
受付ナンバー 参加クラス お名前 チーム名 県
1S-1 1時間ソロエンデューロ：MTBクラス 中山 和久 輪工房 埼玉県
1S-2 1時間ソロエンデューロ：MTBクラス 佐伯 剛 INFINITY 東京都
1S-3 1時間ソロエンデューロ：MTBクラス 赤荻 亘紀 東京都
1S-4 1時間ソロエンデューロ：MTBクラス 杉本 英司 SGI-RACING 千葉県
1S-5 1時間ソロエンデューロ：MTBクラス 伊藤 司 千葉県
1S-6 1時間ソロエンデューロ：MTBクラス 山口 公一 ROCK SKULL 埼玉県
1S-7 1時間ソロエンデューロ：MTBクラス 高見 安彦 ﾁｰﾑ ﾀｶﾐｰ 千葉県
1S-8 1時間ソロエンデューロ：MTBクラス 木村 響 大井松田ｶｰﾄﾗﾝﾄﾞ自転車部 千葉県
1S-9 1時間ソロエンデューロ：MTBクラス 宮地 伸吾 神奈川県
1S-10 1時間ソロエンデューロ：MTBクラス 神武 新也 輪工房すぱるたんず 埼玉県
1S-11 1時間ソロエンデューロ：MTBクラス 中井 伸幸 東京都
1S-12 1時間ソロエンデューロ：MTBクラス 高橋 紀道 ROCK SKULL 埼玉県
1S-13 1時間ソロエンデューロ：MTBクラス 北島 隆幸 輪工房 千葉県
1S-14 1時間ソロエンデューロ：MTBクラス 佐々木 惇 埼玉県
1S-15 1時間ソロエンデューロ：MTBクラス 日高 一明 あらかわzoo racing 埼玉県
1S-16 1時間ソロエンデューロ：MTBクラス 文蔵 亮介 東京都
1S-17 1時間ソロエンデューロ：MTBクラス 松尾 祐樹 千葉県
1S-18 1時間ソロエンデューロ：MTBクラス 中村 駿太 埼玉県
1S-19 1時間ソロエンデューロ：MTBクラス 重 陽斗 ﾅｶｻﾞﾜｼﾞﾑ 東京都
1S-20 1時間ソロエンデューロ：MTBクラス 高橋 克彦 Love the Ride! 東京都
1S-21 1時間ソロエンデューロ：MTBクラス 中嶋 敏雄 千葉県
1S-22 1時間ソロエンデューロ：MTBクラス 竹内 謙佑 ｵｯﾃｨﾓ 千葉県
1S-23 1時間ソロエンデューロ：MTBクラス 中村 淳 ｷﾙﾊﾟｰ 埼玉県
1S-24 1時間ソロエンデューロ：MTBクラス 國井 敏夫 MilePost BMC Racing 千葉県
1S-25 1時間ソロエンデューロ：MTBクラス 牛木 隆行 長距離ﾎﾟﾀﾘﾝｸﾞ 埼玉県
1S-26 1時間ソロエンデューロ：MTBクラス 梅原 悟 荒川ﾋﾙｸﾗｲﾏｰｽﾞ 東京都
1S-27 1時間ソロエンデューロ：MTBクラス 小林 温 ProRide 茨城県
1S-28 1時間ソロエンデューロ：MTBクラス ﾋﾗﾉﾌﾞﾗｳﾝ ｸﾘｽﾁｬﾝ 茨城県
1S-29 1時間ソロエンデューロ：MTBクラス 長塚 良介 ﾁｰﾑしゅｰす 神奈川県
1S-30 1時間ソロエンデューロ：MTBクラス 岩瀬 拓弥 埼玉県
1S-31 1時間ソロエンデューロ：MTBクラス 喜多 忠俊 ｻﾝｸｽｻｲｸﾙﾗﾎﾞ 東京都
1S-32 1時間ソロエンデューロ：MTBクラス 高橋 大輔 Team MilePost Racing 東京都
1S-33 1時間ソロエンデューロ：MTBクラス 下川 晃典 輪工房 TRANCE de TRANS 埼玉県
1S-34 1時間ソロエンデューロ：MTBクラス 冨樫 雅暢 ﾁｰﾑ輪工房 茨城県
1S-35 1時間ソロエンデューロ：MTBクラス 中嶋 博文 千葉県
1S-36 1時間ソロエンデューロ：MTBクラス 戸田 徹弥 ｼｸﾙﾏｰﾓｯﾄ 千葉県
1S-37 1時間ソロエンデューロ：MTBクラス 中沢 俊博 東京都
1S-38 1時間ソロエンデューロ：MTBクラス 鈴木 貴之 Team CUORE 東京都
1S-39 1時間ソロエンデューロ：MTBクラス 平野 拡稔 Mile Post BMC Racing 東京都
1S-40 1時間ソロエンデューロ：MTBクラス 細田 素弘 Big Foot ﾏﾙ秘ﾒｶﾞﾈ 東京都
1S-41 1時間ソロエンデューロ：MTBクラス 相澤 隆 神奈川県
1S-42 1時間ソロエンデューロ：MTBクラス 門間 義之 ももも～も 東京都
1S-43 1時間ソロエンデューロ：MTBクラス 杉山 吉信 東京都
1S-44 1時間ソロエンデューロ：MTBクラス 塚越 一生 東京都
1S-45 1時間ソロエンデューロ：MTBクラス 北村 剛一 千葉県
1S-46 1時間ソロエンデューロ：MTBクラス 荒川 賢一 東京都
1S-47 1時間ソロエンデューロ：MTBクラス 前浦 篤志 前ﾗｰﾒﾝ 千葉県
1S-48 1時間ソロエンデューロ：MTBクラス CHAJON CESAR CHAJON C 千葉県
1S-49 1時間ソロエンデューロ：MTBクラス 富永 隆彦 千葉県
1S-50 1時間ソロエンデューロ：MTBクラス 本宿 霧郎 埼玉県
1S-51 1時間ソロエンデューロ：MTBクラス 深沢 晃司 埼玉県
1S-52 1時間ソロエンデューロ：MTBクラス 菅原 正樹 DIPRO 神奈川県
1S-53 1時間ソロエンデューロ：MTBクラス Dukiling Dagyan Nazaer Padyaktokyo/TCC 東京都
1S-54 1時間ソロエンデューロ：MTBクラス 谷田貝 安志 千葉県
1S-55 1時間ソロエンデューロ：MTBクラス 間藤 清仁 NCC CEREZO 栃木県
1S-56 1時間ソロエンデューロ：MTBクラス 土屋 文果 ｻﾝｸｽｻｲｸﾙﾗﾎﾞ 千葉県

1C-101 1時間ソロエンデューロ：シクロクロスクラス 並木 太一郎 GSCC目黒通り 千葉県
1C-102 1時間ソロエンデューロ：シクロクロスクラス 加藤 将望 48product 埼玉県
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1C-103 1時間ソロエンデューロ：シクロクロスクラス 大内 理雄 ｿﾛなのでﾁｰﾑ名考えてませんでした｡ 埼玉県
1C-104 1時間ソロエンデューロ：シクロクロスクラス 熊沢 雄介 ZERO TO TOP ｸﾞﾝﾏｰ 群馬県
1C-105 1時間ソロエンデューロ：シクロクロスクラス 平光 竜志 ｻﾝｸｽｻｲｸﾙﾗﾎﾞ 東京都
1C-106 1時間ソロエンデューロ：シクロクロスクラス 仲 民善 ｻﾝｸｽｻｲｸﾙﾗﾎﾞ 東京都
1C-107 1時間ソロエンデューロ：シクロクロスクラス 鈴木 良則 ｻﾝｸｽｻｲｸﾙﾗﾎﾞ 西葛西店 千葉県
1C-108 1時間ソロエンデューロ：シクロクロスクラス 安代 広行 東京都

3H-201 3時間エンデューロ：2名 加藤 将望 ﾁｮｺﾐﾝ党 埼玉県
3H-202 3時間エンデューロ：2名 小笠原 崇裕 Fine Nova LAB 東京都
3H-203 3時間エンデューロ：2名 鈴木 貴典 Team輪工房どらえ 茨城県
3H-204 3時間エンデューロ：2名 小林 武史 XCK 長野県
3H-205 3時間エンデューロ：2名 丸岡 広之 lebellion.l,ottm 千葉県
3H-206 3時間エンデューロ：2名 石津 晃一 XTERRA Family 東京都
3H-207 3時間エンデューロ：2名 平尾 公一 SUBARU･C･C 東京都
3H-208 3時間エンデューロ：2名 根本 悠司 S-mtb 東京都
3H-209 3時間エンデューロ：2名 住 真佐人 Rakuten Rouleurs･輪工房 千葉県
3H-210 3時間エンデューロ：2名 波田 正之 kei's power 埼玉県
3H-211 3時間エンデューロ：2名 坊井 洋介 Mile Post Racing 1 千葉県
3H-212 3時間エンデューロ：2名 丸山 大輔 ｵﾝｻﾞﾛｰﾄﾞ丸吉 茨城県
3H-213 3時間エンデューロ：2名 佐藤 英夫 ｵﾝｻﾞﾛｰﾄﾞ佐色 茨城県
3H-214 3時間エンデューロ：2名 加藤 孝 K,s powerｰ 埼玉県
3H-215 3時間エンデューロ：2名 菅原 純 輪工房ABﾌﾞﾗｯﾃﾞｨ 千葉県
3H-216 3時間エンデューロ：2名 田中 祐紀 QUCC OB 東京都
3H-217 3時間エンデューロ：2名 山本 良司 ｻﾝｸｽｻｲｸﾙﾗﾎﾞ ｷﾑﾁ鍋 東京都
3H-218 3時間エンデューロ：2名 鈴木 良則 ｻﾝｸｽｻｲｸﾙﾗﾎﾞ 餃子鍋 千葉県
3H-219 3時間エンデューロ：2名 仲 民義 ｻﾝｸｽｻｲｸﾙﾗﾎﾞ 闇鍋 東京都
3H-220 3時間エンデューロ：2名 渡辺 裕 まったり平坦屋 千葉県
3H-221 3時間エンデューロ：2名 高橋 翔 cycleclub3UP. 東京都
3H-222 3時間エンデューロ：2名 原口 晃 USM 東京都
3H-223 3時間エンデューロ：2名 大黒 達久 ﾀｶﾀｷﾀｲｶﾞｰｽ 千葉県
3H-224 3時間エンデューロ：2名 澤木 紀雄 acu-power Racing Team 東京都

3H-301 3時間エンデューロ：3名 浅野 勤 ﾁｰﾑ｢貧脚｣ 埼玉県
3H-302 3時間エンデューロ：3名 木長 義和 輪工房ﾉｰｼｰﾄﾞ 千葉県
3H-303 3時間エンデューロ：3名 高橋 克彦 Love the Ride! KLM 東京都
3H-304 3時間エンデューロ：3名 清水 直人 Love the ride! GGP 東京都
3H-305 3時間エンデューロ：3名 福王寺 一樹 たぬき小屋SS 埼玉県
3H-306 3時間エンデューロ：3名 福王寺 大樹 たぬき小屋 埼玉県
3H-307 3時間エンデューロ：3名 中嶋 新司 輪工房 ｴｾ火曜 千葉県
3H-308 3時間エンデューロ：3名 吉田 紀匡 Geeks 埼玉県
3H-309 3時間エンデューロ：3名 坊井 洋介 Mile Post Racing 5 千葉県
3H-310 3時間エンデューロ：3名 神移 真悟 Mile Post Racing 4 千葉県
3H-311 3時間エンデューロ：3名 國井 敏夫 Mile Post Racing 3 千葉県
3H-312 3時間エンデューロ：3名 鈴木 説澄 Mile Post Racing 2 東京都
3H-313 3時間エンデューロ：3名 横島 覚 輪工房 まったり中 TKY 千葉県
3H-314 3時間エンデューロ：3名 稲田 好正 輪工房BBQってね！ 千葉県
3H-315 3時間エンデューロ：3名 渡邊 祥太 ﾁｰﾑｴﾃｰｽﾞ 神奈川県
3H-316 3時間エンデューロ：3名 平澤 要 まだまだこれから 千葉県
3H-317 3時間エンデューロ：3名 色川 浩樹 ｵﾝｻﾞﾛｰﾄﾞ滝矢尾 茨城県
3H-318 3時間エンデューロ：3名 野崎 克巳 ｵﾝｻﾞﾛｰﾄﾞ野椎谷 茨城県
3H-319 3時間エンデューロ：3名 中村 一徳 ｵﾝｻﾞﾛｰﾄﾞ山中高 茨城県
3H-320 3時間エンデューロ：3名 横島 孝予 輪工房 MTBｶﾞｰﾙｽﾞ？？ 千葉県
3H-321 3時間エンデューロ：3名 鈴木 良則 ｻﾝｸｽｻｲｸﾙﾗﾎﾞ きりたんぽ鍋 千葉県
3H-322 3時間エンデューロ：3名 山本 良司 ｻﾝｸｽｻｲｸﾙﾗﾎﾞ ぼたん鍋 東京都
3H-323 3時間エンデューロ：3名 西村 征泰 北千住友の会 ﾁｰﾑ㈰ 埼玉県

K1-1 キッズ1 吉川 世名 ｲｵﾝﾊﾞｲｸJr.ｱｶﾃﾞﾐｰ 埼玉県
K1-2 キッズ1 神武 奏帆 輪工房すぱるたんず 埼玉県
K1-3 キッズ1 梅井 榎澄 ﾁｰﾑゆずちゃん 東京都



受付ナンバー 参加クラス お名前 チーム名 県

11月24日開催　第24回 MTBクロスカントリーレース in NODA　受付ナンバー一覧

K1-4 キッズ1 赤岩 新太郎 神奈川県
K1-5 キッズ1 横田 壮一郎 ｲｵﾝﾊﾞｲｸJr．ﾚｰｼﾝｸﾞ 茨城県
K1-6 キッズ1 宇埜 遼太郎 TeamS 神奈川県
K1-7 キッズ1 木村 奏美 大井松田ｶｰﾄﾗﾝﾄﾞ自転車部 千葉県
K1-8 キッズ1 ﾋﾗﾉﾌﾞﾗｳﾝ 杏樹 茨城県
K1-9 キッズ1 高橋 健 Team MilePost Racing 東京都
K1-10 キッズ1 下川 陽生 輪工房 ﾗｲﾄﾞの後にはｶﾙﾎﾞﾅｰﾗ！ 埼玉県
K1-11 キッズ1 斉藤 地央 埼玉県
K1-12 キッズ1 重高 和輝 TEAM STROLLER 千葉県
K1-13 キッズ1 重高 正輝 TEAM STROLLER 千葉県
K1-14 キッズ1 平光 樟太 ｻﾝｸｽｻｲｸﾙﾗﾎﾞ 東京都

K2-101 キッズ2 小林 洋平 MTBｸﾗﾌﾞ安曇野 長野県
K2-102 キッズ2 長島 甲平 ｲｵﾝﾊﾞｲｸｼﾞｭﾆｱﾚｰｼﾝｸﾞ 千葉県
K2-103 キッズ2 小林 碧 ProRide 茨城県
K2-104 キッズ2 大倉 慈多 埼玉県
K2-105 キッズ2 高橋 佑介 Mile Post Racing 静岡県
K2-106 キッズ2 西村 たま子 千葉県
K2-107 キッズ2 ﾁｬﾎﾝ小川 清太朗ｱﾙﾌｫﾝｿ CHAJON P 千葉県
K2-108 キッズ2 原口 大樹 USM 東京都
K2-109 キッズ2 西村 蒼太郎 Club SY-Nak 埼玉県
K2-110 キッズ2 村中 京平 千葉県

OYK-1 親子リレー 吉川 健太 ｾﾅｰｽﾞ 埼玉県
OYK-2 親子リレー 鈴木 貴典 輪工房ﾁｰﾑどらえ 茨城県
OYK-3 親子リレー 小林 武史 XCK 長野県
OYK-4 親子リレー 長島 知子 ｲｵﾝﾊﾞｲｸｼﾞｭﾆｱﾚｰｼﾝｸﾞ 千葉県
OYK-5 親子リレー 清水 剛 東京都
OYK-6 親子リレー 木村 響 大井松田ｶｰﾄﾗﾝﾄﾞ自転車部 千葉県
OYK-7 親子リレー 高橋 克彦 ﾁｰﾑうずﾁｬﾄ 東京都
OYK-8 親子リレー 斎藤 健太郎 埼玉県
OYK-9 親子リレー 渡邊 祥太 ﾁｰﾑｴﾃｰｽﾞ 神奈川県
OYK-10 親子リレー 梅井 覚 かっすんとさっとん 東京都
OYK-11 親子リレー 鈴木 説澄 Mile Post Racing Oyako 東京都
OYK-12 親子リレー ﾁｬﾎﾝ小川 美奈 CHAJON PN 千葉県
OYK-13 親子リレー 村中 利洋 千葉県
OYK-14 親子リレー 神武 新也 輪工房すぱるたんず 埼玉県
OYK-15 親子リレー ﾋﾗﾉﾌﾞﾗｳﾝ ｸﾘｽﾁｬﾝ 茨城県
OYK-16 親子リレー 長塚 良介 ﾁｰﾑしゅｰす 神奈川県
OYK-17 親子リレー 高橋 大輔 Team MilePost Racing 東京都
OYK-18 親子リレー 下川 晃典 輪工房 TRANCE de TRANS 埼玉県
OYK-19 親子リレー 平光 竜志 ｻﾝｸｽｻｲｸﾙﾗﾎﾞ 東京都


