業大学 木村　吉秀 ｷﾑﾗ ﾖｼﾋﾃﾞ 男 JPN19940810 25MU1000859 滋賀県

大阪工業大学 織田　智陽 ｵﾘﾀ ﾄﾓﾊﾙ 男 JPN19941024 27MU1301552 大阪府
Team T-SERV. 澤木　紀雄 ｻﾜｷ ﾉﾘｵ 男 JPN19880203 13ME1101600 エリート

Team T-SERV. 神谷　知明 ｶﾐﾔ ﾄﾓｱｷ 男 JPN19711119 13MM9800463 東京都 エリート

井上　智宏 ｲﾉｳｴ ﾄﾓﾋﾛ 男 JPN19761220 14MM1200078 神奈川県

九島　あかね ｸｼﾏ ｱｶﾈ 女 JPN19950915 14FU0900091 神奈川県 エリート

GLOBERIDE RACING 兼岡　邦旭 ｶﾈｵｶ ｸﾆｱｷ 男 JPN19880601 申請中 東京都 エリート

玄武 九島　賛汰 ｸｼﾏ ｻﾝﾀ 男 JPN19911219 14ME0500219 神奈川県 エリート

玄武 九島　凜 ｸｼﾏ ﾘﾝ 男 JPN19980115 14MJ1200490 神奈川県 ジュニア

日野自動車ﾚｰｼﾝｸﾞﾁｰﾑ 筋野　俊昭 ｽｼﾞﾉ ﾄｼｱｷ 男 JPN19730829 13MM0300693 東京都 マスターズ
日野自動車ﾚｰｼﾝｸﾞﾁｰﾑ 西垣内　裕治 ﾆｼｶﾞｲﾁ ﾕｳｼﾞ 男 JPN19751120 13MM0200157 東京都

日野自動車ﾚｰｼﾝｸﾞﾁｰﾑ 福島　正明 ﾌｸｼﾏ ﾏｻｱｷ 男 JPN19630711 13MM1201513 東京都

日野自動車ﾚｰｼﾝｸﾞﾁｰﾑ 中山　誠司 ﾅｶﾔﾏ ｻﾄｼ 男 JPN19730429 13MM0000110 東京都

蔭山　智彦 ｶｹﾞﾔﾏ ﾄﾓﾋｺ 男 JPN19710903 27ME9701922 大阪府 エリート

久保　 吉之助 ｸﾎﾞ ｷﾁﾉｽｹ 男 JPN19841120 大阪府

柳沢　竜二 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾘｭｳｼﾞ 男 JPN19900715 27ME0401095 大阪府

藤原　孝彰 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀｶｱｷ 男 JPN19850815 大阪府

藤本　尚希 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾅｵｷ 男 JPN19881126 大阪府

横澤　太 ﾖｺｻﾞﾜ ﾀﾞｲ 男 JPN19890730
KhodaaBloom 詫間　啓耀 ﾀｸﾏ ﾀｶｱｷ 男 JPN19900331 14ME1201285 神奈川県

TAKTRY RACING 藤田　尚登 ﾌｼﾞﾀ ﾅｵﾄ ＮＡＯＴＯ　ＦＵＪＩＴＡ 男 JPN19800928 申請中 三重県

八代農業高校泉分校 宮田　勇誠 ﾐﾔﾀ ﾕｳｾｲ 男 JPN19971108 43MJ1500371 2016/03/31熊本県

うさぎ 佐々木　大介 ｻｻｷ ﾀﾞｲｽｹ 男 JPN19751125 申請中 神奈川県

Topknot racing 阿藤　寛 ｱﾄｳ ﾋﾛｼ 男 JPN19841108 申請中 大阪府 エリート

team NRC 樋口　一志 ﾋｸﾞﾁ ｶｽﾞｼ 男 JPN19670214 26MM0500360 京都府

FUNFANCY 高松　健二 ﾀｶﾏﾂ ｹﾝｼﾞ 男 JPN19760413 申請中 兵庫県 エリート

FUNFANCY 市川　洋平 ｲﾁｶﾜ ﾖｳﾍｲ 男 JPN19830207 兵庫県

MAKOTO　KAWAMURA チャレンジB チャレンジB

ASAHI　MIYAZU チャレンジB チャレンジB

MASATOSHI　ITO チャレンジB チャレンジB

MURAKAMI　KOUTAROU チャレンジB チャレンジB

ｼﾏﾉﾄﾞﾘﾝｷﾝｸﾞ DH A TOMOFUMI　ARAGANE チャレンジB

ｼﾏﾉﾄﾞﾘﾝｷﾝｸﾞ DH A TAKATSUGU　NISHIHIRA チャレンジB チャレンジA
ｼﾏﾉﾄﾞﾘﾝｷﾝｸﾞ DH A SHUNSUKE　UESUGI チャレンジB チャレンジA

ｼﾏﾉﾄﾞﾘﾝｷﾝｸﾞ DH A AKIRA　INOUE チャレンジB チャレンジA
ｼﾏﾉﾄﾞﾘﾝｷﾝｸﾞ DH A KEITA　EBI チャレンジB チャレンジB

ｼﾏﾉﾄﾞﾘﾝｷﾝｸﾞ DH A NATSUKI　NOMA チャレンジB チャレンジB

ｼﾏﾉﾄﾞﾘﾝｷﾝｸﾞ DH A YOSHIKUNI　ABE チャレンジB チャレンジB

ｼﾏﾉﾄﾞﾘﾝｷﾝｸﾞ DH A KENTARO　KOSAKA チャレンジB チャレンジA

OKA　SHUHEI チャレンジB

TEAM輪工房 NOBUHIRO　TAGUCHI チャレンジB チャレンジB

TEAM輪工房 JYUN　SUGAWARA チャレンジB チャレンジB

TEAM輪工房 SHINJI　NAKASHIMA チャレンジB チャレンジB

KEISUKE　NISHIO チャレンジB チャレンジB
YOSHIHITO　TAKEICHI チャレンジA チャレンジB

MINORU　UTSUGI チャレンジB チャレンジB

YASUSHI　OMAE チャレンジB チャレンジB

MICHIKO　KAWASAKI マスターズ/チャレンジ

SEIJI　SATOU チャレンジB

MASAKI　HASHIMOTO チャレンジB

TOSHIYA　AZECHI チャレンジB

YOSHIHIDE　KIMURA チャレンジB チャレンジB

TOMOHARU　ORITA チャレンジB チャレンジB
NORIO　SAWAKI チャレンジB

TOMOAKI　KAMIYA チャレンジB

あしがらCXC Racing Team TOMOHIRO　INOUE チャレンジB チャレンジB

玄武 Turner AKANE　KUSHIMA エリート/チャレンジ

KANEOKA　KUNIAKI チャレンジB

SANTA　KUSHIMA チャレンジB

RIN　KUSHIMA チャレンジB

TOSHIAKI　SUJINO チャレンジB
YUJI　NISHIGAICHI チャレンジA チャレンジB

MASAAKI　FUKUSHIMA チャレンジB チャレンジB
SATOSHI　NAKAYAMA チャレンジB チャレンジB

ｼﾏﾉﾄﾞﾘﾝｷﾝｸﾞDH B TOMOHIKO　KAGEYAMA チャレンジB

ｼﾏﾉﾄﾞﾘﾝｷﾝｸﾞDH B KICHINOSUKE　KUBO チャレンジB チャレンジB

ｼﾏﾉﾄﾞﾘﾝｷﾝｸﾞDH B RYUJI　YANAGISAWA チャレンジB チャレンジA

ｼﾏﾉﾄﾞﾘﾝｷﾝｸﾞDH B TAKAAKI　FUJIWARA チャレンジB チャレンジB

ｼﾏﾉﾄﾞﾘﾝｷﾝｸﾞDH B NAOKI　FUJIMOTO チャレンジB チャレンジB

ｼﾏﾉﾄﾞﾘﾝｷﾝｸﾞDH B DAI　YOKOZAWA チャレンジB チャレンジB
TAKAAKI　TAKUMA チャレンジA チャレンジB

チャレンジB チャレンジB

YUSEI　MIYATA チャレンジB

DAISUKE　SASAKI チャレンジB チャレンジB

HIROSHI　ATO チャレンジB

KAZUSHI　HIGUCHI チャレンジA チャレンジB

KENJI　TAKAMATSU チャレンジB

YOHEI　ICHIKAWA チャレンジB チャレンジB
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MARSH 伊藤　康喜 ｲﾄｳ ｺｳｷ 男 JPN19680815 13MM9800071 東京都 エリート

MARSH 館　正訓 ﾀﾁ ﾏｻｸﾆ 男 JPN19660305 エリート

MARSH 川口　悟司 ｶﾜｸﾞﾁ ｻﾄｼ 男 JPN19730926 エリート

MARSH 松田　敦司 ﾏﾂﾀﾞ ｱﾂｼ 男 JPN19750108

MARSH 白井　了史 ｼﾗｲ ﾘｮｳｼﾞ 男 JPN19750824 エリート

MARSH 望月　克彦 ﾓﾁﾂﾞｷ ｶﾂﾋｺ 男 JPN19750705 エリート
FRS 三山　孝幸 ﾐﾔﾏ ﾀｶﾕｷ 男 JPN19620924 石川県 エリート

FRS 黒川　陽二郎 ｸﾛｶﾜ ﾖｳｼﾞﾛｳ 男 JPN19800702 19ME9800170 石川県 マスターズ

FRS 坂中　栄三 ｻｶﾅｶ ｴｲｿｳ 男 JPN19680807 18MM9701268 富山県 エリート

rokkoracing 望月　敬太 ﾓﾁﾂﾞｷ ｹｲﾀ 男 JPN19860618 申請中 静岡県 エリート

rokkoracing 松下　壽 ﾏﾂｼﾀ ﾋｻｼ 男 JPN19770919 申請中

BikeRanch DH-Team 上原　元樹 ｳｴﾊﾗ ﾓﾄｷ 男 JPN19810916 長野県

NoNmotorize 島村　和男 ｼﾏﾑﾗ ｶｽﾞｵ 男 JPN19660522 14MM1301585 神奈川県

NoNmotorize 近藤　司 ｺﾝﾄﾞｳ ﾂｶｻ 男 JPN19810912 13MM1201606 東京都 マスターズ

NoNmotorize 飯田　隆彦 ｲｲﾀﾞ ﾀｶﾋｺ 男 JPN19880418 13ME0200148 東京都 エリート

NoNmotorize 田部井　雅弘 ﾀﾍﾞｲ ﾏｻﾋﾛ 男 JPN19930802 申請中 群馬県 エリート

NoNmotorize 本井　龍二 ﾓﾄｲ ﾘｭｳｼﾞ 男 JPN19880328 13ME1101603 東京都
Green Grips 本田　彬 ﾎﾝﾀﾞ ｱｷﾗ 男 JPN19970811 01MJ1200300 北海道 ジュニア

cycleclub3UP 合田　正之 ｺﾞｳﾀﾞ ﾏｻﾕｷ 男 JPN19740916 13MM9700846 東京都 エリート

cycleclub3UP 浅井　秀樹 ｱｻｲ ﾋﾃﾞｷ 男 JPN19670421 11MM1100203 埼玉県 マスターズ

cycleclub3UP 羽鳥　和重 ﾊﾄﾘ ｶｽﾞｼｹﾞ 男 JPN19660214 エリート

cycleclub3UP 綾野　桂子 ｱﾔﾉ ｹｲｺ 女 JPN19690626 11FM9901109 埼玉県 チャレンジ

cycleclub3UP 野澤　和紀 ﾉｻﾞﾜ ｶｽﾞﾉﾘ 男 JPN19700803 11MM0401160 埼玉県

cycleclub3UP 渡辺　信吾 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝｺﾞ 男 JPN19640529 11MM0401083 埼玉県

cycleclub3UP 真田　大 ｻﾅﾀﾞ ﾋﾛｼ 男 JPN19710814 13MM1300867 東京都

cycleclub3UP 阿部　健大 ｱﾍﾞ ﾀｹﾋﾛ 男 11MJ1301064
cycleclub3UP 女部田　智之 ｵﾅﾌﾞﾀ ﾄﾓﾕｷ 男 JPN19850403 申請中 埼玉県

cycleclub3UP 三上　和志 ﾐｶﾐ ｶｽﾞｼ 男 JPN19720626 申請中 埼玉県

TeamYRS 中川　綾子 ﾅｶｶﾞﾜ ｱﾔｺ 女 JPN19951003 28FU1200189 兵庫県 チャレンジ エリート

TeamYRS 小西　泰晴 ｺﾆｼ ﾔｽﾊﾙ 男 JPN19770510 28MM9702014 兵庫県

TeamYRS 桝野　勝宏 ﾏｽﾉ ｶﾂﾋﾛ 男 JPN19750902 申請中 兵庫県

Independent 荒巻　俊介 ｱﾗﾏｷ ｼｭﾝｽｹ 男 JPN19750911 40MM9900556 福岡県 マスターズ

maillot SY-Nak 中込　由香里 ﾅｶｺﾞﾒ ﾕｶﾘ 女 JPN19651030 17FM9701009 長野県 エリート

maillot SY-Nak 中島　崚歩 ﾅｶｼﾏ ﾀｶﾎ 女 JPN19960620 23FU1201516 三重県 エリート
maillot SY-Nak 上原　ゆかり ｳｴﾊﾗ ﾕｶﾘ 女 JPN19671017 14FM1201134 神奈川県 エリート

maillot SY-Nak 小田島　　貴弘 ｵﾀﾞｼﾞﾏ ﾀｶﾋﾛ 男 JPN19691025 14ME0800350 神奈川県 マスターズ

maillot SY-Nak 谷　　淳一 ﾀﾆ ｼﾞｭﾝｲﾁ 男 JPN19640215 13MM9801374 神奈川県

maillot SY-Nak 上村 　正彦 ｳｴﾑﾗ ﾏｻﾋｺ 男 JPN19690928 13MM1000396 東京都 マスターズ

maillot SY-Nak 篠崎 　卓也 ｼﾉｻﾞｷ ﾀｸﾔ 男 JPN19670412 13MM9900161 東京都

RINGO ROAD RACING 梶原　佳祥 ｶｼﾞﾊﾗ ｹｲｼｮｳ 男 JPN19940515 申請中 京都府

RINGO ROAD RACING 清水　正行 ｼﾐｽﾞ ﾏｻﾕｷ 男 JPN19860927 申請中 大阪府

RINGO ROAD RACING 前田　英彦 ﾏｴﾀﾞ ﾋﾃﾞﾋｺ 男 JPN19750111 申請中 大阪府
RINGO ROAD RACING 足立　貴輝 ｱﾀﾞﾁ ﾀｶｷ 男 JPN19870205 申請中 大阪府 エリート

RINGO ROAD RACING 野々宮　巧人 ﾉﾉﾐﾔ ﾀｸﾄ 男 JPN19980902 申請中 大阪府

RINGO ROAD RACING 堤　俊英 ﾂﾂﾐ ﾄｼﾋﾃﾞ 男 JPN19690128 申請中 大阪府

RINGO ROAD RACING 中安　博敬 ﾅｶﾔｽ ﾋﾛﾖｼ 男 JPN19781225 申請中 大阪府

RINGO ROAD RACING 一丸　友樹 ｲﾁﾏﾙ ﾄﾓｷ 男 JPN19770612 申請中 大阪府

TEAM RINGO ROAD 和田　良平 ﾜﾀﾞ ﾘｮｳﾍｲ 男 JPN19810312 申請中 大阪府 マスターズ

TEAM RINGO ROAD 松沢　俊也 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾄｼﾔ 男 JPN19701016 27MM1001490 大阪府 マスターズ

TEAM RINGO ROAD 岡野　樹 ｵｶﾉ ﾀﾂｷ 男 JPN19960622 27MU1200398 大阪府 エリート

KOKI　ITO チャレンジB

MASAKUNI　TACHI チャレンジB

SATOSHI　KAWAGUCHI チャレンジB

ATSUSHI　MATSUDA チャレンジB チャレンジB

RYOUJI　SIRAI チャレンジB

KATUHIKO　MOCHIZUKI チャレンジB
TAKAYUKI　MIYAMA 19ＭＭ9701342 チャレンジB

YOJIRO　KUROKAWA チャレンジB
EISO　SAKANAKA チャレンジB

KEITA　MOCHIZUKI チャレンジB

HISASHI　MATSUSHITA チャレンジB チャレンジA

MOTOKI　UEHARA チャレンジB チャレンジA

KAZUO　SIMAMURA チャレンジB チャレンジB

TSUKASA　KONDO チャレンジB

TAKAHIKO　IIDA チャレンジB

MASAHIRO　TABEI チャレンジB

RYUJI　MOTOI チャレンジB チャレンジA
AKIRA　HONDA チャレンジB

MASAYUKI　GOUDA チャレンジB

HIDEKI　ASAI チャレンジB

KAZUSHIGE　HATORI チャレンジB

KEIKO　AYANO マスターズ/チャレンジ

KAZUNORI　NOZAWA チャレンジA チャレンジB

SHINGO　WATANABE チャレンジA チャレンジB

HIROSHI　SANADA マスターズ/チャレンジA チャレンジB

TAKEHIRO　ABE チャレンジB チャレンジB
TOMOYUKI　ONABUTA チャレンジA チャレンジB

KAZUSHI　MIKAMI チャレンジB チャレンジB

AYAKO　NAKAGAWA

YASUHARU　KONISHI チャレンジB チャレンジA

KATSUHIRO　MASUNO チャレンジB チャレンジB

SHUNSUKE　ARAMAKI チャレンジB

YUKARI　NAKAGOME マスターズ/チャレンジ

TAKAHO　NAKASHIMA エリート/チャレンジ
YUKARI　UEHARA マスターズ/チャレンジ

TAKAHIRO　ODAJIMA チャレンジB
JUNICHI　TANI チャレンジB チャレンジB

MASAHIKO　UEMURA チャレンジB

TAKUYA　SHINOZAKI チャレンジB チャレンジB

1jyo 吹田

KEISYOU　KAJIHARA チャレンジB チャレンジB

MASAYUKI　SHIMIZU チャレンジB チャレンジB

HIDEHIKO　MAEDA チャレンジB チャレンジA
TAKAKI　ADACHI チャレンジB

TAKUTO　NONOMIYA チャレンジB チャレンジB

TOSHIHIDE　TSUTSUMI チャレンジB チャレンジB

HIROYOSHI　NAKAYASU チャレンジB チャレンジB

TOMOKI　ICHIMARU チャレンジB チャレンジB

WADA　RYOHEI チャレンジB

TOSHIYA　MATSUZAWA チャレンジB

TATSUKI　OKANO チャレンジB
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＊各クラスは参加資格により変更されている場合が有りますので、ご確認ください。
＊黄色枠、空欄はデータが無い、または入力、更新の確認ができていない項目等となります。
＊データ間違い、修正などについてのお問い合せについては次へメールにてお願い致します。mtb@jcf.or.jp

ﾁｰﾑ名 ■競技者　氏名 　ﾌﾘｶﾞﾅ 　氏名（英語表記） 　性別UCICODE 登録都道府県JCF登録証 JCF有効期限 XCクラス DHクラス

TEAM RINGO ROAD 妻木　祥太郎 ﾂﾏｷ ｼｮｳﾀﾛｳ 男 JPN20000126 27MY1400578 大阪府 ユース ユース

TEAM RINGO ROAD 中村　祐 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳ 男 JPN19870211 27ME0200345 大阪府 エリート

TEAM RINGO ROAD 山本　辰弥 ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾂﾔ 男 JPN19781228 28MM1100880 兵庫県

TEAM RINGO ROAD 植田　篤 ｳｴﾀﾞ ｱﾂｼ 男 JPN19760727 14MM9801625 大阪府 エリート

TEAM RINGO ROAD 大倉 　勇夢 ｵｵｸﾗ ｲｻﾑ 男 JPN19921012 27ME0800944 大阪府 エリート

TEAM RINGO ROAD 森本　亮 ﾓﾘﾓﾄ ﾘｮｳ 男 JPN19751027 申請中 大阪府
TEAM RINGO ROAD 村本　太一 ﾑﾗﾓﾄ ﾀｲﾁ 男 JPN19971210 27MJ1301246 大阪府

ﾃﾞﾗﾋﾟｽﾀ 金井　仁 ｶﾅｲ ｼﾞﾝ 男 JPN19741203 13MM1201487 東京都 マスターズ

delsol/cleat 本村　貴之 ﾓﾄﾑﾗ ﾀｶﾕｷ 男 JPN19731217 40mm0001278 福岡県 エリート

Transition Airlines/Cleat 浦上　太郎 ｳﾗｶﾐ ﾀﾛｳ 男 JPN19880816 43ME1200791 熊本県 エリート

菅原　一成 ｽｶﾞﾊﾗ ｲｯｾｲ 男 JPN19890909 申請中 栃木県

WESTBERG/ProRide J 藤垣　人也 ﾌｼﾞｶﾞｷ ﾋﾄﾔ 男 JPN19991105 23MY1301579 三重県 ユース ユース

TEAM Gamadas 伊藤　旭 ｲﾄｳ ｱｻﾋ 男 JPN20000508 申請中 熊本県 ユース ユース

TEAM SCOTT 松本　駿 ﾏﾂﾓﾄ ｼｭﾝ 男 JPN19760602 17MM9700166 長野県 エリート

TEAM SCOTT 山田　主 ﾔﾏﾀﾞ ﾂｶｻ 男 JPN19880428 17ME0801195 長野県 エリート

MASHUN RACING TEAM 松本　璃奈 ﾏﾂﾓﾄ ﾘﾅ 女 JPN20001108 17FY1401973 長野県 ユース ユース

Club La.sista Offroad team 奥村　憲央 ｵｸﾑﾗ ﾉﾘｵ 男 JPN19580918 申請中 奈良県
DKMC 斉藤　晃弘 ｻｲﾄｳ ｱｷﾋﾛ 男 JPN19600326 13MM9900163 東京都 マスターズ

DKMC 津村　祐斗 ﾂﾑﾗ ﾏｻﾄ 男 JPN19820902 申請中 神奈川県

DKMC 立田　直人 ﾀﾃﾀﾞ ﾅｵﾄ 男 JPN19980728 申請中 長野県

DKMC 勝沼　奨 ｶﾂﾇﾏ ｽｽﾑ 男 JPN19880512 申請中 茨城県

DKMC 吉川　邦岳 ﾖｼｶﾜ ｸﾆﾀｹ 男 JPN19791231 22MM1101505 愛知県 マスターズ

Ready Go JAPAN 寺田　有希 ﾃﾗﾀﾞ ﾕｷ 女 JPN19970421 22FB1200297 愛知県 ジュニア

fankride 橘　忠伸 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾀﾀﾞﾉﾌﾞ 男 JPN19740807

澤田　泰征 ｻﾜﾀﾞ ﾔｽﾕｷ 男 JPN19650528 13MM9701499 東京都 エリート

林商店 小澤　雅之 ｵｻﾞﾜ ﾏｻﾕｷ 男 JPN19770331 40MM1100371 福岡県
ｲﾅｰﾒ信濃山形 小林　勇輝 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ 男 JPN19990421 申請中 長野県 ユース ユース

satajyuku.com 佐多　健太郎 ｻﾀ ｹﾝﾀﾛｳ 男 JPN19760315 埼玉県 マスターズ

INFINITY 上野　亮 ｳｴﾉ ﾘｮｳ 男 JPN19810928 愛媛県 エリート

INFINITY 合田　忠司 ｺﾞｳﾀﾞ ﾀﾀﾞｼ 男 JPN19710430 申請中 愛媛県

INFINITY 宮内　翔 ﾐﾔｳﾁ ｶｹﾙ 男 JPN19910304 38ME0600369 愛媛県

INFINITY 橋本　将吾 ﾊｼﾓﾄ ｼｮｳｺﾞ 男 JPN19860612 申請中 愛媛県

PEAK / TIOGA 塚本　岳 ﾂｶﾓﾄ ﾀｶｼ 男 JPN19701123 22MP9800209 愛知県 エリート

PEAK / TIOGA 小山　航 ｺﾔﾏ ﾜﾀﾙ 男 JPN19870331 17ME0301157 長野県 エリート
ｋｅｉ’ｓｐｏｗｅｒ！ 竹田　佳行 ﾀｹﾀﾞ ﾖｼﾕｷ 男 JPN19720516 11ME9700658 埼玉県 マスターズ

ｋｅｉ’ｓｐｏｗｅｒ！ 田中　岬生 ﾀﾅｶ ﾐｻｷ 男 JPN20000820 11MY1500240 埼玉県

松本ｴｷﾉｺｯｸｽ 吉田　基弘 ﾖｼﾀﾞ ﾓﾄﾋﾛ 男 JPN19720702 17MM9701251 長野県

松本ｴｷﾉｺｯｸｽ 鈴木　敦夫 ｽｽﾞｷ ｱﾂｵ 男 JPN19770117 17MM1500613 長野県

高見です｡ 高見　賢 ﾀｶﾐ ｹﾝ 男 JPN19790115 申請中 神奈川県

杉浦　正和 ｽｷﾞｳﾗ ﾏｻｶｽﾞ 男 JPN19721028 22MM1500963 愛知県

SCOTT JAPAN

Bigears ｷﾞﾙｽﾞﾅﾝ ﾎﾟｰﾙ 男 IRL19750929 12MM0401410 千葉県 エリート

GIANT STORE KOHOKU 西田　尚平 ﾆｼﾀﾞ ｼｮｳﾍｲ 男 JPN19930916 14MU1000446 神奈川県 エリート
GIANT STORE KOHOKU 及川　功申 ｵｲｶﾜ ｺｳｼﾝ 男 JPN19800225 14MM9700101 神奈川県 エリート

Tado-net 吉永　誠 ﾖｼﾅｶﾞ ﾏｺﾄ 男 JPN19750922 申請中 愛知県

O.S.R 塩田　哲大 ｼｵﾀﾞ ｱｷﾋﾛ 男 JPN19650127 17MM1500739 長野県

国際自然環境ｱｳﾄﾄﾞｱ専門学校 田淵　昂 ﾀﾌﾞﾁ ｱｷﾗ 男 JPN19950219 16MU1300770 新潟県 エリート

国際自然環境ｱｳﾄﾄﾞｱ専門学校 山内　健正 ﾔﾏｳﾁ ｹﾝｾｲ 男 JPN19960210 16MU1301602 新潟県 エリート

Carey ｹﾘｰ　美枝子 ｹﾘｰ ﾐｴｺ 女 JPN19780427 11FM1100699 埼玉県 エリート

SHOTARO　TSUMAKI

YUU　NAKAMURA チャレンジB

TATSUYA　YAMAMOTO チャレンジA チャレンジA

ATSUSHI　UEDA チャレンジA

ISAMU　OKURA チャレンジB

RYO　MORIMOTO チャレンジB チャレンジA
TAICHI　MURAMOTO チャレンジB チャレンジB

JIN　KANAI チャレンジB
TAKAYUKI　MOTOMURA チャレンジB

TARO　URAKAMI チャレンジB

TEAM菅原 ISSEI　SUGAHARA チャレンジB チャレンジA

HITOYA　FUJIGAKI

ASAHI　ＩＴＯ

SHUN　MATSUMOTO チャレンジB

TSUKASA　YAMADA チャレンジB

RINA　MATUMOTO

NORIO 　OKUMURA チャレンジB チャレンジB
AKIHIRO　SAITO チャレンジB

MASATO　TUMURA チャレンジB チャレンジB

NAOTO　TATEDA チャレンジB チャレンジB

SUSUMU　KATUNUMA チャレンジB チャレンジB

KUNITAKE　YOSHIKAWA チャレンジB

YUKI　TERADA エリート/チャレンジ

TADANOBU　TACHIBANA チャレンジB チャレンジB

VOLCA転倒虫 YASUYUKI　SAWADA チャレンジB

OZAWA　MASAYUKI チャレンジA チャレンジB
YUUKI　KOBAYASHI

SATA　KENTAROU チャレンジB

UENO　RYO チャレンジB

GOUDA　TADASI チャレンジB チャレンジB

MIYAUCHI　KAKERU チャレンジA チャレンジB

HASIMOTO　SHOUGO チャレンジB チャレンジB

TSUKAMOTO　TAKASHI チャレンジB

WATARU　KOYAMA チャレンジB
YOSHIYUKI　TAKEDA チャレンジB

MISAKI　TANAKA チャレンジB チャレンジB
MOTOHIRO　YOSHIDA チャレンジB チャレンジB

ATSUO 　SUZUKI チャレンジA チャレンジB

KEN　TAKAMI チャレンジB チャレンジB

自転車道/wiz Autism MASAKAZU　SUGIURA チャレンジB チャレンジB

Gilsenan 　Paul PAUL　GILSENAN チャレンジB

SHOHEI　NISHIDA チャレンジB
KOSHIN　OIKAWA チャレンジB

MAKOTO　YOSHINAGA チャレンジB チャレンジB

AKIHIRO　SHIODA チャレンジB チャレンジB

AKIRA　TABUCHI チャレンジB

KENSEI　YAMAUCHI チャレンジB

MIEKO　CAREY マスターズ/チャレンジ


