
 Pos BIB TEAM RIDERS

2018/02/11

CYCLO CROSS TOKYO

Start List
チームエンデューロ

9:55Start Time :

1 佐藤 成彦総北高校自転車競技部OB 渡辺航1

2 松尾修作    平澤尚威Cyclist 澤野健太 後藤恭子2

3 渋谷 剛    石田 浩己AVA SHONAN AVANZAR 関大地3

4 川口 恭    柳原 あゆみ臼杵ﾚｰｼﾝｸﾞ 伊藤千紘 森 美穂子    増田 昌宏4

5 吉澤 祐介    麻生 大亮SHIDO-WORKS@ｶﾚｰ大好き 安藤光平 大久保 徹    伊藤 信裕5

6 蝦子 裕樹    山岸 佑輔SimWorks CX Racing 池山豊繁 Ten Have Jasmin6

7 石政 徹    黒葛原 俊一ﾁｰﾑMAPPEI 黄田昭彰 不破 新一7

8 神定 智彦    山室 武志LEGON 小川光一 石田 光弘8

9 柳瀬 厚志    小野 泰宏asibinaa C 海野真一 岡田 哲也9

10 福原 素之    堀 佑太朗ｾﾞﾙｺﾊﾞﾎﾞｰｲｽﾞﾁｰﾑ 田中芳紀 飯田 遼平10

11 原田 丈    井川 竜二FSR cyclocross team 藤村英司 片倉 邦敏11

12 滋野 優馬    橋本 真弓SHIDO-WORKS@かつ太郎ﾌｧｲﾄだよ! 滋野春紀 幣原 清美12

13 池田 諒    池田 千鶴ﾋﾟﾝﾎﾟﾝﾊﾟﾝ･ｻｲｸﾙ 廣瀬資郎 小林 誠13

14 横幕 浩宜    遠藤 はやとPEREGRINE 中村元紀 永山 純14

15 松村 尚毅    牧内 拓也ﾎﾟﾝとﾎﾟﾝさんの手下たち 露木博一 羽田 健太15

16 壮 かずき    佐藤 晴彦ｾﾞﾙｺﾊﾞｵｼﾞｻﾝﾁｰﾑ 田中香津也 西本 一喜16

17 横山 木綿    高橋 浩之PH4 亀井美紀 鈴木 一郎17

18 大谷 ﾖｼﾋﾛ    大河原 ﾏｻﾄｼTEAM電玉 鈴木翼18

19 中曽 佑一    白石 陽介Yahoo! JAPAN Cycle Racing Team 作本敏治19

20 田村 亮    金谷 崇系Link Vision 山田貴一20

21 香西 真介    平賀 康一ﾁﾊﾞﾎﾟﾝｽﾞ 川島昭次21

22 森山 知穂    宇都宮 あゆみﾀﾞｯﾁ森山東京砂漠 小田のぞみ22

23 鈴木 洋介    為永 誠ﾊﾞﾙﾊﾞｸﾗﾌﾞｴﾁｾﾞﾝ 粟野勝23

24 知場 誠    圷 貴大ﾊﾞﾙﾊﾞｸﾗﾌﾞｴﾁｾﾞﾝ 西谷一彦24

25 八田 広治    後藤 大輔MilePostRasing? 明瀬颯磨25

26 伊藤 拓郎    塙 亜樹徳MilePostRacing? 鈴木説澄26

27 平野 拡稔    深瀬 裕仁MilePostRacing? 神移真悟27

28 松永 博    藤井 芳範MilePostRacing? 清水功28

29 長田 浩彦    中川 達也BIKE&HIKE; B 長田康恵29

30 波田 亜美子    三枝 塁BIKE&HIKE; A 竹内正昭30

31 安永 恭    河原 浩3days riders 与儀達久31

32 河原 麻子    余儀 千絵Team 3DAYS 女子 高橋貴美江32

33 紺野 博充    平井 貴行FIRSTKIDS ﾊﾟﾊﾟ 石川浩33

34 柳田 竜也    柳田 美由紀asibinaa B 福山英輔34

35 保坂 徹    藤原 稔SHIDO-WORKS@くうねるあそぶ 雨貝祐輔35

36 酒井 誠    名取 健寿水朝どうCX 佐藤弘人36

37 櫻井 正啓    古家 正嗣Team The Lewis 福野伸也37

38 山崎 航    村松 侑穂asibinaa A 徳田章38

39 鈴木 亨    忍田 基明2GUNS 中島明里39

40 小野 宣長    平井 陽FIRSTKIDS 石川太郎40

41 浦上 剛志    齋藤 主税虹色屋 澤地博之41

42 小清水 拓也    高木 三千成ﾎﾟﾝさんの手下たち 富家悠太42

43 石金 克也    金田 健太郎FAST LANE Racing 小野勝之43

44 林宝 健人    瀬戸 幸正ﾍﾞｰｸﾞﾙﾜﾝ 林宝雅士44

45 木下 和人    佐々木 建SHIDO-WORKS@女性の声援が大好き 富永充昭45

46 及川 哲成    宗像 剛Flecha 上林正典46

47 松本 進矢    一色 裕之DKMC 田中宏典47

48 成松 祥一    大串 翔太ﾎﾈｵﾘｿﾞﾝﾀﾙ 石井公宏48

49 深沢 晃司    羽牟 貞幸Mountain Stream CX 宮川貴央49

50 高橋 昌裕bﾌｸｲ 中山奏50
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51 長谷川 誠bﾌｸｲ 豊岡多恵51

52 寺本 史生bﾌｸｲ 前田貴央52

53 大日方 海斗bﾌｸｲ 渡辺諒53

54 白崎 剛bﾌｸｲ 柳神二郎54

55 小川 勇樹bﾌｸｲ 谷江史帆55

56 森部 陽一郎ｴｲﾙ宮崎ﾚｰｼﾝｸﾞ 羽根田大56

57 山田 駿太郎茨城CXﾚｰｼﾝｸﾞﾁｰﾑ 山田賢太郎57

58 栗林 ひろみﾊﾞﾙﾊﾞｸﾗﾌﾞ ﾄﾔﾏ 高橋一也58

59 猪股 祐介Seijo racing 川上悠介59

60 小池 博道Flamme Rouge 高橋誠60

61 深海 謙一郎BTG01 山田昌幸61

62 山口 健ﾏｽﾀｰｽﾞ友の会 小堺猛弘62

63 早? 久美日本ろう自転車競技協会 早瀬憲太郎63

64 石川 七海champion system japan test team 石川正道64

65 横山 弘樹ｵｯﾃｨﾓ 麻生久智65

66 積田 連ﾂﾐﾀﾓｰﾀｰﾄﾞｯﾄｺﾑ 積田高治66

67 和田 一輝ﾌﾞﾚﾝﾄﾞCX 江川樹一郎67

68 河鍋 優美子多摩ﾎﾟﾀT&Y 島田哲朗68

69 横山 健太郎ﾋﾞﾌﾞ&ｱﾄﾑ 増田謙一69

70 高松 正夫tuacc 吉浜大輔70

71 羽山 智康ﾏｯﾄﾞｽﾎﾟｰｸｽ 宇賀神善之71

72 大鳥 洋平ｻｲｸﾙﾌﾘｰﾀﾞﾑ 松庸介72

73 高山 祐次郎TEAM AGRI withAST 小久保登志貴73

74 櫻井 秀治東京ｶﾌｪﾎﾟﾀ倶楽部 内山真太郎74

75 藤巻 玲央ﾏｯｷｰ 藤巻忠秀75

76 関根 洋樹FlechaﾁｰﾑA 南野道宏76
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