
※このリストは1/10エントリーから振替エントリーとなった選手のリストとなります。

※1/10時点でのカテゴリを基に表示しております。正式なレーサーリストは3/8以降大会HP掲載予定となります。

Entry List シクロクロス千葉実行委員会 2021.02.18

Race No: 6 ※カテゴリ別・五十音順

Name カナ名 AJOCC Code Team

五十嵐 洸太 イカラシ コウタ XTK-190-0089 吉の家

石原 悠希 イシハラ ユウキ XTK-189-0080 なし

江川 樹一郎 エガワ キイチロウ GPM-000-1990 快楽転

江下 健太郎 エシタ ケンタロウ CCH-000-0002 じてんしゃPitプロ 埼玉日高

落合 友樹 オチアイ ユウキ CCM-000-7180 TeamRuedaNAGOYA

小俣 雄風太 オマタ ユウタ KNS-000-2594 Rapha Cycling Club

折橋 孝治 オリハシ コウジ CXK-167-0105 MiNERVA-asahi

蠣崎 藍道 カキザキ ランドウ SHN-167-0071 Equipe NAKAMURA

金田 和朗 カネダ カズアキ SHN-000-0222 AX cyclocross team

木山 孝輔 キヤマ コウスケ SHN-156-0065 042-703-9122

香西 真介 コウザイ シンスケ GPM-000-2183 チバポンズ

小林 正樹 コバヤシ マサキ CCH-156-0044 TeamRuedaNAGOYA

斎藤 朋寛 サイトウ トモヒロ GPM-000-1911 RIDELIFE GIANT

佐野 千尋 サノ チヒロ SHN-156-0090 イナーメ信濃山形

澤田 泰征 サワダ ヤスユキ CCM-000-1027 VOLCAオードビーBOMA

塩田 哲哉 シオダ テツヤ SHN-000-0227 CYCLE WITCHES

重田 恵杜 シゲタ ケイト GPM-000-1999 Team CUORE

重田 兼吾 シゲタ ケンゴ GPM-000-1986 TeamCUORE

鈴木 克 スズキ マサル SHN-178-0006 臼杵レーシング

鈴木 禄徳 スズキ ヨシノリ CXK-000-0025 PAXPROJECT

tysome john タイサム ジョン SHN-178-0013 Champion System Japan Test Team 

高柴 元 タカシバ ゲン XTK-000-0013 メイドさん学科自転車部

高田 慧 タカダ ケイ CXK-000-0202 Champion System Japan Test Team

橋口 潤一郎 ハシグチ ジュンイチロウ GPM-000-1080 AX cyclocross TEAM

原田 敬文 ハラダ タカフミ XTK-189-0091 pinazou test team 

舟山 祥弘 フナヤマ ヨシヒロ SHN-178-0064 AKIRUNO CYCLING ACADEMY PROJECT

牧野 崇 マキノ タカシ CCM-000-0325 COGS

増田 謙一 マスダ ケンイチ XTK-000-1492 SHIDO-WORKS

松尾 遊 マツオ ユウ CHB-189-0016 Champion System Japan Test Team

松本 秀 マツモト シュウ SHN-178-0005 MIVRO

向山 浩司 ムコウヤマ コウジ CCM-000-6713 SNEL CYCLOCROSS TEAM

山崎 雅典 ヤマザキ マサノリ CCM-156-0044 Marunouchi Cycling Club

渡邊 嵩章 ワタナベ タカアキ CXK-178-0108 オンザロード
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Entry List シクロクロス千葉実行委員会 2021.02.18

Race No: 5 ※カテゴリ別・五十音順

Name カナ名 AJOCC Code Team

青砥 竜大 アオト リュウタ MBS-189-0027 なし

飯塚 清貴 イイヅカ キヨタカ CXK-190-0011 ReVelo

伊澤 一嘉 イザワ カズヨシ KNS-000-0006 Tonic CX Team Japan

石井 信明 イシイ ノブアキ CXK-178-0105 Azuuring

石川 久洋 イシカワ ヒサヒロ UCX-190-0003 COWGUMMA

岡部 智仁 オカベ トモヒト XTK-000-1362 竹芝サイクルクロスレーシング

奥田 勇 オクダ イサム CCM-167-0060 AKIRUNO - Cycling Academy Project

小郷 克朗 オゴウ カツロウ CXK-000-0223 オンザロード

小澤 航 オザワ ワタル KNS-000-4330 なし

小田長 勇 オダナガ イサム CCM-189-0040 TEAM YOUCAN

川崎 隼輔 カワサキ シュンスケ CHB-167-0073 ウィンディー筑波シクロクロスチーム

川端 誠司 カワバタ セイジ SHN-178-0021 AKIRUNO-Cycling Academy Project

倉持 和弘 クラモチ カズヒロ CXK-167-0133 Team 自転車処 風輪

小堺 猛弘 コサカイ タケヒロ XTK-000-1445 taiki works

首藤 健 シュドウ タケシ MBS-163-0021 COWGUMMA

高岡 亮寛 タカオカ アキヒロ GPM-000-1979 Roppongi Express

高木 俊輔 タカギ シュンスケ SHN-167-0090 racing cube

武田 耕大 タケダ コウダイ CCM-000-5101 Team Tacke

中曽 佑一 ナカソ ユウイチ GPM-000-1813 SHIDO-WORKS

永富 一騎 ナガトミ カズキ XTK-189-0115 群馬グリフィンレーシングチーム

西薗 良太 ニシゾノ リョウタ CCM-000-9584 Side by Side Radio

西村 和洋 ニシムラ カズヒロ CCH-000-0222 チームアウタートップ

藤平 悠介 フジヒラ ユウスケ XTK-167-0028 バイシクルスサナエレーシングチーム

堀 智昭 ホリ トモアキ GPM-000-1087 FastlaneRacing

松村 岳彦 マツムラ タケヒコ MBS-167-0028 イシュタールRT

松村 尚毅 マツムラ ナオキ SHN-167-0105 なし

三上 倫生 ミカミ トモキ SHN-189-0007 TEAM ZWC

三宗 広歩 ミツムネ ヒロム XTK-189-0118 TEAM TAMAGAWA

山本 敦 ヤマモト アツシ SHN-000-0183 ShonanAVA/竹芝CX

芳崎 友哉 ヨシザキ トモヤ XTK-167-0122 Azzuring

吉田 敬 ヨシダ ケイ CXK-201-0054 NESTO Factory Team

和田 一輝 ワダ カズキ XTK-000-1546 侵略！！！
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Entry List シクロクロス千葉実行委員会 2021.02.18

Race No: 1 ※カテゴリ別・五十音順

Name カナ名 AJOCC Code Team

青山 雄一 アオヤマ ユウイチ SHN-189-0010 SBC

麻生 久智 アソウ ヒサトモ TCX-000-2012 オッティモ

棈木 亮二 アベキ リョウジ CCM-000-7556 Champion System Japan Test Team

石川 靖洋 イシカワ ヤスヒロ CHB-190-0010 チーム・ウォークライド

石田 祥大 イシダ アキヒロ XTK-178-0027 おこめくらぶ

稲垣 武志 イナガキ タケシ CXK-000-0327 サニーデイサイクル

今井 亮太 イマイ リョウタ SHN-190-0071 MiNERVA-asahi

大久保 由紀夫 オオクボ ユキオ XTK-178-0071 TeamCOYOTE

岡 尚志 オカ タカシ GPM-000-0944 TTR

小原 滋 オハラ シゲシ XTK-000-0033 内房レーシングクラブ

小山 浩之 オヤマ ヒロユキ CXK-000-0057 AHEAD Sports Engineering

香川 宏太 カガワ コウタ SHN-178-0073 SHIDO-WORKS

桑原 大空 クワバラ タイ XTK-190-0091 Akiruno Cycling Academy Project

小関 豊 コセキ ユタカ CHB-167-0118 なし

作本 敏治 サクモト トシハル CXK-167-0129 ヤフー自転車競技部

澤田 拓人 サワダ タクト SHN-167-0083 大福屋

城野 謙次 シロノ ケンジ KNS-190-0298 なし

菅佐原 順 スガサワラ ジュン XTK-189-0084 ReVelo

関 純夫 セキ マサオ SHN-167-0101 YOKOSUKA UNO RACING

曽根 謙一 ソネ ケンイチ KNS-167-0055 エコサイクル

高橋 健太 タカハシ ケンタ XTK-201-0020 ARCCレーシングチーム

田河 慎也 タガワ シンヤ SHN-167-0093 Team轍屋

竹内 謙佑 タケウチ ケンスケ MBS-167-0029 オッティモ

照屋 貴己 テルヤ アツキ CHB-190-0020 サンクスサイクルラボ西葛西

藤谷 祐平 トウヤ ユウヘイ CHB-167-0061 サイクルボーグ@TAG

鳥越 誠司 トリゴエ セイジ SHN-167-0029 TEAM YOUCAN

長澤 和樹 ナガサワ カズキ SHN-167-0074 YOKOSUKA UNO RACING

中村 弘幸 ナカムラ ヒロユキ XTK-189-0011 多摩湖朝練部/Rapha Cycling Club

那須 高志 ナス タカシ XTK-000-1358 TEAM辻浦

橋本 元気 ハシモト ゲンキ CXK-167-0188 しょぼよわ宇都宮支店

橋本 優樹 ハシモト ユウキ XTK-156-0078 SNEL

深沢 晃司 フカザワ コウジ CCM-000-8506 Y's Road CX Team

福田 昌弘 フクダ マサヒロ GPM-000-2011 Roppongi Express

船山 崇 フナヤマ タカシ XTK-000-1133 AX

松永 弘樹 マツナガ ヒロキ SHN-156-0139 サイクルパラダイス

松本 陸 マツモト リク CCM-190-0013 尾根幹族

間藤 清仁 マトウ キヨヒト CXK-000-0384 TeamMW

丸本 浩太郎 マルモト コウタロウ KNS-178-0269 BCC

三上 玄 ミカミ ゲン XTK-201-0002 なし

目黒 大雅 メグロ タイガ CXK-190-0066 東洋大学

森 光流 モリ ヒカル CHB-190-0030 イナーメ信濃山形

森榮 晃彦 モリサカ アキヒコ XTK-190-0017 （・囚・）

渡邊 真和 ワタナベ タダカズ XTK-190-0021 笹原サイクル
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Entry List シクロクロス千葉実行委員会 2021.02.18

Race No: 7 ※カテゴリ別・五十音順

Name カナ名 AJOCC Code Team

石倉 龍二 イシクラ リュウジ XTK-201-0017 W.V.R.T.

石渡 雅士 イシワタリ マサシ  ソロ

伊東 佑馬 イトウ ユウマ SHN-156-0039 MKⅢ

岩崎 誉至郎 イワサキ ヨシロウ CXK-000-0238 内藤サイクル

内田 優 ウチダ ユウ CXK-201-0005 sheg

大澤 優樹 オオサワ ユウキ SHN-190-0028 NAMIBIA PROJECT Cycling Team

太田 薫 オオタ カオル ウーバーイーツ配達員

大滝 薫 オオタキ カオル TKI-178-0106 IRC TIRE

小渡 貴之 オド タカユキ SHN-167-0010 なし

神長 龍也 カミナガ タツヤ DraGod

河村 卓也 カワムラ タクヤ 名無し

久我 創紀 クガ ソウキ CXK-000-0210 Araren8214 アラレンハツイシ

熊谷 秀二 クマガイ シュウジ CXK-178-0049  なし

小池 朔太郎 コイケ サクタロウ CXK-189-0010 小池軍団

後藤 辰男 ゴトウ タツオ GranDiver（グランディヴェル）

小林 孝典 コバヤシ タカノリ AKIRUNOｰCycling Academy Project

小林 宏和 コバヤシ ヒロカズ SHN-190-0048 NAMIBIA PROJECT Cycling Team 

小柳 俊夫 コヤナギ トシオ CHB-190-0036 Clichy Cycling Club

佐藤 純 サトウ ジュン CHB-190-0001 FAST LANE Racing

佐間田 崇 サマダ タカシ XTK-000-1065 リベルタスクラブ

塩入 昭博 シオイリ アキヒロ Araren8214

渋川 修一 シブカワ シュウイチ RCC

清水 洋介 シミズ ヨウスケ Aprico

庄原 八雲 ショウハラ ヤクモ CHB-201-0004 なし

鈴木 秀明 スズキ ヒデアキ CXK-201-0055 bicyclefellow

鈴木 雄介 スズキ ユウスケ CHB-167-0082 オシガモ

高野 聖志 タカノ サトシ CXK-190-0078 国際医療福祉大学 成田

高橋 大輔 タカハシ ダイスケ CXK-189-0029 Team MilePost Racing

高橋 英克 タカハシ ヒデカツ CXK-201-0051 Araren8214

竹林 智也 タケバヤシ トモヤ Buccaneer。

棚橋 峻也 タナハシ シュンヤ SHN-156-0037 TeamARI

中村 俊秋 ナカムラ トシアキ CHB-178-0032 シクロマーモット

原田 聡 ハラダ ソウ AKIRUNO-Cycling Academy Project

廣勢 翔太 ヒロセ ショウタ CHB-178-0003 Clichy Cycling Club

藤田 真二 フジタ シンジ XTK-190-0025 Pedal Daddy

細田 素弘 ホソダ モトヒロ Fast Lane Racing

松下 成章 マツシタ ナルアキ XTK-178-0035 MIVRO

宮﨑 晃 ミヤザキ ヒカル CHB-201-0022 なし

宮﨑 久志 ミヤザキ ヒサシ なし

宮本 秋哉 ミヤモト シュウヤ #ぉゃょぃ

宮脇 和也 ミヤワキ カズヤ XTK-190-0014 TS TECH自転車部

鑓水 修一 ヤリミズ シュウイチ CHB-167-0055 なし

横坂 信行 ヨコサカ ノブユキ ヨコーずら丸

渡辺 祐也 ワタナベ ユウヤ なし

C4-午後



Entry List シクロクロス千葉実行委員会 2021.02.18

Race No: 2 ※カテゴリ別・五十音順

Name カナ名 AJOCC Code Team

石川 健太郎 イシカワ ケンタロウ XTK-000-1040 club-PK 

石田 憲一 イシダ ケンイチ XTK-201-0012 TeamWA!

伊東 佑馬 イトウ ユウマ SHN-156-0039 MKⅢ

今井 裕愛 イマイ ヒロチカ SHN-167-0102 YouCan

遠藤 広貴 エンドウ ヒロタカ cxk-167-0118 なし

及川 聖也 オイカワ セイヤ CHB-189-0006 TEAM GIRO CX

岡安 純 オカヤス ジュン MBS-189-0049 Y’sRoad CX Team

小川 修 オガワ オサム CXK-201-0002 なし

屋 英樹 オク ヒデキ CXK-000-0386 ガソリンアレイ

落合 智輝 オチアイ トモキ CHB-190-0015 SNEL

梶川 義巳 カジカワ ヨシミ CXK-167-0124 OTR

川初 拓史 カワハツ タクジ なし

北島 俊太郎 キタジマ シュンタロウ CHB-190-0004 Saturday Ride Fever

木本 竜也 キモト タツヤ XTK-189-0090 Team GIRO CX.

小枝指 諒 コエサシ リョウ XTK-000-1556 Innocent

佐藤 純 サトウ ジュン CHB-190-0001 FAST LANE Racing

佐藤 忠則 サトウ タダノリ 輪工房

塩入 昭博 シオイリ アキヒロ Araren8214

荘 一樹 ショウ カズキ XTK-000-1137 ZELKOVA CX

白岩 利映 シライワ トシアキ 笹原サイクル

杉山 吉信 スギヤマ ヨシノブ UCX-189-0009 TGES Cycling Team

鈴木 雄介 スズキ ユウスケ CHB-167-0082 オシガモ

高橋 英克 タカハシ ヒデカツ CXK-201-0051 Araren8214

高橋 弘樹 タカハシ ヒロキ XTK-201-0005 おはみのCX

瀧口 吉郎 タキグチ ヨシロウ なし

田中 統 タナカ オサム SHN-190-0082 BIKE&TECH;

辻本 大輔 ツジモト ダイスケ XTK-201-0057 -

常住 岳雄 ツネスミ タケオ CXK-178-0031 SNEL

中平 庸介 ナカヒラ ヨウスケ CXK-189-0055 なし

中村 俊秋 ナカムラ トシアキ CHB-178-0032 シクロマーモット

成嶋 祐輔 ナルシマ ユウスケ 無し

新垣 健一郎 ニイガキ ケンイチロウ MBS-190-0027 多摩湖朝練部

根來 邦雄 ネゴロ クニオ CHB-178-0044 TEAM GIRO CX

萩原 拓也 ハギワラ タクヤ MBS-167-0071 Rapha Cycling Club

菱木 裕一 ヒシキ ユウイチ CHB-189-0003 TEAM GIRO 360

平野 隆司 ヒラノ タカシ GPM-000-2170 1100bar

藤森 祐輔 フジモリ ユウスケ TFR

保戸塚 与 ホトヅカ アタウ XTK-201-0004 THE DELEZ SQUAD

本間 拓未 ホンマ タクミ SHN-190-0021 Rapha Cycling Club

正井 圭 マサイ ケイ VAPOR CX TEAM

三橋 允耶 ミツハシ マサヤ CXK-190-0077 Cycles Marmotte

村田 征治 ムラタ セイジ CHB-190-0013 Team轍屋

邑中 力 ムラナカ ツトム CXK-190-0067 COWGUMMA

茂木 勇人 モギ ハヤト tcx-190-0017 ARAREN8214

矢作 祐樹 ヤハギ ユウキ CHB-201-0003 無所属

山本 和夫 ヤマモト カズオ CHB-190-0041 VAPOR CX TEAM

吉田 健 ヨシダ ケン Team黒い三連星

芳野 将 ヨシノ ショウ XTK-189-0087 Rapha Cycling Club
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Entry List シクロクロス千葉実行委員会 2021.02.18

Race No: 8 ※カテゴリ別・五十音順

Name カナ名 AJOCC Code Team

内田 慧 ウチダ ケイ CXK-201-0014 なし

小渡 博貴 オド ヒロキ XTK-201-0023 なし

垣内 良粋 カイトウ ライキ XTK-190-0129 横浜本牧レーシング

高橋 健 タカハシ ケン CXK-189-0023 Team MilePost Racing

竹腰 大輝 タケコシ ダイキ チームT

田村 岳大 タムラ ガクダイ cxk-201-0015 チームがちゃぴん

西村 結都 ニシムラ ユウト CXK-190-0002 なし

宮崎 暖大 ミヤザキ ハルタ CXK-201-0011 無し

村田 心泰 ムラタ モトヤス xtk-201-0028  なし

吉川 結和 ヨシカワ ユワ CXK-201-0058 イオンバイクJr.アカデミー

Entry List シクロクロス千葉実行委員会 2021.02.18

Race No: 8 ※カテゴリ別・五十音順

Name カナ名 AJOCC Code Team

赤岩 新太郎 アカイワ シンタロウ イオンバイクジュニアアカデミー

河本 昇大 カワモト ショウタ SHN-189-0040 なし

郷津 輝 ゴウヅ ヒカル CXK-178-0038 イオンバイクJr.アカデミー

小林 然 コバヤシ ゼン AKIRUNOｰCycling Academy Project

田村 凛々子 タムラ リリコ mbs-189-0013 チームトマト

福田 栄人 フクダ エイト イオンバイクJr.アカデミー

船山 顕 フナヤマ ケン XTK-189-0096 なし

馬島 史弥 マジマ フミヤ CXK-201-0016 AVENTURA Cycling Estrella

皆木 海音 ミナギ カノン XTK-178-0059 AVENTURA CYCLING ESTRELLA 

横田 壮一郎 ヨコタ ソウイチロウ CXK-178-0062 イオンバイクJr.レーシング

吉川 世名 ヨシカワ セナ XTK-189-0097 イオンバイクJr.レーシング

Entry List シクロクロス千葉実行委員会 2021.02.18

Race No: 8 ※カテゴリ別・五十音順

Name カナ名 AJOCC Code Team

秋葉 世凪 アキバ セナ cycleclub3Up.

中仙道 侑毅 ナカセンドウ ユウキ イオンバイクJr.レーシング＆怪しい道調査隊

松村 拓弥 マツムラ タクミ MBS-189-0042 なし

渡辺 大五郎 ワタナベ ダイゴロウ なし

渡邊 太智 ワタナベ タイチ Passer 1850
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Entry List シクロクロス千葉実行委員会 2021.02.18

Race No: 4 ※カテゴリ別・五十音順

Name カナ名 AJOCC Code Team

小田 恵利花 オダ エリカ SHN-156-0011 なし

竹村 舞葉 タケムラ マイハ CXK-201-0019 SHIDO-WORKS

野口 祈 ノグチ イノリ CXK-167-0200 りんご星

橋口 陽子 ハシグチ ヨウコ GPM-000-1950 AX cyclocross TEAM

平野 美穂 ヒラノ ミホ XTK-000-1502 ARAI MURACA

山口 瑞穂 ヤマグチ ミズホ XTK-000-1187 PAXPROJECT

山崎 裕子 ヤマザキ ユウコ CCM-156-0041 Marunouchi Cycling Club

たかつ やすこ 高津 裕子 XTK-156-0096 ZEROtoTO

Entry List シクロクロス千葉実行委員会 2021.02.18

Race No: 4 ※カテゴリ別・五十音順

Name カナ名 AJOCC Code Team

鮎澤 加奈子 アユザワ カナコ XTK-190-0031 AKIRUNO Cycling Academy Project

植松 美弥子 ウエマツ ミヤコ CCM-189-9021 サイクルパラダイス

江越 未稀 エゴシ ミキ SHN-167-0005 VAPOR CX TEAM

河村 ゆき子 カワムラ ユキコ SHN-189-0042 SHIDO-WORKS

木下 礼子 キノシタ レイコ XTK-000-0052 AX cyclocross team

佐藤 依子 サトウ ヨリコ CHB-190-0025 SNEL

高橋 和佳子 タカハシ ワカコ KNS-190-0285 おはみのCX

武田 花 タケダ ハナ GPM-000-1845 Team Tacke

荒井 朋子 アライ トモコ MBS-189-0022 Azzuring

YEH EMILY イェー エミリー VAPOR CX TEAM

磯部 紗由美 イソベ サユミ CHB-190-0026 SNEL

倉橋 舞 クラハシ マイ Team Bikeport

齋藤 美里 サイトウ ミサト CHB-189-0026 内房レーシングクラブ

佐野 仁美 サノ ヒトミ CHB-201-0029 無課金ユーザー

須賀 与恵 スガ トモエ Team TACKE

須藤 友子 ストウ トモコ VAPOR CX TEAM

中山 智美 ナカヤマ トモミ FAST LANE Racing

山口 優子 ヤマグチ ユウコ W.V.R.T.

米沢 文 ヨネザワ フミ  W.V.R.T

CL1

CL2+3



Entry List シクロクロス千葉実行委員会 2021.02.18

Race No: 5 ※カテゴリ別・五十音順

Name カナ名 AJOCC Code Team

遠藤 勝博 エンドウ マサヒロ CCM-000-9144 042-703-9122

及川 修 オイカワ オサム TCX-178-0008 ADVANCE仙台

加藤 哲 カトウ テツ KNS-000-4577 Infinity_K10s

河尾 輝彦 カワオ テルヒコ XTK-189-0061 Ｙ練/轍屋

塩見 学 シオミ マナブ XTK-000-1521 BBQ Masters

生田目 修 ナマタメ オサム UCF-167-0051 イナーメ信濃山形

山口 健 ヤマグチ タケシ GPM-000-2102 Golosa

山本 誠一 ヤマモト セイイチ CCM-000-9923 DEVOTION

Entry List シクロクロス千葉実行委員会 2021.02.18

Race No: 3 ※カテゴリ別・五十音順

Name カナ名 AJOCC Code Team

秋山 純一 アキヤマ ジュンイチ CXK-167-0085 -

安陪 正道 アベ マサミチ GPM-000-1917 Roppongi express

一枝 淳二 イチエダ ジュンジ CCM-190-9013 Makio’s Bike 

一柳 達也 イチヤナギ タツヤ GPM-000-0927 FRIETEN

印南 裕二 インナミ ユウジ SHN-178-0070 Team Grupetto 

江越 和也 エゴシ カズヤ SHN-156-0038 TEAM　VAPOR

落合 拓郎 オチアイ タクロウ CXK-167-0014 Rapha Cycling Club

小坂部 恵一 コサカベ ケイイチ CXK-000-0352 FAST LANE Racing

相良 希善 サガラ キヨシ SHN-156-0017 なし

佐野 修司 サノ シュウジ GPM-000-1974 cycleclub.3up

三本木 昭仁 サンボンギ アキヒト TCX-167-0011 鮎信友の会

田澤 鉄平 タザワ テッペイ XTK-190-0084 チドリサイクリングチーム

仲 民善 ナカ タミヨシ XTK-189-0100 FAST LANE Racing

古水 潤 フルミズ ジュン ABC-156-1234 なるしまフレンド

堀越 正敏 ホリコシ マサトシ CXK-156-0066 上毛レーシング

山崎 真純 ヤマザキ マスミ GPM-000-2010 arpkits/(有)中島

横山 聡 ヨコヤマ アキラ CCM-000-7125 HADANO cyclocross team

吉池 司 ヨシイケ ツカサ SHN-189-0070 racing CUBE

吉田 紀匡 ヨシダ ノリマサ GPM-000-0867 TeamTacke

CM1

CM2



Entry List シクロクロス千葉実行委員会 2021.02.18

Race No: 3 ※カテゴリ別・五十音順

Name カナ名 AJOCC Code Team

Gwilliam Benjamin Gwilliam Benjamin CHB-190-0027 内房レーシングクラブ

粟飯原 光広 アイバラ ミツヒロ CHB-190-0031 cycleborg@TAG

五十嵐 雄一 イガラシ ユウイチ XTK-190-0029 なし

井川 竜二 イガワ リュウジ CHB-178-0019 FSR

池田 大樹 イケダ ダイキ XTK-190-0045 Y練

石井 邦朋 イシイ クニトモ CHB-167-0064 Team Tacke

伊藤 達也 イトウ タツヤ CHB-167-0063 NAMIBIA PROJECT Cybcling team

伊藤 俊彦 イトウ トシヒコ XTK-201-0035 TZE

井上 浩輔 イノウエ コウスケ CXK-167-0088 GIANTオーナーズ倶楽部

今井 賢一 イマイ ケンイチ CHB-178-0040 ギアプレス

岩本 正憲 イワモト マサノリ team Chidori

小笠原 敏孝 オガサワラ トシタカ GPM-000-0905 ARAI MURACA

小川 光一 オガワ コウイチ XTK-000-1024 LEGON

小野 勝之 オノ カツユキ CXK-000-0321 FAST LANE  Racing

小野 嘉之 オノ ヨシユキ CCM-000-2027 石川軍団

川口 良成 カワグチ ヨシナリ XTK-190-0044 なし

川野 智行 カワノ トモユキ CHB-190-0012 Y's Road CX with Team BOSCH

川南 保夫 カワミナミ ヤスオ CHB-190-0039 Tsport

沓澤 秀樹 クツザワ ヒデキ CXK-167-0109 SHIDO-WORKS

小林 一美 コハ゛ヤシ カス゛ミ CHB-178-0012 輪工房APEX

近藤 篤之 コンドウ トクユキ CHB-167-0115 内房レーシングクラブ

佐藤 剛 サトウ ゴウ CHB-190-0028 SNEL

佐藤 洋之 サトウ ヒロユキ GPM-000-1143 Pinazou Test Team

澤地 博之 サワチ ヒロユキ XTK-156-0083 虹色屋

重田 真利 シゲタ マサトシ GPM-000-2214 Team CUORE

滋野 春紀 シゲノ ハルキ SHN-167-0104 SHIDO-WORKS

鈴木 靖雄 スズキ ヤスオ CHB-201-0030 石川軍団

高畑 高 タカハタ タカシ SHN-178-0131 EMU SpeedClub

田口 直明 タグチ ナオアキ XTK-190-0019 チドリサイクリングチーム

永野 智海 ナガノ トモミ SHN-156-0078 イナーメCX

並木 太一郎 ナミキ タイチロウ CHB-189-0002 VAPOR CX TEAM

西岡 純治 ニシオカ ジュンジ SHN-178-0118 team AST

野口 勉 ノグチ ツトム XTK-156-0085 輪工房

馬場 善久 ババ ヨシヒサ CHB-178-0011 シクル・マーモット

原田 丈 ハラダ タケシ XTK-178-0032 FSR

藤村 英司 フジムラ エイジ XTK-000-0021 FSR CYCLOCROSS TEAM

松山 則貴 マツヤマ ノリタカ CXK-189-0031 SNEL

宮田 雅則 ミヤタ マサノリ XTK-167-0036 シクロマーモット

CM3



Entry List シクロクロス千葉実行委員会 2021.02.18

Race No: 5 ※カテゴリ別・五十音順

Name カナ名 AJOCC Code Team

塚越 一生 ツカゴシ イッセイ XTK-189-0140 なるしまフレンド

永野 昇海 ナガノ ショウミ SHN-156-0076 イナーメ信濃山形

Entry List シクロクロス千葉実行委員会 2021.02.18

Race No: 2 ※カテゴリ別・五十音順

Name カナ名 AJOCC Code Team

秋葉 世凪 アキバ セナ cycleclub3Up.

垣原 弘明 カキハラ ヒロアキ XTK-156-0041 なし

佐竹 清亮 サタケ キョウスケ XTK-156-0044 iBeyond

成田 光志 ナリタ コウシ UCX-156-0035 なし

Entry List シクロクロス千葉実行委員会 2021.02.18

Race No: 1 ※カテゴリ別・五十音順

Name カナ名 AJOCC Code Team

室伏 碧透 ムロフシ アオト AVENTURA AIKOH TOYO VICTORIA RACING

Jr

U15

U17


