
 2014 JAPANCUP Cyclocross Start list
栃木県宇都宮市・宇都宮城址公園

10/11(土）

カテゴリー ゼッケン 氏名 シメイ 所属チーム
EX 1 小坂 光 コサカ ヒカル 宇都宮ブリッツェンシクロクロスチーム
EX 2 小坂 正則 コサカ マサノリ スワコレーシングチーム
EX 3 武井 亨介 タケイ キョウスケ チーム・フォルツァ!

EX 4 丸山 厚 マルヤマ アツシ BOMA RACING

EX 5 合田 正之 ゴウダ マサユキ cycleclub3UP

EX 6 濱 由嵩 ハマ ヨシタカ SPEEDVAGEN CYCLOCROSS TEAM

EX 7 池本 真也 イケモト シンヤ 和光機器-AUTHOR

EX 8 中間 森太郎 ナカマ シンタロウ TEAM edco×グラファイトデザイン×GIRO

EX 9 辻 善光 ツジ ヨシミツ TeamZenko

EX 10 山川 惇太郎 ヤマカワ シュンタロウ Team CHAINRING

EX 11 向山 浩司 ムコウヤマ コウジ SNEL CYCLOCROSS TEAM

EX 12 辻浦 圭一 ツジウラ ケイイチ
EX 13 三船 雅彦 ミフネ マサヒコ
EX 14 宮内 佐季子 ミヤウチ サキコ Team CHAINRING

EX 15 與那嶺 恵理 ヨナミネ エリ サクソバンクＦＸ証券
EX 16 武田 和佳 タケダ ワカ Team CHAINRING

EX 17 坂口 聖香 サカグチ キヨカ パナソニックレディース
EX 18 坂口 楓華 サカグチ フウカ パナソニックレディース
EX 19 林口 幸恵 ハヤシグチ ユキエ SNEL CYCLOCROSS TEAM

エキシビジョンレース（30分） 13:45～14:15（招集 13:15）
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10/1２(日）

カテゴリー ゼッケン 氏名 シメイ 所属チーム
Kids A 321 中島 渉 ナカジマ アユミ MISTRAL

Kids A 322 中島 瞳 ナカジマ ヒトミ MISTRAL

Kids A 323 中村 歩生 ナカムラ イブキ チームJUN

Kids B 341 渡辺 瑞基 ワタナベ ミズキ
Kids B 342 長島 慧明 ナガシマ サトアキ 宇都宮市立陽東小学校
Kids B 343 加藤 礼慈 カトウ レイジ 0530711

Kids B 344 原 慎太郎 ハラ シンタロウ
Kids B 345 福田 杏夢 フクダ アム スワコレーシングチーム
Kids B 346 瀧澤 康功 タキザワ ヤスノリ

カテゴリー ゼッケン 氏名 シメイ 所属チーム
C3A 101 浦山 泰洋 ウラヤマ ヤスヒロ プレーゴ
C3A 102 南島 康一 ミナミジマ コウイチ team12so

C3A 103 小長谷 剛 コワセ ツヨシ Honda栃木
C3A 104 金子 渉 カネコ ワタル 0530711

C3A 105 鈴木 康隆 スズキ ヤスタカ CYCLECLUB 3UP

C3A 106 上村 和久 ウエムラ カズヒサ 針道駆楽部
C3A 107 坂手 潤一 サカテ ジュンイチ BOUNCE

C3A 108 高柴 元 タカシバ ゲン メイドさん学科自転車部
C3A 109 根本 丈司 ネモト タケシ U.G. bio racer off-road racing team

C3A 110 中里 聡史 ナカザト サトシ
C3A 111 黒木 亨 クロキ トオル ROUTE610

C3A 112 加藤 健 カトウ タケシ 0530711

C3A 113 古家 正嗣 フルヤ マサツグ TeamTheLewis

C3A 114 小山 浩之 オヤマ ヒロユキ
C3A 115 中澤 佳邦 ナカザワ ヨシクニ
C3A 116 佐藤 仁志 サトウ ヒトシ チームWADA

C3A 117 屋田 憲吾 オクダ ケンゴ Pinazou Test Team

C3A 118 清水 浩光 シミズ ヒロミツ B-SOUL

C3A 119 中島 雅弘 ナカジマ マサヒロ こだまカウンターヒル
C3A 120 石川 卓 イシカワ スグル
C3A 121 塚田 幸司 ツカダ コウジ TeamCUORE

C3A 122 高橋 亮 タカハシ リョウ
C3A 123 角田 祐一 ツノダ ユウイチ W.V.OTA twin

C3A 124 佐藤 俊樹 サトウ トシキ
C3A 125 鷹箸 康弘 タカノハシ ヤスヒロ
C3A 126 牧内 拓也 マキウチ タクヤ
C3A 127 石井 哲也 イシイ テツヤ ARAI MURACA

C3A 128 三浦 一樹 ミウラ イツキ SHOWA・R・F

C3A 129 松村 薫 マツムラ カオル スクアドラクー
C3A 130 新川 桂太郎 シンカワ ケイタロウ Pinazou Test Team

C3A 131 磯部 聡 イソベ ソウ CycleClub.jp

C3A 132 川嶋 直樹 カワシマ ナオキ

第１レース（20分）　8：40～8：55　（召集 8：30）

第２レース（30分）　9：20～9：50　（召集 9：10）
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カテゴリー ゼッケン 氏名 シメイ 所属チーム
C3B 151 鬼形 博之 オニカタ ヒロユキ OCI

C3B 152 菊地 洋介 キクチ ヨウスケ TEAM AIBE

C3B 153 薄井 猛生 ウスイ タケオ 0530711

C3B 154 新井 祐介 アライ ユウスケ 0530711

C3B 155 岩佐 真吾 イワサ シンゴ TEAM WAPPA

C3B 156 佐間田 崇 サマダ タカシ PIGEON

C3B 157 橋本 剛 ハシモト タケシ
C3B 158 三森 靖之 ミモリ ヤスユキ あぶくまサイクリング
C3B 159 会田 剛士 アイダ タケシ
C3B 160 浦野 哲浩 ウラノ テツヒロ ARAI MURACA

C3B 161 黒須 雅則 クロス マサノリ 0530711

C3B 162 横田 正美 ヨコタ マサミ チーム勝輪
C3B 163 伊藤 達也 イトウ タツヤ エムスリーレーシング
C3B 164 田中 香津也 タナカ カズヤ Zelkova

C3B 165 小島 大輝 コジマ ダイキ SNEL CYCLOCRSS TEAM

C3B 166 大村 智寿 オオムラ トモヒロ あぶくまサイクリングクラブ
C3B 167 酒井 誠 サカイ マコト ブリッツシュラーゲ
C3B 168 古野 裕一 フルノ ユウイチ
C3B 169 藤澤 浩昭 フジサワ ヒロアキ B-SOUL

C3B 170 井上 智宏 イノウエ トモヒロ あしがらCXC Racing Team

C3B 171 海老原 一久 エビハラ カズヒサ トレイルラバース
C3B 172 重田 真利 シゲタ マサトシ TeamCUORE

C3B 173 横関 正司 ヨコゼキ マサシ
C3B 174 武井 良祐 タケイ リョウスケ monokusaracing

C3B 175 岩崎 徹 イワサキ トオル 臼杵レーシング
C3B 176 大和田 裕 オオワダ ヒロシ
C3B 177 辻 啓 ツジ サトシ 八ヶ岳CYCLOCROSS CLUB

C3B 178 安井 康二 ヤスイ コウジ
C3B 179 大谷 栄 オオタニ サカエ
C3B 180 眞中 繁 マナカ シゲル
C3B 181 尾谷 洋 オタニ ヒロシ キクミミモータース
C3B 182 鳴河 正喜 ナルカワ マサキ
CL2 276 渡邊 華史 ワタナベ カフミ W.V.OTA

CL2 277 高橋 織江 タカハシ オリエ PEDAL NATION

CL2 278 浦野 奈美 ウラノ ナミ ARAI MURACA

CL2 279 安田 朋子 ヤスダ トモコ W.V.OTA twin

CL2 280 宮崎 優花 ミヤザキ ユウカ ブレーゴ

第３レース（30分）　10：10～10：40　（召集 10：00）
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カテゴリー ゼッケン 氏名 シメイ 所属チーム
C2 51 馬場 勝尚 ババ カツヒサ じてんしゃの杜
C2 52 佐藤 英夫 サトウ ヒデオ オンザロード
C2 53 長尾 宏樹 ナガオ ヒロキ PAXPROJECT

C2 54 児玉 敬介 コダマ ケイスケ オンザロード
C2 55 浅香 隆幸 アサカ タカユキ TeamCUORE

C2 56 高橋 洋一 タカハシ ヨウイチ PEDAL NATION

C2 57 江川 樹一郎 エガワ キイチロウ Team Dirty Wheels

C2 58 伊井 賢一 イイ ケンイチ 臼杵レーシング
C2 59 金森 修一 カナモリ シュウイチ パナソニック
C2 60 山瀧 純一 ヤマタキ ジュンイチ 山瀧軍団
C2 61 織田 聖 オダ ヒジリ Bottles and Chains

C2 62 勝田 鉄心 カツタ テツシン
C2 63 佐々木 秋久 ササキ アキヒサ CYCLECLUB,JP

C2 64 福田 昌弘 フクダ マサヒロ なるしまフレンド
C2 65 吉田 紀匡 ヨシダ ノリマサ ARAI MURACA

C2 66 岡田 寛大 オカダ トモヒロ ARAI MURACA

C2 67 大久保 英人 オオクボ ヒデト U.G.works

C2 68 あべ木 亮二 アベキ リョウジ Champion System Japan

C2 69 藤田 拓海 フジタ タクミ SNELCYCLOCROSSTEAM

C2 70 伊藤 敦弘 イトウ アツヒロ チバポンズ
C2 71 齋藤 拓真 サイトウ タクマ TEAM CHAINRING Espoir

C2 72 森山 栄幸 モリヤマ  ヒデユキ チームJUN

C2 73 西村 和洋 ニシムラ カズヒロ チームアウタートップ

カテゴリー ゼッケン 氏名 シメイ 所属チーム
CL1 251 宮内 佐季子 ミヤウチ サキコ Team CHAINRING

CL1 252 坂口 聖香 サカグチ キヨカ パナソニックレディース
CL1 253 今井 美穂 イマイ ミホ CycleClub.jp

CL1 254 坂口 楓華 サカグチ フウカ パナソニックレディース
CL1 255 林口 幸恵 ハヤシグチ ユキエ SNEL CYCLOCROSS TEAM

CL1 256 綿貫 通穂 ワタヌキ ミチホ 臼杵レーシング
CM 201 小岩 浩 コイワ ヒロシ Celeste 轟座RC

CM 202 浅井 秀樹 アサイ ヒデキ Cycleculb3UP

CM 203 水竹 真一 ミズタケ シンイチ チームスキップ
CM 204 江川 嘉宏 エガワ ヨシヒロ
CM 205 伴 肇 バン ハジメ 臼杵レーシング
CM 206 坂田 智徳 サカタ トモノリ あぶくまサイクリングクラブ
CM 207 渡辺 浩史 ワタナベ ヒロフミ W.V.OTA

CM 208 志村 尚彦 シムラ ヒサヒコ
CM 209 諏訪 孝浩 スワ タカヒロ W.V.OTA twin

CM 210 小林 文弥 コバヤシ フミヤ 臼杵レーシング
CM 211 網代 守 アジロ マモル squadra Coo

CM 212 宇野 一成 ウノ カズナリ Green CXT

CM 213 佐藤 洋之 サトウ ヒロユキ Pinazou Test Team

CM 214 渡辺 和志 ワタナベ マサシ
CM 215 八嶋 亮太 ヤシマ リョウタ オンザロード
CM 216 原 崇久 ハラ タカヒサ
CM 217 嶋田 進 シマダ ススム Team奥州
CM 218 平山 節雄 ヒラヤマ セツオ あぶくまサイクリングクラブ
CM 219 金田 健太郎 カネダ ケンタロウ Fast Lane Racing

CM 220 松村 晃秀 ムラマツ アキヒデ CLUB viento

CM 221 寺本 直純 テラモト ナオスミ Blanche

CM 222 綾野 真 アヤノ マコト チバポンズ川口農園シクロワイアード
CM 223 久保 義二 クボ ヨシジ ひまわりくるま工房
CM 224 森田 悦宜 モリタ ヨシノブ

第４レース（40分）　11：00～11：40　（召集 10：50）

第５レース（40分）　12：00～12：40　（召集 11：50）
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カテゴリー ゼッケン 氏名 シメイ 所属チーム
C1 1 小坂 光 コサカ ヒカル 宇都宮ブリッツェンシクロクロスチーム
C1 2 小坂 正則 コサカ マサノリ スワコレーシングチーム
C1 3 丸山 厚 マツヤマ アツシ BOMA RACING

C1 4 濱 由嵩 ハマ ヨシタカ SPEEDVAGEN CYCLOCROSS TEAM

C1 5 中間 森太郎 ナカマ シンタロウ TEAM edco×グラファイトデザイン×GIRO

C1 6 辻 善光 ツジ ヨシミツ Team Zenko

C1 7 山川 惇太郎 ヤマカワ シュンタロウ Team CHAINRING

C1 8 金子 楓 カネコ フウ SNEL CYCLOCROSSTEAM

C1 9 根本 了慈 ネモト リョウジ ChampionSystemJapan

C1 10 澤田 雄一 サワダ ユウイチ チーム　サイクルマインド
C1 11 根本 学 ネモト マナブ cycleclub3UP

C1 12 山口 博久 ヤマグチ ヒロヒサ GRUPPO ACQUA TAMA

C1 13 代田 義明 シロタ ヨシアキ SNEL CYCLOCROSS TEAM

C1 14 柴田 航 シバタ ワタル SHOWA R.F

C1 15 伊藤 博彦 イトウ ヒロヒコ シクロポリスARP

C1 16 栗原 旭 クリハラ アサヒ CycleClub.jp

C1 17 香西 真介 コウザイ シンスケ チバポンズ

第６レース（60分）　13：00～14：00　（召集 12：50）


