
CM2［11/28］ 8：15～8：45

チーム名 AJOCCコード JCFコード 都道府県

中出 大 ナカデ マサル バルバクラブカナザワ KNS-000-4720 石川県

宮本 光則 ミヤモト ミツノリ だらんねーけ白山CX KNS-000-2973 19MM0000204 石川県

福田 利之 フクダ トシユキ SHORO,s TKI-156-0065 愛知県

前瀬 和顕 マエセ カズアキ 北陸ドロタボウ CCT-000-0662 18MM9701296 富山県

宮田 昌俊 ミヤタ マサトシ さるぼぼフレンド CCT-000-0492 岐阜県

伴 肇 バン ハジメ 臼杵レーシング GPM-000-0829 埼玉県

辻井 理 ツジイ オサム バルバクラブカナザワ KNS-000-4717 石川県

石角 充弘 イシズミ ミツヒロ team motopink KNS-000-3358 京都府

CM3［11/28］ 8：15～8：45

チーム名 AJOCCコード JCFコード 都道府県

濱田 雅和 ハマダ マサカズ バルバハクサン KNS-156-0181 石川県

表 寿史 オモテ ヒサシ バルバクラブハクサン KNS-189-0177 19MM0300232 石川県

古山 彰一 フルヤマ ショウイチ 北陸ドロタボウ KNS-000-4199 富山県

松田 英樹 マツダ ヒデキ チームM-2 TYM-178-0031 富山県

荒木 充雄 アラキ ミツオ チームM-2 TKI-167-0170 富山県

竹島 昭一 タケシマ ショウイチ チームM-2 TKI-167-0171 富山県

小泉 敏一 コイズミ トシカズ チームM-2 TYM-178-0023 富山県

中山 綱記 ナカヤマ ツナキ チームM-2 TKI-189-0066 富山県

本田 大樹 ホンダ ダイキ チームM-2 富山県

小鹿野 健一 オガノ ケンイチ SALUTE project XTK-190-0133 埼玉県

多地 直樹 タチ ナオキ バルバクラブタカオカ TYM-189-0018 富山県

木田 敬信 キダ ケイシン バルバクラブハクサン TKI-189-0175 石川県

田中 晃一 タナカ コウイチ バルバクラブハクサン TYM-178-0019 石川県

堀野 正明 ホリノ マサアキ なし 石川県

清水 健一郎 シミズ ケンイチロウ 飲んでもカッサーノ KNS-201-0123 石川県

狩野 土 カノウ ハカル 黒姫和漢薬研究所 CCM-000-1761 17ME0001417 長野県

高坂 秀明 タカサカ ヒデアキ バルバクラブトヤマ KNS-201-0144 富山県

堀江 良彰 ホリエ ヨシアキ バルバクラブフクイ 福井県

畠山 秀彦 ハタケヤマ ヒデヒコ 毒キノコ連合 富山県

吉田 篤史 ヨシダ アツシ なし TKI-212-0016 石川県

表 祐輔 オモテ ユウスケ バルバクラブハクサン 石川県

小牧 宏成 コマキ ヒロナリ ダランネーケ白山CX CCM-190-0007 19ME1500273 石川県

水谷 和正 ミズタニ カズマサ バルバクラブトヤマ KNS-156-0059 18ME1601896 富山県

金杉 英和 カナスギ ヒデカズ バルバクラブトヤマ KNS-201-0115 富山県

佐野 陽三 サノ ヨウゾウ 北陸ドロタボウ 18MM1101464 富山県

C3［11/28］ 9：00～9：30

チーム名 AJOCCコード JCFコード 都道府県

藤田 健太郎 フジタ ケンタロウ トンデモクラブ CCT-000-1080 19ME2000187 石川県

松田 健太 マツダ ケンタ チームM-2 TKI-156-0264 富山県

高畠 昌志 タカバタケ マサシ balbaタカオカ KNS-156-0048 富山県

井上 和郎 イノウエ カズオ バルバクラブハクサン CCM-190-9003 19ME0100203 石川県

森 拓也 モリ タクヤ バルバクラブハクサン TYM-178-0017 19ME1802788 石川県

藤山 龍太 フジヤマ リュウタ TTGミトロング-V CCM-212-0027 19ME2100750 石川県

柳 神二郎 ヤナギ シンジロウ バルバクラブフクイ KNS-000-4823 20ME1602462 福井県

MATHENY BLAKE マッシーニー ブレイク KZ47 TYM-178-0001 19MM1901203 石川県

白崎 剛 シラサキ ツヨシ バルバクラブフクイ KNS-167-0012 20ME1602529 福井県

CL2＋3［11/28］ 9：00～9：30

チーム名 AJOCCコード JCFコード 都道府県

佐々木 恵美 ササキ メグミ バルバクラブフクイ 福井県

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

室崎 友紀 ムロサキ ユキ バルバクラブタカオカ TYM-189-0008 18FE2000073 富山県

松本 寿美江 マツモト スミエ プリンスロード 石川県

野上 ひろみ ノガミ ヒロミ バルバクラブトヤマ KNS-156-0203 18FE1400019 富山県

松崎 光優 マツザキ ミユウ Touch me CXチーム CCM-178-0012 16FY2000540 新潟県

上田 みゆき ウエダ ミユキ バルバクラブハクサン 石川県

谷野 美里 タニノ ミサト バルバクラブ カナザワ 19FE1900658 石川県

小西 美希 コニシ ミキ バルバクラブカナザワ TKI-190-0092 石川県

黒田 里香 クロダ リカ チームローマン kns-201-0172 富山県

氏　　名 カ　　ナ

氏　　名 カ　　ナ

氏　　名 カ　　ナ

氏　　名 カ　　ナ



ウィメンズマスターズクラス［11/28］ 9：00～9：30

チーム名 AJOCCコード JCFコード 都道府県

八幡 富美代 ヤハタ フミヨ バルバクラブハクサン KNS-189-0102 石川県

清水 朱実 シミズ アケミ 北陸ドロタボウ CCT-000-0146 18FM1101461 富山県

藤原 里絵子 フジワラ リエコ TTGミトロングV TKI-201-0021 19FM2000280 石川県

青木 寿美恵 アオキ スミエ AX cyclocross team GPM-000-1948 13FE1802615 東京都

町 百合 マチ ユリ バルバクラブカナザワ KNS-000-4714 石川県

唐見 実世子 カラミ ミヨコ 弱虫ペダルサイクリングチーム CCH-156-0018 08FP9701485 茨城県

男子ジュニア［11/28］ 9：45～10：25

チーム名 AJOCCコード JCFコード 都道府県

加藤 快介 カトウ カイスケ F(t)麒麟山Racing TCX-190-0036 16MY2000541 新潟県

CM1［11/28］ 9：45～10：25

チーム名 AJOCCコード JCFコード 都道府県

中谷 聡 ナカタニ アキラ HOKURIKU DOROTABOU CCT-000-1003 19MM9701332 石川県

室 慎也 ムロ シンヤ KIZOK KNS-156-0183 19MM1400850 石川県

三谷 長生 ミタニ チョウセイ ダランネーケ白山ＣＸ-NONDEMO CCT-000-1101 19MM1001615 石川県

清水 達也 シミズ タツヤ 北陸ドロタボウ CCT-000-1029 18MM0901461 富山県

三船 雅彦 ミフネ マサヒコ Masahiko Mifune Cycling Team KNS-000-0001 26MM9702636 大阪府

赤井 宏充 アカイ ヒロミツ masahikomifune.com KNS-000-1751 26MM1402387 京都府

田崎 友康 タザキ トモヤス ToyoFrame MBS-189-0047 16ME0700064 新潟県

矢野 卓也 ヤノ タクヤ 岩井商会レーシング KNS-000-3380 26ME0400070 京都府

綾野 真 アヤノ マコト チバポンズ・シクロワイアード KNS-000-2985 11MM0000980 埼玉県

三家丸 健太郎 ミヤマル ケンタロウ masahikomifune.com KNS-000-2522 22MM1703278 愛知県

佐藤 亨 サトウ トオル BRAC KNS-178-0037 27MM2100002 大阪府

西尾 洋介 ニシオ ヨウスケ バルバクラブトヤマ KNS-156-0193 18ME1502532 富山県

山口 伸一 ヤマグチ シンイチ 高野建具店 KNS-000-4267 20MM1800160 福井県

安田 真史 ヤスダ マサシ ダランネーケ白山CX-NONDEMO TKI-190-0118 19MM2101971 石川県

小林 剛 コバヤシ ツヨシ FUNNAKY CX KNS-000-4681 25ME1802886 滋賀県

高野 芳映 タカノ ヨシテル 高野建具店 KNS-000-2112 20ME0400648 福井県

荒川 大介 アラカワ ダイスケ TEAM GRM TKI-156-0001 13MM1702990 愛知県

C2［11/28］ 10：40～11：20

チーム名 AJOCCコード JCFコード 都道府県

中澤 賢太朗 ナカザワ ケンタロウ SWAMP RACING KNS-189-0270 19ME1702881 石川県

大来 英之 オオキタ ヒデユキ 毒キノコ連合 TYM-189-0016 18ME1900294 富山県

金井 仁 カナイ ジン Moto-SR GPM-000-0819 11ME1201487 埼玉県

服部 森彦 ハットリ モリヒコ CROSS YAMANASHI CCM-000-7172 15ME0801730 山梨県

保田 浩輔 ヤスダ コウスケ パワーキック TYM-178-0009 19ME2000186 石川県

山澤 浩之 ヤマザワ ヒロユキ TEAM SOLDOUT RACING CCM-000-0179 16ME1501918 新潟県

望月 美徳 モチヅキ ヨシノリ CROSS YAMANASHI CCM-000-3039 15ME1501418 山梨県

女子エリート［11/28］ 12：30～13：20

チーム名 AJOCCコード JCFコード 都道府県

白崎 美由紀 シラサキ ミユキ バルバクラブフクイ XTK-000-1500 20FE1100491 福井県

川崎 麻美 カワサキ マミ バルバクラブフクイ KNS-000-4741 20FE1207771 福井県

渡部 春雅 ワタベ カスガ MEIJI  UNIV. SHN-167-0048 14FJ1500249 東京都

山崎 友里 ヤマザキ ユリ バルバクラブタカオカ TKI-178-0237 18FE1700119 富山県

福田 咲絵 フクダ サエ AX cyclocross team CCM-178-0013 13FE1600652 東京都

竹村 舞葉 タケムラ マイハ SHIDO-WORKS CXK-201-0019 13FE2000800 東京都

小田 恵利花 オダ エリカ なし SHN-156-0011 13FE1201909 東京都

望月 美和子 モチヅキ ミワコ ORCA CYCLING TEAM TKI-189-0037 21FE1700050 愛知県

吉岡 梨紗 ヨシオカ リサ PAXPROJECT KNS-000-4816 13FE1401956 埼玉県

林口 ゆきえ ハヤシグチ ユキエ LiveGARDEN BiciStelle TCX-000-2025 09FE1301646 栃木県

山崎 裕子 ヤマザキ ユウコ Marunouchi Cycling Club CCM-156-0041 14FE2001904 神奈川県

中島 瞳 ナカジマ ヒトミ 弱虫ペダルサイクリングチーム GPM-000-0957 11FJ1700551 埼玉県

氏　　名 カ　　ナ

氏　　名 カ　　ナ

氏　　名 カ　　ナ

氏　　名 カ　　ナ

氏　　名 カ　　ナ



男子エリート［11/28］ 13：35～14：45

チーム名 AJOCCコード JCFコード 都道府県

岡田 紀彦 オカダ ノリヒコ アルゼンチンペソしかないよ CCM-000-9915 21ME1502756 静岡県

鈴木 克 スズキ マサル 臼杵レーシング SHN-178-0006 11ME1802966 埼玉県

加藤 健悟 カトウ ケンゴ 臼杵レーシング CCM-156-0046 11MU1502744 埼玉県

伊井 賢一 イイ ケンイチ 臼杵レーシング GPM-000-0839 11MM0000071 埼玉県

江下 健太郎 エシタ ケンタロウ じてんしゃPitプロ 埼玉日高 CCH-000-0002 40ME9702487 埼玉県

澤田 雄一 サワダ ユウイチ チーム　サイクルマインド CCM-000-1028 17MM9701192 長野県

小林 正樹 コバヤシ マサキ TeamRuedaNAGOYA CCH-156-0044 24ME1602137 岐阜県

沢田 時 サワダ トキ TEAM BRIDGESTONE Cycling KNS-000-1422 25ME0801402 長野県

斎藤 朋寛 サイトウ トモヒロ RIDELIFE GIANT GPM-000-1911 14ME9700965 神奈川県

高田 慧 タカダ ケイ Champion System Japan Test Team CXK-000-0202 11ME1602627 埼玉県

落合 友樹 オチアイ ユウキ TeamRuedaNAGOYA CCM-000-7180 22ME1301805 東京都

織田 善照 オダ ゼンショウ STRADA KNS-000-4031 25ME1300440 滋賀県

松田 賢太郎 マツダ ケンタロウ なし SHN-167-0042 14ME1500527 神奈川県

田邊 昌宏 タナベ マサヒロ サガミレーシング TCX-189-0024 16ME1700202 新潟県

小坂 正則 コサカ マサノリ スワコレーシングチーム CCM-000-1018 17ME9701181 長野県

比護 任 ヒゴ アタル PAXPROJECT KNS-000-3373 27ME1300056 大阪府

國吉 正紀 クニヨシ マサノリ BRIDLER CCT-000-0035 24MM9701318 岐阜県

橋口 潤一郎 ハシグチ ジュンイチロウ AX cyclocross team GPM-000-1080 13ME1201485 神奈川県

高木 三千成 タカギ ミチナリ AX cyclocross team SHN-156-0069 11ME0900655 東京都

秋元 賢治 アキモト ケンジ AKM CXK-000-0316 09ME1502421 栃木県

青木 誠 アオキ マコト AX cyclocross team GPM-000-2073 13ME9900169 東京都

尾形 尚紀 オガタ ナオキ 臼杵レーシング MBS-178-0081 11ME0901458 埼玉県

副島 達海 ソエジマ タツウミ Limited Team 846 KNS-000-2505 27MJ1702313 大阪府

舟山 祥弘 フナヤマ ヨシヒロ AKIRUNO-Cycling Academy Project SHN-178-0064 13MU1800452 東京都

安藤 広行 アンドウ ヒロユキ エスキーナレーシング KNS-000-1525 26ME0600175 兵庫県

戸谷 亮司 トヤ リョウジ 京都岩井商会レーシング CCM-000-0162 17ME1400370 長野県

竹内 遼 タケウチ リョウ FUKAYA RACING CCM-000-7115 14MU1200655 長野県

山田 憲司 ヤマダ ケンジ スワコレーシングチーム CCM-000-6895 17ME1301942 長野県

前田 充貴 マエダ ミツタカ ベッキーシクロクロス KNS-178-0043 26ME1301951 京都府

兼子 博昭 カネコ ヒロアキ スワコレーシングチーム CCM-000-7123 17ME1100422 長野県

小坂 光 コサカ ヒカル 宇都宮ブリッツェン CCT-000-1002 09ME0400028 栃木県

山田 誉史輝 ヤマダ ヨシキ PAXPROJECT KNS-000-0055 17ME1000472 長野県

鈴木 禄徳 スズキ ヨシノリ PAXPROJECT CXK-000-0025 12ME0300860 千葉県

中曽 佑一 ナカソ ユウイチ SHIDO-WORKS GPM-000-1813 13ME0901445 東京都

福島 一樹 フクシマ カズキ 鴨川飲酒倶楽部 KNS-156-0138 20ME1703443 福井県

森下 奏 モリシタ ススム 042-703-9122 GPM-000-1094 14ME1201032 神奈川県

大塚 将悟 オオツカ ショウゴ Team CUORE GPM-000-1867 13MM9900104 東京都

高橋 翔 タカハシ カケル # CCM-156-0017 16ME1100842 新潟県

重田 兼吾 シゲタ ケンゴ TeamCUORE GPM-000-1986 12ME1001877 千葉県

山崎 雅典 ヤマザキ マサノリ Marunouchi Cycling Club CCM-156-0044 14MM1601006 神奈川県

織田 聖 オダ　 ヒジリ 弱虫ペダルサイクリングチーム GPM-000-1959 11ME0601352 埼玉県

香山 飛龍 カヤマ ヒリュウ 弱虫ペダルサイクリングチーム SHN-167-0086 14MU1601996 神奈川県

氏　　名 カ　　ナ



U15［11/28］ 15：00～15：30

チーム名 AJOCCコード JCFコード 都道府県

水谷 悠平 ミズタニ ユウヘイ なし MBS-189-0010 16MY2001922 新潟県

C4［11/28］ 15：00～15：30

チーム名 AJOCCコード JCFコード 都道府県

岩澤 智幸 イワサワ トモユキ バルバクラブカナザワ 石川県

小山 恭平 コヤマ キョウヘイ バルバクラブカナザワ CCM-167-0059 19ME1200359 石川県

土佐路 凌輝 トサジ リョウキ 金沢大学自転車競技部 22MU1902425 石川県

堀 浩之 ホリ ヒロユキ バルバクラブカナザワ 石川県

高森 大地 タカモリ ダイチ 富山中央農業高校 富山県

水谷 彰吾 ミズタニ ショウゴ なし 石川県

南部 隆一 ナンブ リュウイチ バルバクラブフクイ XTK-000-1448 福井県

長谷川 誠 ハセガワ マコト バルバクラブフクイ XTK-178-0065 福井県

小中 康平 コナカ コウヘイ バルバクラブフクイ KNS-189-0172 福井県

宮崎 翔央 ミヤザキ ショウオウ バルバクラブフクイ KNS-201-0142 福井県

岩永 幸治 イワナガ コウジ バルバクラブフクイ KNS-201-0058 福井県

高橋 海成 タカハシ カイセイ バルバクラブフクイ KNS-201-0138 20MU2000370 福井県

栗林 哲也 クリバヤシ テツヤ バルバクラブトヤマ CCM-167-0061 18MU1800823 富山県

高松 和宏 タカマツ カズヒロ バルバクラブハクサン TKI-189-0150 石川県

粟津 創 アワズ ハジメ バルバクラブハクサン 19ME2000278 石川県

小原 千明 オハラ チアキ なし TYM-189-0026 18ME2102039 富山県

川畑 勇気 カワバタ ユウキ バルバクラブハクサン CCS-167-0005 19ME1802813 石川県

林 純也 ハヤシ ジュンヤ ウィーラースクール　in 加賀 石川県

清凉 琢己 セイリョウ タクミ AutoBahnGotemba CHB-201-0013 31ME1101195 東京都

金井 良樹 カナイ ヨシキ ウィーラースクール加賀 石川県

西川 響 ニシカワ ヒビキ バルバクラブハクサン 19MJ2101649 石川県

齊藤 成良 サイトウ ナルミ バルバクラブフクイ 福井県

能口 和久 ノグチ カズヒサ バルバカナザワ KNS-167-0119 19ME1703340 石川県

丸山 雄太朗 マルヤマ ユウタロウ なし TYM-190-0003 石川県

山崎 晃弥 ヤマザキ コウヤ バルバクラブハクサン 石川県

青山 洋樹 アオヤマ ヒロキ バルバクラブトヤマ CCM-190-9000 18ME2000571 富山県

込山 翔 コミヤマ ショウ バルバクラブトヤマ 富山県

富山 章洋 トヤマ アキヒロ YOC 富山県

吉本 将之 ヨシモト マサユキ バルバクラブトヤマ 富山県

松下 拓郎 マツシタ タクロウ バルバクラブタカオカ KNS-201-0141 富山県

渡辺 航 ワタナベ ワタル 総北高校自転車競技部OB CXK-000-0313 12MM2102073

CK3［11/28］ 15：40～15：55

チーム名 AJOCCコード JCFコード 都道府県

川渕 咲希 カワブチ サキ しちはた村 石川県

渡邉 慶悟 ワタナベ ケイゴ COG COG 石川県

CK2［11/28］ 15：40～15：55

チーム名 AJOCCコード JCFコード 都道府県

室 倖弥 ムロ ユキヤ ウィーラースクールインカガ KNS-190-0120 石川県

金井 剛毅 カナイ ゴウキ ウィーラースクール加賀 石川県

河村 皇誠 カワムラ コウセイ limited team846 TYM-201-0008 石川県

CK1［11/28］ 15：40～15：55

チーム名 AJOCCコード JCFコード 都道府県

川渕 慎平 カワブチ シンペイ しちはた村 石川県

氏　　名 カ　　ナ

氏　　名 カ　　ナ

氏　　名 カ　　ナ

氏　　名 カ　　ナ

氏　　名 カ　　ナ


