
CJ2 XCC ＆ XCE in kawagoe　エントリーリスト ※スタートリストは当日現地にてご確認ください。 2019/10/13

トラッククロス XCE XCC 2時間耐久

40オーバー 西田 光良 ニシタ ミツナガ 男 愛知県

40オーバー 平瀬 真人 ヒラセ マサト 男 新潟県

40オーバー 吉元 健太郎 ヨシモト ケンタロウ 男 東京都

40オーバー 清水 和宏 シミズ カズヒロ 男 東京都
エリート エリート 霜山 誠一 シモヤマ セイイチ 男 福島県
エリート エリート 中山 誠司 ナカヤマ サトシ 男 神奈川県 日野自動車レーシングチーム
エリート エリート 佐藤 誠示 サトウ セイジ 男 埼玉県 SAGE'S STYLE
エリート エリート 代田 和明 シロタ カズアキ 男 千葉県
エリート エリート 田邊 昌宏 タナベ マサヒロ 男 新潟県 サガミレーシング
エリート エリート 詫間 啓耀 タクマ タカアキ 男 埼玉県 NESTO Factory Team
エリート エリート 澤木　紀雄 サワキ　ノリオ 男 東京都

エリート 北島　篤志 キタジマ　アツシ 男 千葉県
エリート 合田 正之 ゴウダ マサユキ 男 埼玉県 cycleclub3UP.
エリート 佐復 真人 サマタ マサト 男 茨城県

女子エリート 女子エリート 鈴木 美香子 スズキ ミカコ 女 東京都
ジュニア 中島 渉 ナカジマ アユミ 男 埼玉県

ジュニア 高本 亮太 コウモト リョウタ 男 東京都 Limited Team 846
マスター マスター 叶 英樹 カノウ ヒデキ 男 福島県 Saturday　early　morning
マスター マスター 菅原 純 スガワラ ジュン 男 千葉県 TEAM輪工房
マスター マスター 依田 卓也 ヨダ タカナリ 男 東京都 tours.net
マスター マスター 内野 真治 ウチノ シンジ 男 東京都 B.B.Q Masters
マスター マスター 澤田 泰征 サワダ ヤスユキ 男 茨城県 VOLCAオードビーBOMA
マスター 千葉 晃 チバ アキラ 男 埼玉県 日野自動車ﾚｰｼﾝｸﾞﾁｰﾑ
マスター 浅井 秀樹 アサイ ヒデキ 男 神奈川県
マスター 田村 竜樹 タムラ リュウキ 男 栃木県 RIDE to FUN

マスター 五味 隆登 ゴミ タカト 男 東京都 テレマークスキー協会
マスター 吉元 健太郎 ヨシモト ケンタロウ 男 東京都 チーム鳴木屋/Pep Cycles

女子マスター 北島　優子 キタジマ　ユウコ 女 千葉県
アドバンス アドバンス 菊地 省吾 キクチ ショウゴ 男 神奈川県
アドバンス アドバンス 國吉 正紀 クニヨシ マサノリ 男 岐阜県 BRIDLER
アドバンス アドバンス 森下 奏 モリシタ ススム 男 神奈川県 Rise-Ride
アドバンス アドバンス 山田 豪 ヤマダ ゴウ 男 千葉県 TORQUE/NOZAC
アドバンス アドバンス 小嶋 太郎 コジマ タロウ 男 東京都
アドバンス アドバンス 山西 健司 ヤマニシ ケンジ 男 東京都
アドバンス 清水 優汰 シミズ ユウタ 男 神奈川県
アドバンス 煙石 隼也 エンセキ トシヤ 男 神奈川県 神奈川工科大学

アドバンス 野澤 和紀 ノザワ カズノリ 男 埼玉県
チャレンジ チャレンジ 八木 克実 ヤギ ヨシミ 男 神奈川県 RiseRide
チャレンジ チャレンジ 石橋 顕 イシバシ アキラ 男 東京都 TUAT Mountain Bike Team
チャレンジ チャレンジ 菅原 一成 スガハラ イッセイ 男 栃木県 TEAM菅原/大垣ﾋﾟｽﾄﾝｽﾞ

女子ペア 中島 瞳 ナカジマ ヒトミ 女 埼玉県 H&M 太田　まどか オオタ マドカ 女

男子ペア 杉淵 友一 スギブチ ユウイチ 男 千葉県 Super agree F1 team 小谷田　順吾 コヤタ ジュンゴ 男

ソロ：10 山田 駿太郎 ヤマダ シュンタロウ 男 茨城県 Team GRM
ソロ：20～30 星 大輔 ホシ ダイスケ 男 東京都 滝野川シュテルン

ソロ：20～30 野中　秀樹 ノナカ　ヒデキ 男 東京都

ソロ：40オーバー 多田 尚史 タダ ナオフミ 男 東京都 acu-power Racing Team
ソロ：40オーバー 小寺 知之 コデラ トモユキ 男 東京都 sunday-riders
ソロ：40オーバー 榊 政司 サカキ マサシ 男 愛知県

ソロ：40オーバー 坂手 潤一 サカテ ジュンイチ 男 埼玉県 BOUNCE
ソロ：40オーバー 伏井 一雄 フシイ カズオ 男 埼玉県 Cafe Winter Land Racing
ソロ：40オーバー 戸田 誠 トダ マコト 男 東京都 日野自動車レーシングチーム

都道府県 チーム名 Rider2氏名 Rider2フリガナ 性別
10月19日 10月20日

氏名（漢字） 氏名（カナ） 性別


