
CJ2 XCE in KAWAGOE
エントリーリスト

9/20　キッズXCO クラス別50音順

クラス 氏名 フリガナ 地域 チーム名
小学校低学年 仁宮　梨宝 ニミヤ　リホ 東京都 チームおむすび
小学校高学年 石川　竜大 イシカワ リュウタ 埼玉県 TEAM AGRI withAST FOREST
小学校高学年 関　真凛 セキ マリン 埼玉県
小学校高学年 依田　花耶乃 ヨダ　カヤノ 東京都
カデット 石川　太郎 イシカワ タロウ 埼玉県 TEAM AGRI withAST FOREST
カデット 成田　光志 ナリタ コウシ 福島県
カデット 安田　拓海 ヤスダ　タクミ 茨城県 ぐるぐる7    DEAF BMX

9/20　XCE クラス別50音順

クラス 氏名 フリガナ 登録 チーム名 JCF登録番号
男子エリート 佐藤　誠示 サトウ　セイジ 埼玉県 SAGE'S STYLE 11ME0501071
男子エリート 澤木　紀雄 サワキ　ノリオ 東京都 acu-power Racing Team 13ME1101600
男子エリート 詫間　啓耀 タクマ　タカアキ 埼玉県 NESTO Factory Team 14ME1201285
男子エリート 中山　誠司 ナカヤマ　セイジ 東京都 日野自動車レーシングチーム 13MM0000110
男子エリート 信田　淳一 ノブタ　ジュンイチ 北海道 手稲山あずき倶楽部 01ME1700637
男子ジュニア 高本　亮太 コウモト　リョウタ 東京都 Limited Team 846 13MJ1601216
男子マスター 浅井　秀樹 アサイ　ヒデキ 埼玉県 SNEL 11MM1100203
男子マスター 岡本　紘幸 オカモト　ヒロユキ 愛知県 インパルス 22MM1300129
男子マスター 叶　英樹 カノウ　ヒデキ 福島県 Saturday Early Morning 07MM9801174
男子マスター 澤田　泰征 サワダ　ヤスユキ 東京都 VOLCAオードビーBOMA 13MM9701499
男子マスター 依田　卓也 ヨダ　タカナリ 東京都 tours.net 13ME0200114
男子ユース 落合　康生 オチアイ　コウセイ 東京都 TEAM  GRM 13MY1701119
男子アドバンス 荒関　徹 アラゼキ　トオル 北海道 北海道TBR 01ME1502367
男子アドバンス 後藤　大地 ゴトウ　ダイチ 神奈川県 TEAM GRM 14MJ1500141
男子アドバンス 柴田　湧 シバタ　ユウ 東京都 ナカザワジム 13ME1200945
男子アドバンス 森下　奏 モリシタ　ススム 神奈川県 Rise-Ride 14ME1201032
男子チャレンジ 戸田　誠 トダ　マコト 東京都 日野自動車レーシングチーム 13MM9702821



CJ2 XCE in KAWAGOE
エントリーリスト

9/21　XCC クラス別50音順

クラス 氏名 フリガナ 登録 チーム名 JCF登録番号
男子エリート 佐藤　誠示 サトウ　セイジ 埼玉 SAGE'S STYLE 11ME0501071
男子エリート 代田　和明 シロタ　カズアキ 千葉 WING PAW 12ME0300832
男子エリート 詫間　啓耀 タクマ　タカアキ 神奈川 NESTO Factory Team 14ME1201285
男子エリート 信田　淳一 ノブタ　ジュンイチ 北海道 手稲山あずき倶楽部 01ME1700637
男子エリート 向山　浩司 ムコウヤマ　コウジ 東京 AKIRUNO-Cyclung Academy Project 13ME9701343
男子ジュニア 塚越　一生 ツカゴシ　イッセイ 東京 AKIRUNO Cycling Academy Project 13MJ1703219
男子マスター 岡本　紘幸 オカモト　ヒロユキ 愛知 インパルス 22MM1300129
男子マスター 叶　英樹 カノウ　ヒデキ 福島 Saturday Early Morning 07MM9801174
男子マスター 倉淵　隆司 クラブチ　タカシ 埼玉 Geeks 11ME0000064
男子マスター 澤田　泰征 サワダ　ヤスユキ 茨城 VOLCAオードビーBOMA 13MM9701499
男子マスター 菅原　純 スガワラ　ジュン 千葉 team輪工房 12ME1001492
男子マスター 吉田　紀匡 ヨシダ　ノリマサ 埼玉 GEEKS 11MM0800531
男子マスター 依田　卓也 ヨダ　タカナリ 東京 tours.net 13ME0200114
男子ユース 落合　康生 オチアイ　コウセイ 東京 TEAM  GRM 13MY1701119
男子ユース 澤井　千洋 サワイ　チヒロ 山梨 TEAMGRM 15MY1900632
男子アドバンス 荒関　徹 アラゼキ　トオル 北海道 北海道TBR 01ME1502367
男子アドバンス 菊地　省吾 キクチ　ショウゴ 神奈川 TEAM YOUCAN 14ME1801098
男子アドバンス 後藤　大地 ゴトウ　ダイチ 神奈川 TEAM GRM 14MJ1500141
男子アドバンス 佐伯　剛 サイキ　タケシ 愛媛 INFINITY 38ME1700471
男子アドバンス 中重　斉 ナカシゲ　ヒトシ 東京 TeamBremen 13ME1600804
男子アドバンス 森下　奏 モリシタ　ススム 神奈川 Rise-Ride 14ME1201032

9/21　XCE クラス別50音順

クラス 氏名 フリガナ 登録 チーム名 JCF登録番号
男子エリート 佐藤　誠示 サトウ　セイジ 埼玉 SAGE'S STYLE 11ME0501071
男子エリート 詫間　啓耀 タクマ　タカアキ 神奈川 NESTO Factory Team 14ME1201285
男子エリート 信田　淳一 ノブタ　ジュンイチ 北海道 手稲山あずき倶楽部 01ME1700637
男子マスター 岡本　紘幸 オカモト　ヒロユキ 愛知 インパルス 22MM1300129
男子マスター 叶　英樹 カノウ　ヒデキ 福島 Saturday Early Morning 07MM9801174
男子マスター 倉淵　隆司 クラブチ　タカシ 埼玉 Geeks 11ME0000064
男子マスター 澤田　泰征 サワダ　ヤスユキ 東京 VOLCAオードビーBOMA 13MM9701499
男子マスター 菅原　純 スガワラ　ジュン 千葉 team輪工房 12ME1001492
男子マスター 依田　卓也 ヨダ　タカナリ 東京 tours.net 13ME0200114
男子ユース 落合　康生 オチアイ　コウセイ 東京 TEAM  GRM 13MY1701119
男子アドバンス 荒関　徹 アラゼキ　トオル 北海道 北海道TBR 01ME1502367
男子アドバンス 菊地　省吾 キクチ　ショウゴ 神奈川 TEAM YOUCAN 14ME1801098
男子アドバンス 後藤　大地 ゴトウ　ダイチ 神奈川 TEAM GRM 14MJ1500141
男子アドバンス 中重　斉 ナカシゲ　ヒトシ 東京 TeamBremen 13ME1600804
男子チャレンジ 篠永　春彦 シノナガ　ハルヒコ 東京 かめ風船 13MM0400501
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