
【ソロの部】
ゼッケン 氏名 フリガナ 性別 クラブ

1 澤田　健 サワダ ケン 男
2 岡田　豊太 オカダ　トヨタ 男
3 江川　樹一郎 エガワ キイチロウ 男 HOT MILK
4 黒田　健 クロダ ケン 男 北極サイクル
5 箕浦　良治 ミノウラ ヨシハル 男 チームクソムシ
6 小見　英之 オミ ヒデユキ 男 39x27
7 渡辺　源 ワタナベ ゲン 男 BOUNCE
8 平野　陽平 ヒラノ ヨウヘイ 男
9 田邊　昌宏 タナベ マサヒロ 男 サガミレーシング

10 野口　朋希 ノグチ トモキ 男
11 五十嵐　全宏 イガラシ　マサヒロ 男
12 村山　徳行 ムラヤマ ノリユキ 男 ヤマダ　RT
13 會川　和己 アイカワ カズミ 男
14 永野　昇海 ナガノ ショウミ 男
15 松谷　徹 マツタニ トオル 男
16 田野　龍平 タノ　リュウヘイ 男 おこめくらぶ
17 高木　雄一郎 タカギ ユウイチロウ 男 Venga Venga
18 木村　忠博 キムラ タダヒロ 男 CXとちぎ
19 曽原　一夫 ソハラ カズオ 男
20 大竹　清隆 オオタケ　キヨタカ 男 ブレイク・ザ・リミット
21 岩崎　辰也 イワサキ タツヤ 男 orz racing
22 南　昌俊 ミナミ マサトシ 男 SAGAMI RACING
23 安藤　文紀 アンドウ　フミノリ 男 ブレイク・ザ・リミット
24 由井　徹 ユイ トオル 男 TEAM GIRO CX
25 近藤　豪 コンドウ　タケシ 男 晴嵐サイクリングクラブ
26 近藤　民子 コンドウ タミコ 女 晴嵐サイクリングクラブ
27 清水　剛 シミズ ツヨシ 男
28 加藤　大介 カトウ ダイスケ 男
29 根岸　利安 ネギシ　トシヤス 男
30 宮山　悠樹 ミヤヤマ　ハルキ 男
31 野口　智 ノグチ サトシ 男 らいどふりぃくす
32 竹田　佳行 タケダ ヨシユキ 男 kei's power!
33 高橋　雄治 タカハシ　ユウジ 男 おひとりさま
34 塩川　千年 シオカワ チトセ 男 TEGA CSC
35 秋本　一馬 アキモト　カズマ 男 キャプテンにゃん
36 伴　肇 バン　ハジメ 男 臼杵レーシング
37 伊井　賢一 イイ ケンイチ 男 臼杵レーシング
38 川崎　芳晴 カワサキ　ヨシハル 男 Rapha Cycling Club
39 秋山　純一 アキヤマ ジュンイチ 男 http://cyclocross.feelgoolife.com
40 岸　慎一 キシ　シンイチ 男 グラン・デパール
41 関本　和幸 セキモト カズユキ 男 上毛レーシング
42 大久保　翼 オオクボ ツバサ 男 RAISIN YAMANASHI CYCLING CLUB
43 伊藤　千紘 イトウ チヒロ 女 臼杵レーシング
44 井上　浩一 イノウエ　コウイチ 男 SUBARU・C・C
45 井上　智樹 イノウエ トモキ 男 TEAM 0909ヤマ
46 板橋　徹 イタバシ　トオル 男
47 森　美穂子 モリ ミホコ 女
48 合田　毅 ゴウダ ツヨシ 男 ライトサイクル
49 高本　亮太 コウモト リョウタ 男 2020 Limited 846/Team-K
50 石井　孝典 イシイ　タカノリ 男 みんなで走り隊
51 加藤　哲 カトウ テツ 男
52 藤田　達郎 フジタ タツロウ 男 Under Cycle Kids

COMMENCAL CUP　赤城オフロード4時間耐久レース



ゼッケン 氏名 フリガナ 性別 クラブ
53 菅原　一成 スガハラ イッセイ 男 TEAM菅原
54 吉元　健太郎 ヨシモト ケンタロウ 男 チーム鳴木屋
55 谷　和人 タニ カズト 男
56 神之浦　久志 コウノウラ ヒサシ 男 チームツバキネコ
57 蓮見　純 ハスミ　ジュン 男
58 東樹　努 トウジュ　ツトム 男 Sunrock
59 石原　孝祐 イシハラ　コウスケ 男 上毛レーシング
60 堺　章吾 サカイ ショウゴ 男 パワースポーツ・SICK
61 小杉　優也 コスギ　ユウヤ 男
62 西村　和洋 ニシムラ　カズヒロ 男 チームアウタートップ


