
入金 NAME NAME TEAM CJXC FDAカップXC CJDH FDAカップDH

Fujisawa Toshinari ボンシャンス ・キッズＬｏ男子  

済 Hagiwara Nobuyuki MEGASPEED オープンHi

済 Ishii Hidaka MARSH/DKMC ・男子エリート

済 Ishikawa Masamichi Champion System Japan Test Team ・男子マスターズ

済 Moriya Kiyokuni SPADE.ACE ・男子エリート

NAKANE KAZUMA インパルス ・男子チャレンジ

済 ochiai kosei TEAM GRM ・男子ジュニア

ONO RYOTA Sonic-Racing/SRAM ・男子エリート ・男子エリート

済 osami masaya ProRide ・男子ジュニア

sato akihito MARSH/DKMC ・男子マスターズ

TSUKAMOTO TAKASHI BEYOND THE BOUNDARIES ・男子エリート

済 Yoshikawa Masaru 茨城CXレーシングチーム ・男子チャレンジ

アイザワ ヤスヒロ ＆STREAM小川輪業 ・男子チャレンジ

済 アオキ スミエ AX MTB team ・女子マスターズ  

済 アオキ マコト AX MTB team ・男子エリート

アオキ マサヒロ TEAM NARO ・男子エリート

アオヤギ レイコ MTBクラブ安曇野 ・オープン女子

済 アカオギ コウキ Fine Nova LAB ・男子ユース

済 アキヤマ ゴロウ AX MTB TEAM ・男子アドバンス

済 アサイ ヒデキ SNEL MTB TEAM ・男子マスターズ

済 アサクラ ユウタ BikeStand ・男子ユース

済 アサノ ツトム ペルジタ ・男子マスターズ

アサノ ヨシアキ TEAM GIANT ・男子エリート

アダチ シンイチ オーバー５０

アトウ ヒロシ Acciarpone racing ・男子エリート

済 アナダ キシュウ TEAMBG8 ・男子エリート

済 アベ リョウ SNEL ・オープン男子

アベ ケイタ セオサイクル八潮 /イノブタレーシング ・男子エリート

済 アヤノ ケイコ cycleclub 3UP. ・女子マスターズ  



入金 NAME NAME TEAM CJXC FDAカップXC CJDH FDAカップDH

済 アヤノ ヒロ cycleclub3up. ・男子ジュニア

済 アユザワ カナコ Team GRM ・女子チャレンジ

アライ コウジ MARSH/BodyArchitect ・男子マスターズ

済 アラカワ ダイスケ TEAM GRM ・男子マスターズ

済 アリムラ トシヒコ チームAlee ・男子マスターズ

済 アリモチ マサヒト Team ARI ・男子マスターズ

済 イイジマ ダイヤ ・キッズＨｉ男子

済 イイジマ カレン ・キッズＬｏ女子

イイダ タカユキ ROND CX TEAM ・男子チャレンジ

イガラシ カツオ SNG ・男子アドバンス

済 イケガメ ヒデキ 日本ろう自転車競技協会 ・男子アドバンス

イケガヤ タクマ UC_bros オープンHi

済 イケザワ マコト G-WORKS-1 ・男子エリート

済 イシカワ ゲン サッサーズ ・男子エリート

済 イシカワ タロウ TEAM AGRI with AST FOREST ・男子ユース

済 イシカワ リュウタ TEAM AGRI with AST FOREST ・キッズＨｉ男子

済 イシカワ ハジメ ゲンブ オープンHi

イシカワ シンイチ Think racing team ・男子アドバンス

済 イシグロ トモキ PAXPROJECT ・男子エリート

済 イズミ マアヤ marsh オープンHi

イズミノ リョウガ ・男子エリート

済 イセダ アキラ VAPOR CX TEAM ・男子チャレンジ

イタガキ カナオ ・オープン男子

済 イチエダ ジュンジ Team CLAN ・男子マスターズ

済 イチカワ ヨシタカ CRAN ・男子マスターズ

済 イチハラ カズヒロ Team NENIU ・男子エリート

済 イデガワ ナオキ TEAM A&F/STRIDER ・男子エリート

済 イトウ リュウセイ AS京都 ・キッズＨｉ男子

済 イトウ コウセイ AS京都 ・キッズＬｏ男子  



入金 NAME NAME TEAM CJXC FDAカップXC CJDH FDAカップDH

イトウ コウキ MARSH/BodyArchitect ・男子エリート

イノイチ リョウスケ cleat/キッチンブレス ・男子チャレンジ

イノイチ コウシロウ cleat/キッチンブレス ・男子ユース

済 イノウエ コウジ ・オープン男子

済 イマクラ シンジ Click八幡 ・男子エリート

イマナカ シンスケ Team InterMax DH ・男子アドバンス

イマナカ リュウスケ Team InterMax DH ・男子マスターズ

済 イロカワ タケヒロ PAXPROJECT ・男子エリート

済 イワサキ モトノリ AX MTB team ・男子アドバンス

済 イワサキ ミチエ TRIPCYCLE GLOBAL RACING ・女子エリート

インナミ ユウジ Team轍屋B ・男子チャレンジ

ウエサカ テルタケ 自転車のウエサカ  / improve your performance ・男子チャレンジ

ウエハラ モトキ BIKERANCH/takebowtune ・男子マスターズ

済 ウガジン リョウセイ RIDE TO FUN ・オープン男子

済 ウシログチ ヒロシ ぼっち勢 ・男子チャレンジ

済 ウスイ ヨシミ minzuu Bike ・男子チャレンジ

済 ウチノ ユウタ Q-SHU UNION CJ UNIT ・男子ユース

済 ウチノ シンジ B.B.Q masters ・男子マスターズ

ウチノ シンジ B.B.Q masters ・男子マスターズ

済 ウツ コウタロウ NUKEPROOF/Rainbow ・男子エリート

ウラカミ タロウ Transition Airlines/Cleat/TRAIL Adventure ・男子エリート

済 エゴシ マサヤ Team ProRide ・男子ユース

エシタ ケンタロウ じてんしゃPitプロ埼玉日高 ・男子アドバンス

済 エンドウ リュウゴ お茶のカワサキ ・男子チャレンジ

済 エンドウ ヒロキ ProRide ・男子マスターズ

済 エンドウ コウスケ Sonic-Racing ・男子ユース

エンドウ マサヒロ 042 SYNDICATE ・男子マスターズ

済 オオクラ コウイチロウ AX MTB team ・男子マスターズ

済 オオタ タクミ INSANES/LIFE,,,/Ba/RR ・男子エリート



入金 NAME NAME TEAM CJXC FDAカップXC CJDH FDAカップDH

オオタ マドカ Team轍屋 ・女子ジュニア

オオタ マコト Team轍屋 ・男子エリート

済 オオタニ ゲンマ MANYO DESCENT ・男子チャレンジ

オオノ リョウヘイ KYBﾒｶﾞ含み損 ・男子マスターズ

済 オオハシ ナオヤ tours.net ・男子マスターズ

オオムラ トシオ t-project ・男子マスターズ

済 オオルイ マサヒロ RACING TORQUE ・男子アドバンス

済 オガサワラ タカヒロ ・男子エリート

済 オガサワラ ダイスケ 名岐ベンド ・男子チャレンジ

済 オカダ ノリヒコ minzuu bike ・男子アドバンス

済 オカモト ヒロユキ EXLUB project ・男子マスターズ

済 オカヤマ ユウタ MASAYA YOUNG RIDERS ・男子エリート

済 オギシマ サトシ SEOcycle ・男子マスターズ

済 オクダ アキヒサ SNG ・男子マスターズ

済 オグチ アツシ HEART VIEW ・男子マスターズ

済 オクムラ コウセイ TEAMウイール ・男子ユース

済 オクヤマ マアヤ 横浜本牧レーシング ・キッズＬｏ女子  

オクヤマ ソラ シマノドリンキング  DH ・男子チャレンジ

済 オダ エリカ ・女子チャレンジ

済 オダジマ タカヒロ maillot SY-Nak ・男子マスターズ

済 オチアイ ション TRANS!/TECH. ・男子ユース

済 オノ コウジ M’s/BONDS/興津螺旋 ・男子マスターズ

済 オノ タケヒト 小野輪業 (仮) オープンLo

済 カイトウ ライキ 横浜本牧レーシング ・キッズＬｏ男子  

済 カキハラ ヒロアキ XC:RACING TORQUE  DH:&stream...小川輪業 ・男子ユース ・男子ユース

済 カゲモリ シンイチロウ 多摩ポタ ・オープン男子

済 カゲヤマ ミチトモ TRANS!/TECH. オーバー４０

済 カサイ シュウヘイ カトーサイクル ・男子エリート

済 カサハラ ヒロキ PAD Racing ・男子チャレンジ

http://tours.net
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済 カサハラ ミホ MTBｸﾗﾌﾞ安曇野 ・オープン女子

済 カサハラ ツヨシ MTBｸﾗﾌﾞ安曇野 ・オープン男子

済 カサハラ ユイト MTBｸﾗﾌﾞ安曇野 ・オープン男子

済 カサハラ ハル MTBｸﾗﾌﾞ安曇野 ・キッズＨｉ男子

済 カズマ キヨヒロ エンドウ商会 ・男子チャレンジ

済 カタオカ タケシ 片岡自転車 ・男子チャレンジ

カタオカ ユキ Team轍屋 ・女子チャレンジ

カタオカ タカシ Team轍屋 ・男子チャレンジ

済 カトウ カイスケ F(t)麒麟山Racing ・男子ユース

カトウ ナオト Team Nipopo ・男子アドバンス

カトウ ソラ ・オープン男子

カトウ ヒロノリ ・オープン男子

済 カドタ モトシ TEAM GIANT ・男子エリート

済 カナイ ジン Moto-SR ・男子マスターズ

カネコ ユウイチロウ KYBカントリーモーニング オープンHi

カネコ タクミ &stream…小川輪業 ・男子エリート

済 カノウ ヒデキ Saturday early morning ・男子マスターズ

カノウ ナオコ 岩井商会レーシング ・女子エリート

カミヤ トモアキ T-SERV. ・男子アドバンス

カミヤ トモアキ T-SERV. ・男子アドバンス

カワイ ヒデトシ チームまるいちMTB オープンHi

済 カワオ テルヒコ Team轍屋 ・男子チャレンジ

済 カワカミ テツゾウ tours.net ・男子マスターズ

済 カワグチ ウララ 日本体育大学 ・女子エリート

カワグチ アユミ MARSH WOMAN

カワグチ ヒロキ MARSH オーバー５０

済 カワサキ ミチコ PAXPROJECT ・女子エリート

済 カワバタ セイジ Siiver Backs MTB Team ・男子チャレンジ

カワムラ ヒロブミ &STREAM...小川輪業 ・男子マスターズ

http://tours.net
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済 カンキ ヨシヒロ Click八幡/日本製鉄?八幡CC ・男子マスターズ

済 カンノ マサシ HIRAKO.mode ・男子エリート

キクチ シュウスケ RIDE to FUN ・男子アドバンス

キクチ ショウゴ TEAM YOUCAN ・男子エリート

済 キシ アキヒロ Team 轍屋 ・男子チャレンジ

キジ ライタ アールズサイクル ・男子アドバンス

キシモト ナオキ Sonic-Racing/SRAM ・男子エリート

済 キタガワ タカヒロ フリーソロ ・男子チャレンジ

済 キタジマ ミナト 日本ろう自転車競技協会 ・女子チャレンジ

済 キタジマ ユウコ パワースポーツ・SICK ・女子マスターズ  

済 キタジマ アツシ CycleryKIRIN ・男子エリート

キッタ ジュンイチロウ TEAM ユキリン ・男子マスターズ

済 キノシタ シンイチロウ KSレーシング ・男子チャレンジ

済 キムラ ヒビキ B.B.Q ・男子チャレンジ

済 キムラ カナミ B.B.Q ・キッズＨｉ女子  

済 キムラ ミスズ B.B.Q ・キッズＬｏ女子  

ギルズナン ポール Nukeproof オーバー４０

ギルズナン ジェイソン Nukeproof オープンLo

クギヌキ タクミ シマノドリンキング DH-A ・男子アドバンス

済 クスノキ ヒロマサ 都城工業自転車競技部 ・男子ジュニア

済 クスノキ ユウマ 宮崎県サイクルジュニアクラブ ・男子ユース

済 クドウ ハルマ TEAM BG8 ・男子ユース

済 クニイ ユタカ AXMTBteam ・男子アドバンス

済 クニヨシ マサノリ BRIDLER ・男子エリート

クボ カズマ 日本大学 ・男子エリート

クボ シンジ 岩井商会レーシング ・男子エリート

クボ キチノスケ シマノドリンキング  DH ・男子エリート

済 クボタ ヒロヒデ Rapha Cycling Club ・男子マスターズ

クボタ マサヒロ PRD1 ・男子エリート
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済 クマザワ ユウスケ ZEROtoTOP ・男子チャレンジ

クメタ スバル G-WORKS-1 ・男子エリート

クラバヤシ ヤスアキ SEOcycle ・男子チャレンジ

済 クラブチ タカシ Geeks ・男子マスターズ

クリセ ユウタ team mongoose ・男子エリート

クリタ ナオキ LIFE,,,machine store ・男子マスターズ

済 クロカワ ヨウジロウ FRS dirtfreak ・男子マスターズ

済 クロサワ ダイスケ RMB/MAVIC test team ・男子エリート ・男子エリート

こうずみ けいた Team 轍屋 ・男子チャレンジ

済 ゴウダ マサユキ AX MTB team ・男子エリート

済 コウタケ シンヤ TEAM輪工房 ・男子チャレンジ

済 コウタケ カナホ TEAM輪工房 ・キッズＨｉ女子  

済 ゴウヅ ヒカル Dream Seeker jr. Racing Team ・キッズＨｉ男子

済 コウモト リョウタ 立命館大学 ・男子エリート

済 コクボ トシキ TEAM AGRI with AST FOREST ・男子チャレンジ

済 コサカ マナブ オーバー４０

済 コサカ シュウヤ ・キッズＨｉ男子

コサカ ミチヨ ・オープン女子

済 コジマ タロウ 日本ろう自転車競技協会 ・男子アドバンス

済 コデラ トモユキ sunday-riders ・男子マスターズ

済 コバヤシ ダイスケ 重力技研 キッズ男子

済 コバヤシ マスミ Team Soleil悠（ソレイユウ） ・女子マスターズ  

済 コバヤシ ユウキ prologue ・男子アドバンス

済 コバヤシ ヨシノリ Team Soleil悠（ソレイユウ） ・男子マスターズ

済 コバヤシ ヨウヘイ Team ProRide ・男子ユース

済 コバヤシ ジョウマ ・キッズＬｏ男子  

済 コマサキ ヒロタカ 日本ろう自転車競技協会 ・オープン男子

済 ゴミ タカト テレマークスキー協会 ・男子マスターズ

済 コヤマ ワタル BEYOND THE BOUNDARIES ・男子エリート
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済 コンドウ マサカツ Swankys ・男子チャレンジ

済 サイキ タケシ SOHAYA RACING ・男子アドバンス

サイキ ツカサ 重力技研／GL components ・男子エリート

済 サイトウ カスミ UltraSetaSelect ・女子マスターズ  

済 サイトウ ユウヒ Limited Team 846 ・キッズＨｉ女子  

サイトウ トモヒロ RIDELIFE GIANT ・男子マスターズ

サイトウ アキヒロ DKMC ・男子マスターズ

サイトウ クニカズ ・男子マスターズ

済 サイモト ヤスヒサ マウンテン☆ポテト ・男子アドバンス

済 サカイ ヨシカズ マウンテン☆ポテト ・男子マスターズ

サカイ ショウゴ パワースポーツ・SICK ・男子マスターズ

サカナカ エイソウ FRS ・男子マスターズ

済 サカモト ヤスタカ Click八幡 ・男子チャレンジ

済 サカモト ヨウイチ gennoji ・男子チャレンジ

サカモト アキラ Panaracer ・男子エリート ・男子エリート

済 サガワ ユウタ SNEL MTB TEAM ・男子アドバンス

ササキ ブンゴ シマノドリンキング ・男子アドバンス

済 サソウ ヒロアキ 西相模自転車狂走会 ・男子マスターズ

済 サタケ キョウスケ アラスカワークス ・男子ユース

済 サトウ リュウノスケ キッズ男子

済 サトウ セイジ SAGE'S STYLE ・男子エリート

済 サトウ ジュン Team Nipopo ・男子チャレンジ

済 サトウ ユウヒ Team Soleil悠 ・男子ユース

サトウ シンイチ tours.net ・男子マスターズ

サトウ ケンタロウ RIDE to FUN ・男子マスターズ

サナガワ ヨシミ Team Nipopo WOMAN

済 サマタ アヅナ tours.net ・女子チャレンジ

済 サマタ マサト tours.net ・男子エリート

済 サワイ チヒロ SNEL MTB TEAM ・男子ユース

http://tours.net
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サワキ ノリオ acu-power Racing Team ・男子エリート

サワキ ノリオ acu-power Racing Team ・男子エリート

済 サワダ トキ TEAM BRIDGESTONE Cycling ・男子エリート

サワダ ヤスユキ VOLCAオードビーBOMA ・男子マスターズ

シオダ アキヒロ O.S.R オーバー５０

済 シオミ マナブ B・B・Q Masters ・男子マスターズ

済 シシバ サトシ SNG ・男子マスターズ

済 シジョウ ヤストシ minzuuBike ・男子チャレンジ

済 ジツカワ トモヲ タフスタッフねこスピード ・男子エリート

シノナガ ハルヒコ かめ風船 ・男子チャレンジ

済 シノハラ ヨウヘイ TRIPCYCLE GLOBAL RACING ・男子エリート

済 シノハラ アヤオ limited team846 ・女子ユース

済 シノハラ オウスケ limited team846 キッズ男子

済 シマダ ノリヒデ 輪心 WHEEL SOUL BIKE WORKS ・男子エリート

シマダ ユウサク 輪心/SCOTT ・男子エリート

シマヅ ハヤト シマノドリンキング  DH ・男子エリート

済 シマムラ カズオ NONmotorize ・男子マスターズ

済 シミズ ユウタ drawer THE CYCLING CLUB ・男子アドバンス

済 シミズ マサフミ NONmotorize ・男子チャレンジ

シミズ カズキ TEAM A&F ・男子エリート

済 シモカワ シュンスケ Swankys ・男子マスターズ

済 シモマツ ジン acu-power racing team ・男子マスターズ

済 シロタ カズアキ WING PAW ・男子エリート

済 シンプク タツロウ Team轍屋 ・男子チャレンジ

済 スガワラ カイセイ SP Challenge ・男子アドバンス

スギウチ ナオキ TRIPCYCLE GLOBAL RACING オーバー４０

スズイシ タイヘイ ・男子チャレンジ

済 スズキ ケンタ カントリーモーニング ・男子エリート

済 スズキ トモユキ cyclone ・男子エリート
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済 スズキ チヒロ Team轍屋 ・男子チャレンジ

スズキ ヨシノリ PAXPROJECT ・男子エリート

スズキ ライト BonneChance Asia Cycling Academy ・男子エリート

スズキ ヨシノリ サンクスサイクルラボ ・男子チャレンジ

済 セタ ジン UltraSetaSelect ・男子アドバンス

済 ソエジマ タツウミ Limited Team 846 ・男子ジュニア

済 ソノダ ハヤト 轍屋 ・男子チャレンジ

済 タガ ヨシナリ ダートピストンズ ・男子マスターズ

済 タカイ イッペイ Sonic Racing ・男子アドバンス

タカキ リンタロウ 角田浜トレイル ・男子アドバンス

済 タカハシ カズヒコ チームニポポ ・男子チャレンジ

タカハシ ヒサキ Team 轍屋 ・男子チャレンジ

タカハシ マサシ 山鳥レーシング ・男子マスターズ

タカハシ マコト B.B.Q Masters ・男子マスターズ

タカハシ ショウ cycleclub 3UP. ・男子ユース

済 タカムラ シュン おされフィッシング ・男子アドバンス

済 タガワ シンヤ Team轍屋 ・男子チャレンジ

済 タキシタ ヤスタミ RIDE LIFE GIANT ・男子チャレンジ

済 タクマ タカアキ NESTO Factory Team ・男子エリート

済 タケウチ リョウ FUKAYARACING ・男子エリート

タケウチ ユウマ TEAM NARO ・男子チャレンジ

済 タケダ コウジ 京三製作所 オーバー５０

済 タケナカ イマ ・キッズＬｏ男子  

済 タケノウチ ユウ ToyoFrame ・男子エリート

済 タケムラ マイハ ・オープン女子

タジリ マサシ takebow-tune Gravity republic ・男子チャレンジ

済 タチ マサクニ MARSH/BodyArchitect ・男子エリート

済 タツミ カツヤ 夏草サイクリングチーム ・男子マスターズ

済 タテダ ナオト ERUK ・男子チャレンジ



入金 NAME NAME TEAM CJXC FDAカップXC CJDH FDAカップDH

済 タナカ ヨシアキ チームダックスフンド ・男子アドバンス

済 タナカ カヅキ チームダックスフンド ・男子ユース

済 タナカ リョウスケ チームダックスフンド ・キッズＨｉ男子

済 タナカ ガクホ 横浜本牧レーシング ・キッズＬｏ男子  

済 タナカ コウタ 玄武 ・男子ユース

済 タナカ トシキ Limited Team 846 ・キッズＬｏ男子  

不足6000 タナカ マサアキ Limited Team 846 ・キッズＨｉ男子 キッズ男子

タナカ ソウイチロウ シマノドリンキング XC ・男子チャレンジ

済 タナベ マサヒロ サガミレーシング ・男子エリート

済 タニ カズト 輪人 ・男子アドバンス

済 タバヤシ シュウゴ マウンテン??ポテト ・男子マスターズ

済 タブチ アキラ Sonicracing/SRAM ・男子エリート

チアキ レオ 玄武 ・男子エリート

済 チハラ ノリヒロ Sonic-Racing ・男子エリート

済 ツチダ タクユキ Village de°M ・男子アドバンス

ツチヤ ショウマ #NAME? ・男子ユース

済 ツナシマ リリネ ボンシャンス ・オープン女子

済 ツナシマ イサネ ボンシャンス ・キッズＨｉ女子  

済 ツナシマ イッシン ボンシャンス ・キッズＬｏ男子  

ツミタ レン PAXPROJECT ・男子エリート

済 ツルタ カズヒロ nobtec ・男子チャレンジ

ツルヤ ジュンイチロウ げんぶ～ オープンHi

テルヤ アツキ サンクスサイクルラボ ・男子チャレンジ

済 トウダ ケイスケ 少女隊FUTURE ・男子マスターズ

済 トダ トモミ マウンテン☆ポテト ・男子マスターズ

とみた ケイコ Acciarpone racing ・女子エリート

トヤ リョウジ 岩井商会レーシング ・男子エリート

済 トライ ヒデユキ G-WORKS-1 ・男子エリート

済 ナカイ ユズキ Sonic Racing ・キッズＨｉ男子



入金 NAME NAME TEAM CJXC FDAカップXC CJDH FDAカップDH

済 ナカイ ケイ SPECIALIZED ・男子エリート

済 ナカガワ マサト Limited Team 846 ・キッズＨｉ男子

済 ナカガワ トモカ Limited Team 846 ・キッズＬｏ女子  

ナカガワ ヒロカ Lovespo.com/Liv ・女子エリート

ナカザト マサト B.B.Q masters ・男子マスターズ

ナカザト マサト B.B.Q masters ・男子マスターズ

ナカザト マサト B.B.Q masters ・男子マスターズ

済 ナカシゲ ヒトシ Team Bremen ・男子アドバンス

済 ナカジマ ヒトミ 弱虫ペダルサイクリングチーム ・女子ジュニア

ナカジマ アユミ 弱虫ペダルサイクリングチーム ・男子エリート

済 ナガシマ リオ LEMON`S FAMILY ・女子ユース  

済 ナガシマ コウヘイ Fine Nova Lab ・男子ユース

済 ナカセンドウ ユウキ Dream Seeker jr. Racing Team ・男子ユース

済 ナカソ ユウイチ ・オープン男子

済 ナカタ カイセイ Team YRS ・キッズＬｏ男子  

済 ナガタ リョウ Swankys ・男子チャレンジ

ナガタ ユウサク SNG ・男子アドバンス

ナガタ ジュンヤ Team A＆Ｆ/ OAKLEY ・男子エリート ・男子エリート

ナガタニ トモヒロ Sonic Racing /SRAM B ・男子エリート

済 ナガツカ リョウスケ B.B.Q ・男子チャレンジ

済 ナカヤマ サトシ BBQ ・男子エリート

ナコウジ マミコ 白馬マウンテンバイククラブ ・男子ユース

ナリタ コウシ Dream Seeker jr. Racing Team ・男子ユース

済 ナルオカ ユウキ TEAM NARO ・男子エリート

済 ナンバ タケル Omori Bikes ・男子ユース

済 ニシムラ ユウト ・キッズＬｏ男子  

済 ニシムラ カズヒロ チームアウタートップ ・男子アドバンス

済 ニシヤマ ヤスアキ 山鳥レーシング ・男子エリート

済 ノザキ ヒデキ RACING TORQUE ・男子エリート

http://Lovespo.com/Liv


入金 NAME NAME TEAM CJXC FDAカップXC CJDH FDAカップDH

済 ノザキ ゼンシン RACING TORQUE ・男子ユース

済 ノザキ イッセイ RACING TORQUE ・キッズＨｉ男子

済 ノザキ ヒダカ RACING TORQUE ・キッズＬｏ男子  

済 ノザワ リュウ TEAM BG8 ・男子ジュニア

済 ノナカ ヒデキ NESTO Factory Team ・男子エリート

済 ノムラ タクミ 松本大学 ・男子エリート

済 ハギワラ ルイ 白馬マウンテンバイククラブ キッズ男子

済 ハギワラ トア 白馬マウンテンバイククラブ ・男子ユース

済 はぐち てつま アールズサイクル ・男子エリート

ハシグチ ヨウコ AX MTB team W ・女子エリート

ハシグチ ジュンイチロウ AX MTB team ・男子エリート

済 ハシモト カンジ チーム ダックスフンド ・男子マスターズ

ハシモト マサキ Team 0909ヤマ ・男子アドバンス

ハセ アキヒロ シマノドリンキング  DH オープンLo

ハタモト コウキ アールズサイクル ・男子エリート

ハトリ カズシゲ Cycleclub3UP ・男子マスターズ

済 ハヤシ テッペイ Click 八幡 ・男子アドバンス

済 ハヤセ クミ 日本ろう自転車競技協会 ・女子エリート

済 ハヤセ ヨシタカ ・男子チャレンジ

済 ハヤセ ケンタロウ 日本ろう自転車競技協会 ・男子チャレンジ

ハラ ミライ 白馬マウンテンバイククラブ キッズ女子

ハラ ツバサ 白馬マウンテンバイククラブ ・女子ユース

ハラグチ ダイキ Team Flying Sammohang ・オープン男子 オープンHi

済 バン ナオユキ ピストンズCX ・男子アドバンス

済 ヒサジマ ソラチ TeamWave ・男子ユース

済 ヒヨシ アヤカ LimitedTeam846まるいち ・オープン女子

済 ヒラカワ リョウ HMBC ・キッズＨｉ男子

ヒラコウ リュウジ サンクスサイクルラボ ・男子チャレンジ

済 ヒラタ チエ Club La.sista Offroad Team E ・女子エリート



入金 NAME NAME TEAM CJXC FDAカップXC CJDH FDAカップDH

ヒラタ テツノリ チーム遊歩 オープンHi

済 ヒラノ セイヤ TEAM BRIDGESTONE Cycling ・男子エリート

済 ヒラノ タツヤ YELLOW LINE ・男子エリート

済 ヒラバヤシ アリ SCOTT TERRA SYSTEM ・男子エリート

済 ヒラヤマ ライト BUCYOCOFFEE/CLTCyclingTeam ・男子ユース

済 ヒロユキ オノデラ ペルジタ ・男子アドバンス

済 フクオウジ ヒロキ たぬき小屋 ・男子エリート

済 フクオウジ イツキ たぬき小屋 ・男子マスターズ

済 フクダ エイト Dream Seeker jr. Racing Team ・キッズＨｉ男子

済 フジイ ソウタ 東洋水産ロードレース部 ・男子チャレンジ

フジカワ マサト 岩井商会レーシング ・男子エリート

済 フシダ マサヒロ LimitedTeam846 キッズ男子

済 フシダ ユウト LimitedTeam846 ・男子ユース

フジタ ショウヤ rokkoracing ・男子エリート

フチノ アツシ Lovespo.com ・男子エリート

フナヤマ ヨシヒロ AKIRUNO CYCLING ACADEMY PROJECT ・男子チャレンジ

済 フルエ コウタ TEAM BG8 ・男子ユース

済 フルコオリ キヨシ minzuuBike ・男子マスターズ

済 フルコオリ カケル minzuuBike ・男子ユース

済 ホシ ダイスケ 滝野川シュテルン ・男子アドバンス

マサキ カトウ スポンサー募集中 ・男子エリート

済 マスダ ケンイチ acu-power Racing Team ・男子マスターズ

マスダ シンヤ Club La.sista Offroad Team E ・男子チャレンジ

マツイ ソラ 三味線Racing ・男子ユース

済 マツオ ヨシヒデ マウンテン☆ポテト ・男子マスターズ

マツシタ ヒサシ rokkoracing ・男子マスターズ

済 マツダ ユウタロウ Dream Seeker jr. Racing Team ・オープン男子

マツダ ケンタロウ Cyclone ・男子エリート

済 マツバラ マサノリ チーム・ガチャピン ・男子マスターズ

http://Lovespo.com


入金 NAME NAME TEAM CJXC FDAカップXC CJDH FDAカップDH

マツバラ ハルキ チーム・ガチャピン ・男子ユース

済 マツムラ ヒロミチ GROVE鎌倉 team Mitchie’s Kitchen ・男子アドバンス

済 マツムラ タクミ TEAM 岩神 ・男子ユース

済 マツモト ユウタ FUKAYARACING ・男子エリート

済 マツモト ユウト Pine Bok Racing ・男子エリート

マツモト シュン RIDE MASHUN SPECIALIZED ・男子エリート

マツモト イッセイ RIDE MASHUN SPECIALIZED ・男子エリート

済 マツヤマ カイジ Sonic-Racing ・男子ユース

済 マルヤマ アイキ 白馬マウンテンバイククラブ ・女子ユース  

マルヤマ アツシ ROND CX TEAM ・男子アドバンス

済 ミカミ ゲン Y’sRoad ・男子チャレンジ

済 ミシマ リュウト キッズ男子

済 ミズタニ タクヤ BUCYO COFFE/CLT Cycling Team ・男子マスターズ

済 ミズタニ ケイト Limited Team846/BUCY COFFEE ・男子ユース

ミズタニ ユキコ BUCYO COFFE/CLT Cycling Team ・女子マスターズ  

済 ミナガワ タカヒロ Falcon Racing ・男子チャレンジ

済 ミナガワ シュンキ Falcon Racing ・キッズＨｉ男子

済 ミナミ ショウタ TCKR ・キッズＨｉ男子

済 ミヤザキ ハルタ イオンバイク jr.アカデミー ・キッズＬｏ男子  

ミヤザキ リク B・B・Q ・男子エリート

済 ミヤヅ アサヒ PAXPROJECT ・男子エリート

済 ミヤマ ユキ マウンテン・ポテチ ・オープン女子

済 ミヤマ カツユキ マウンテン・ポテチ ・オープン男子

ミヤマ タカユキ FRS ・男子マスターズ

ムカイヤマ ダイチ シマノドリンキング  DH ・男子チャレンジ

済 ムコウヤマ コウジ AKIRNO-Cycling Academy Project ・男子エリート

済 ムライ ヨシユキ Showa Racing Factory ・男子チャレンジ

済 ムラカミ コウタロウ 松山大学 ・男子エリート

済 ムラカミ ヒカル DECOJA ・男子ユース



入金 NAME NAME TEAM CJXC FDAカップXC CJDH FDAカップDH

済 ムラタ タカシ テクニカルパートナーサイクリングチーム ・男子マスターズ

済 モチヅキ チエ 安曇野ＭＴＢクラブ ・オープン女子

済 モチヅキ キヨ 安曇野ＭＴＢクラブ ・キッズＨｉ女子  

済 モチヅキ ソヨ 安曇野ＭＴＢクラブ ・キッズＬｏ女子  

済 モチヅキ カツヒコ TEAM MARSH/Body Architect ・男子マスターズ

モチヅキ コウタロウ 安曇野ＭＴＢクラブ ・男子チャレンジ

モチヅキ タツロウ ・男子アドバンス

モトイ リュウジ NONmotorize ・男子チャレンジ

済 モリイ ハルノブ TEAM DACHS-HUND ・男子エリート

済 モリシタ ナオト Click八幡 ・男子エリート

済 モリシタ ススム RiseRide ・男子エリート

済 モリトウ ダイスケ Team itomo ・男子チャレンジ オープンLo

済 ヤギ ユウト Independent ・男子チャレンジ

ヤギ イクト Sonic-Racing/SRAM ・男子エリート

やぎ ゆうと Independent ・男子チャレンジ

ヤスフク ヒロキ ACCEL オープンHi

ヤスフク ノリコ ACCEL ・女子エリート

済 ヤナイ シュウヘイ 日本ろう自転車競技協会 ・男子エリート

ヤナギホリ シン 042 SYNDICATE ・男子マスターズ

済 ヤブキ ユウカ B•B•Q ・女子エリート

済 ヤマグチ ソウヘイ 日本体育大学 ・男子エリート

済 ヤマグチ タカシ Ｂ・Ｂ・Ｑ ・男子アドバンス

ヤマグチ ミズホ HEART VIEW ・女子マスターズ  

済 ヤマザキ マサノリ EndureLife ・男子マスターズ

済 ヤマザキ ユウコ ・オープン女子

ヤマシタ ユウト TEAM NARO ・男子アドバンス

済 ヤマダ マサキ ・男子アドバンス

済 ヤマダ アイタ ProRide ・男子ユース

済 ヤマダ シュンタロウ Team GRM ・男子ユース



入金 NAME NAME TEAM CJXC FDAカップXC CJDH FDAカップDH

済 ヤマダ ユウキ 松本大学 ・女子エリート

済 ヤマダ ケンジ スワコレーシングチーム ・男子アドバンス

ヤマダ ゴウ RACING TORQUE ・男子アドバンス

ヤマダ ハルヒト RACING TORQUE ・キッズＬｏ男子  

ヤマダ ルーカスジュンイチ 重力技研  SANTACRUZ BodyArchitect ・男子エリート

ヤマナカ ケンシ TCKR ・オープン男子

ヤマナカ ユウキ TCKR ・キッズＨｉ男子

済 ヤマモト コウヘイ Dream Seeker MTB Racing Team ・男子エリート

ヤマモト イッセイ takebow-tune Gravity republic ・男子ユース

ユノキ シンゲン ProRide ・男子ジュニア

済 ユモト タケアキ Ichigo Usagi Racing ・男子チャレンジ

済 ヨコタ ソウイチロウ イオンバイクJr.レーシング ・キッズＨｉ男子 キッズ男子

済 ヨコヤマ サトシ オーバー４０

済 ヨコヤマ カイクウ Team YRS ・キッズＨｉ男子 キッズ男子

済 ヨコヤマ サガン Team YRS ・キッズＬｏ男子  

済 ヨシカワ 大地 Rapha Cycling Club ・男子マスターズ

済 ヨシカワ セナ イオンバイクJr.レーシング ・キッズＨｉ男子

済 ヨシカワ ユワ イオンバイクJr.アカデミー ・キッズＬｏ男子  

済 ヨシダ ノリマサ GEEKS ・男子マスターズ

ヨシミズ トウイ 岩井商会レーシング ・男子エリート

ヨシムラ ヤスヒロ チームニポポ オーバー５０

済 ヨシモト ケンタロウ チーム鳴木屋 ・男子マスターズ

済 ワカツキ コウジ Rise Ride ・男子チャレンジ

ワカバヤシ マサユキ 風魔吉祥寺 ・男子マスターズ

済 ワカマツ タケシ 夏草サイクリングチーム ・男子マスターズ

済 ワタナベ タカアキ オンザロード ・男子チャレンジ

済 ワタナベ ゼンタ HMBC ・キッズＬｏ男子  

ワタナベ ミサト Lovespo.com ・女子エリート

ワタナベ ヤスユキ lovespo.com ・男子エリート

http://Lovespo.com
http://lovespo.com
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ワタナベ ユウキ シマノドリンキング  DH ・男子チャレンジ


