
CＪ-２菖蒲谷クロスカントリー エントリーリスト

【男子エリート】

№ 氏名 チーム名 エリア

1 ナカハラ ヨシタカ DECOJA RACING TEAM 大阪府

2 オンダ ユウイチ MIYATA-MERIDA BIKING TEAM 新潟県

3 ヒラバヤシ アリ SPECIALIZED RACING JAPAN 長野県

4 ヒラノ セイヤ ブリヂストンアンカーサイクリングチーム 長野県

5 マエダ コウヘイ 弱虫ペダルサイクリングチーム 東京都

6 カドタ モトシ TEAM GIANT 愛媛県

7 タケウチ リョウ drawer THE RACING 神奈川県

8 オオブチ コウキ DECOJA RACING TEAM 大阪府

9 ヤマダ マサキ MIYATA-MERIDA BIKING TEAM 長野県

10 オノデラ ケン drawer THE RACING 神奈川県

11 サトウ セイジ SAGE'S STYLE 埼玉県

12 タケノウチ ユウ Toyo Frame 京都府

13 マツオ ジュン BIKE  RANCH 長野県

14 サワキ ノリオ acu-power racing team 東京都

15 シロタ カズアキ WINGPAW 千葉県

16 トヤ リョウジ 京都 岩井商会レーシング 長野県

17 コバヤシ セイ スワコレーシングチーム 長野県

18 フジワラ トモヒデ DECOJA RACING TEAM 兵庫県

19 ヨロズヤ カズヤ FUJIMOTO FARM 山口県

20 フジカワ マサト 京都 岩井商会レーシング 滋賀県

21 ハシグチ ジュンイチロウ TEAM 轍屋 東京都

22 フルサキ ジュン DECOJA RACING TEAM 大阪府

23 クボ シンジ 京都 岩井商会レーシング 京都府

24 ヒラガ トシロウ サッサーズ 愛知県

25 ニシヤマ ヤスアキ 焼鳥山鳥R 愛媛県

26 ヤナイ シュウヘイ 日本ろう自転車競技協会 東京都

27 ヨシミズ トウイ 京都 岩井商会レーシング 滋賀県

28 ヤマダ ケイシロウ TEAM Q-MAX 福岡県

29 アリモチ マサヒト Ｔｅａｍ ＡＲＩ 神奈川県

30 マツオ シンイチ Q-shu union /ちゅう吉 大分県

31 タブチ アキラ 京都 岩井商会レーシング 京都府

32 コサカ ヒカル MIYATA-MERIDA BIKING TEAM 栃木県

33 キシモト ナオキ Sonic-Racing /YRS 兵庫県



CＪ-２菖蒲谷クロスカントリー エントリーリスト

【男子エリート】

№ 氏名 チーム名 エリア

34 サカモト アキラ Sonic-Racing /YRS 兵庫県

35 オオハシ マサル TeamPoppo/なんちゃってバイカーズ 奈良県

36 ムネヤス ユウスケ 京都 岩井商会レーシング 滋賀県

37 ナガタニ トモヒロ Sonic-Racing 兵庫県

38 オクダ アキヒサ SNG 愛知県

39 マサイ リョウイチ TEAM 轍屋 東京都

40 ウエノ リョウ INFINITY 愛媛県

41 ササキ ブンゴ シマノドリンキング　XC　A 大阪府

42 キノシタ トシユキ Limited team846 大阪府

43 ウエノ レン MASAYA YOUNG RIDERS 福岡県

44 ツジ ヨウスケ HEART ＶＩＥＷ 神奈川県

45 ノザキ ヒデキ TORQUE NOZAC 東京都

46 ノグチ ジュン Vファーレン長崎 茨城県

【女子】

№ 氏名 チーム名 エリア

1 ハシグチ ヨウコ TEAM 轍屋 三重県

2 ナカシマ タカホ WIAWIS 三重県

3 サトウ トシミ drawer THE RACING 神奈川県

4 ハヤセ クミ 日本ろう自転車競技協会 神奈川県

5 カワグチ ウララ Sonic-Racing 兵庫県

6

【男子マスターズ 】

№ 氏名 チーム名 エリア

1 サカイ ヨシカズ マウンテン☆ポテト 広島県

2 シオミ マナブ B･B･Q 東京都

3 マキノ ハジメ Team ARI 東京都

4 ヒガキ リョウイチ 焼鳥山鳥R 愛媛県

5 シシバ サトシ SNG 愛知県

6 ウチノ シンジ B･B･Q 東京都

7 ハシモト カンジ チーム　ダックスフンド 岡山県

8 コモリ セイジ WP KYOTO 京都府
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【男子マスターズ 】

№ 氏名 チーム名 エリア

9 イマチ ミネオ サッサーズ 愛知県

10 ホシノ タカヤ サッサーズ 愛知県

11 ジクマル ヒロキ 無限 愛知県

12 アサダ トモヒサ 焼鳥山鳥Ｒ 愛媛県

13 ミヤギ ヨシカズ Club La.sista Offroad Team 京都府

14 ナカツ アキラ WP KYOTO 滋賀県

15 アサノ ツトム ペルジタ 埼玉県

16 マルハタ アキヒコ ＰＣ松本 大阪府

17 サカタ ヒデタカ Club La.sista Offroad Team 奈良県

18 タケモト ユウジ Team TOC 愛媛県

19 ワタナベ タイスケ Ｔｅａｍ ＡＲＩ 神奈川県

20 マス ヤスノブ VOLCA オードビー BOMA 愛知県

21 タカツカ サトシ ペルジタ 埼玉県

22 オクムラ ノリオ Club La.sista Offroad team 奈良県

23 タムラ リュウキ SASSA’S 愛知県

【男子ジュニア（17-18 歳）】

№ 氏名 チーム名 エリア

1 カジ テツキ Sonic-Racing 兵庫県

2 カミナガ　シンイチ ProRide 大阪府

3 イシカワ ゲン サッサーズ 愛知県

4 ムラカミ コウタロウ 松山工業高校 愛媛県

5 マツイ ジュンペイ 八代農業高校泉分校MTB部 長崎県

【男子ユース（14-16 歳）】

№ 氏名 チーム名 エリア

1 ヤマグチ ソウヘイ ProRide 滋賀県

2 オカヤマ ユウタ MASAYA YOUNG RIDERS 福岡県

3 ナカジマ アユミ Limeted Team 846/Team-K 埼玉県

4 オキモト タクミ 2020Limited Team 846 奈良県

5 ムラカミ ユウジロウ DECOJA RACING TEAM 愛媛県

6 ヤマモト オオスケ 2020 Limited Team 846 京都府

7 ヨコノ ハジメ Sonic-Racing 大阪府



CＪ-２菖蒲谷クロスカントリー エントリーリスト

【アドバンス 】

№ 氏名 チーム名 エリア

1 カツラ ジュン SNG 愛知県

2 カワグチ マサト Sonic-Racing 兵庫県

3 ハセガワ ソウ 662CCC 大阪府

4 アダチ マサユキ 京都ＭＴＢ朝ライド 京都府

5 マツヤマ コウイチ D.T.F RACING 京都府

6 ミゾグイ リョウジ 京都ＭＴＢ朝ライド 京都府

7 ヒヨリ コウジ Sonic-Racing 兵庫県

8 ハシモト ショウゴ INFINITY 愛媛県

9 イチマル トモキ TEAM RINGO ROAD 大阪府

10 サノ ミツヒロ 岩井商会レーシング 滋賀県

11 モリ ミネアキ 京都ＭＴＢ朝ライド 京都府

12 カトウ コウヤ specialized racing japan 岐阜県

13 ワイダ カズマ 転がり落ちる石のように 兵庫県

14 キッタ ジュンイチロウ ＴＥＡＭユキリン 東京都

15 ヤマダ ケンジ スワコレ－シングチーム 長野県

16 キタオ ヨシヒサ 京都ＭＴＢ朝ライド 京都府

17 ムラカミ アツシ 京都ＭＴＢ朝ライド 大阪府

18 ヤマナカ シュウヘイ PAX YCLE CYCLE 岡山県

19 タケモト ソウタ Team TOC 愛媛県

20 フジ タクヤ Cyclery KIRIN / KMC / iPlan 東京都

21 オザワ マサユキ 林商店/HagibowBikeworks 福岡県

【男子チャレンジ 】

№ 氏名 チーム名 エリア

1 イザワ ユウヘイ SDL /heyworx 静岡県

2 サカモト ヨウスケ ストラーダレーシング 滋賀県

3 オマエ ヤスシ USM 静岡県

4 マドコロ ナオカズ CHAMPIGNON et TETE RASEE 大阪府

5 イワセ カズマ FUJIMOTO FARM 山口県

6 シミズ タツロウ FUJIMOTO FARM 山口県

7 チハラ ノリヒロ Sonic-Racing 兵庫県

8 タイ ヨシヒサ Club La.sista Offroad team 京都府

9 ウエニシ ショウジ INFINITY 愛媛県
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【男子チャレンジ 】

№ 氏名 チーム名 エリア

10 タナカ ヨシヒロ シマノドリンキング　XC A 大阪府

11 マツオ ヨシヒデ マウンテン☆ポテト 広島県

12 イノウエ ヒロタカ マウンテン☆ポテト 広島県

13 イガラシ カツオ ＳＮＧ 愛知県

14 ニイ マサヒコ 焼鳥山鳥R 愛媛県

15 トビセ マサヒロ Blue Grass Racing 福岡県

16 トクオウマル ユウキ FUJIMOTO FARM 山口県

17 トウダ ケイスケ S-LOUNGE 大阪府

18 モリイ ヒロアキ TEAM DACHS-HUND 岡山県

19 シノダ マサトシ Y's Road 愛知県

20 ヤスフク ヒロキ ACCEL 愛知県

【女子チャレンジ 】

№ 氏名 チーム名 エリア

1 ヒラタ チエ Club La.sista Offroad Team 奈良県

2 ホンモト ヤスホ シマノドリンキングXC B 大阪府

3 ヤスフク ノリコ ACCEL 愛知県

【カデット】

№ 氏名 チーム名 エリア

1 ヤマグチ ケイタ ProRide 滋賀県

2 ユノキ シンゲン ProRide 三重県

3 エンドウ コウスケ 菖蒲谷キッズ 岡山県

4 タケナカ キハル Limited Team 846 京都府

5 ナカジマ ヒトミ Limeted Team 846/Team-K 埼玉県

【男子オープン】

№ 氏名 チーム名 エリア

1 チュウマ サトシ soleil de l'est 兵庫県

2 マエジマ ユウジ soleil de l'est 兵庫県

3 ノザキ ゼンシン TORQUE NOZAC 東京都

4 タナベ ナギサ やまじ風 愛媛県

5 ムラカミ ヒカル DECOJA RACING TEAM 愛媛県

6 フルタニ ヒロシ 兵庫県
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【女子オープン】

№ 氏名 チーム名 エリア

1 ササキ ユウコ 大阪府

2 イノウエ マユコ 大垣CSC 岐阜県

【 菖蒲谷ＣＵＰ ソロ 】

№ 氏名 チーム名 エリア

1 タケナカ キハル Limited Team 846 京都府

2 マエジマ ユウジ soleil de l'est 兵庫県

3 エンドウ コウスケ 菖蒲谷キッズ 岡山県

4 ヤマナカ シュウヘイ PAX YCLE CYCLE 岡山県

5 ノブ ユウイチロウ 兵庫県


