
【全日本選手権】 ※11月24日現在。名前50音順

XCE XCC 名前 フリガナ XCE XCC 名前 フリガナ

MY 青木　拓夢 アオキ　タクム ME 高平　瑞歩 タカヒラ　ミズホ

MM MM 浅井　秀樹 アサイ　ヒデキ ME ME 詫間　啓耀 タクマ　タカアキ

MM 疇地　利哉 アゼチ　トシヤ ME ME 竹之内　悠 タケノウチ　ユウ

MY 綾野　尋 アヤノ　ヒロ ME 田丸　裕 タマル　ユタカ

MM MA 荒関　徹 アラゼキ　トオル MM MC 戸田　誠 トダ　マコト

MA 岩崎　基規 イワサキ　モトノリ MC 鳥越　誠司 トリゴエ　セイジ

MM MM 内野　真治 ウチノ　シンジ ME 中井　飛馬 ナカイ　アスマ

ME ME 煙石　隼也 エンセキ　トシヤ ME 中重　斉 ナカシゲ　ヒトシ

MM 遠藤　弘樹 エンドウ　ヒロキ ME 中島　渉 ナカジマ　アユミ

ME 太田　真 オオタ　マコト WY 長島　梨邑 ナガシマ　リオ

WE 太田　まどか オオタ　マドカ ME ME 永田　隼也 ナガタ　ジュンヤ

MA 岡田　紀彦 オカダ　ノリヒコ MC 長塚　良介 ナガツカ　リョウスケ

MM MM 岡本　紘幸 オカモト　ヒロユキ ME ME 中原　義貴 ナカハラ　ヨシタカ

MY 落合　康生 オチアイ　コウセイ ME 中村　龍吉 ナカムラ　タツヨシ

ME MA 加藤　直仁 カトウ　ナオト ME ME 中山　誠司 ナカヤマ　サトシ

WC 金子　尚代 カネコ　ヒサヨ WE WE 西山　みゆき ニシヤマ　ミユキ

MM MM 叶　英樹 カノウ　ヒデキ MM MA 野嵜　英樹 ノザキ　ヒデキ

WE WE 川崎　路子 カワサキ　ミチコ ME 橋本　嶺登 ハシモト　レイト

MA 菊地　省吾 キクチ　ショウゴ ME ME 長谷川　拡介 ハセガワ　コウスケ

ME ME 北林　力 キタバヤシ　リキ WE 早川　優衣 ハヤカワ　ユイ

ME ME 木下　雄介 キノシタ　ユウスケ WE 早瀬　久美 ハヤセ　クミ

ME 九島　勇気 クシマ　ユウキ ME ME 平林　安里 ヒラバヤシ　アリ

ME ME 久保　一真 クボ　カズマ WE 広瀬　由紀 ヒロセ　ユキ

MC 熊澤　雄介 クマザワ　ユウスケ MM 古郡　今日史 フルコオリ　キヨシ

ME ME 黒沢　大介 クロサワ　ダイスケ ME ME 前田　公平 マエダ　コウヘイ

ME ME 黒瀬　文也 クロセ　フミヤ ME 増田　優一 マスダ　ユウイチ

ME 合田　正之 ゴウダ　マサユキ ME 松田　賢太郎 マツダ　ケンタロウ

ME 高本　亮太 コウモト　リョウタ ME 松本　佑太 マツモト　ユウタ

MM 小寺　知之 コデラ　トモユキ WE WE 川口　うらら カワグチ　ウララ

ME 後藤　大地 ゴトウ　ダイチ ME ME 竹内　遼 タケウチ　リョウ

MY 小林　温 コバヤシ　アツシ MM 三上　和志 ミカミ　カズシ

WE WE 小林　あか里 コバヤシ　アカリ MC 三井　裕樹 ミツイ　ヒロキ

ME ME 小森　亮平 コモリ　リョウヘイ MM MA 森下　奏 モリシタ　ススム

ME ME 佐藤　誠示 サトウ　セイジ MY 保田　莉央 ヤスダ　リオ

ME 澤木　紀雄 サワキ　ノリオ ME 箭内　秀平 ヤナイ　シュウヘイ

MM MM 澤田　泰征 サワダ　ヤスユキ MM MM 柳堀　伸 ヤナギホリ　シン

MC 篠永　春彦 シノナガ　ハルヒコ WE WE 矢吹　優夏 ヤブキ　ユウカ

ME 島田　　遼 シマダ　リョウ ME ME 山口　創平 ヤマグチ　ソウヘイ

ME 代田　和明 シロタ　カズアキ MM 山崎　雅典 ヤマザキ　マサノリ

MA 菅原　一成 スガハラ　イッセイ MY 山田　愛太 ヤマダ　アイタ

MM 菅原　純 スガワラ　ジュン ME MA 山田　豪 ヤマダ　ゴウ

ME 鈴木　智之 スズキ　トモユキ MC 山田　太士 ヤマダ　タイシ

WE WE 鈴木　美香子 スズキ　ミカコ WE 山田　夕貴 ヤマダ　ユウキ

ME ME 鈴木　禄徳 スズキ　ヨシノリ ME 山本　幸平 ヤマモト　コウヘイ

ME 鈴木　来人 スズキ　ライト WC 吉岡　梨紗 ヨシオカ　リサ

ME 園部　来夢 ソノベ　ライム MM 吉田　紀匡 ヨシダ　ノリマサ

MM 高橋　一彦 タカハシ　カズヒコ MM 依田　卓也 ヨダ　タカナリ

MM MC 渡辺　俊太郎 ワタナベ　シュンタロウ



【Urban MTB Festival】
※11月24日現在。クラス別・名前50音順（赤字は女子） XCE エリミネーター

XCC ショートトラック

XCE XCC 名前 フリガナ クラス

● ● 板垣　奏男 イタガキ　カナオ 中学生以上

● 押尾　康司 オシオ  コウジ 中学生以上

● 片岡　武 カタオカ　タケシ 中学生以上

● 志津木　智 シヅキサトシ 中学生以上

● 島野　豪 シマノ　タケシ 中学生以上

● 中島　瞳 ナカジマ　ヒトミ 中学生以上

● 野嵜　然新 ノザキ　ゼンシン 中学生以上

● 長谷川　航 中学生以上

● 平山　雷斗 ヒラヤマ　ライト 中学生以上

● 松下　大斗 マツシタヒロト 中学生以上

● ● 山田　愛太 ヤマダ　アイタ 中学生以上

● 吉岡　拓哉 ヨシオカタクヤ 中学生以上

● ● 新田　琥大 ニッタ コウダイ 小学1年生

● ● 山田　晴仁 ヤマダ　ハルヒト 小学1年生

● ● 伊藤　輝聖 イトウ　コウセイ 小学2年生

● 上妻　亜門 コウヅマ　アモン 小学2年生

● 平　一ノ介 タイラ　イチノスケ 小学2年生

● 西村　結都 ニシムラ　ユウト 小学2年生

● ● 仁宮　梨宝 ニミヤ　リホ 小学2年生

● ● ヒラノブラウン　杏樹 ヒラノブラウン　アンジュ 小学2年生

● ● 齋藤　結陽 サイトウ　ユウヒ 小学3年生

● 村中　紗英 ムラナカ サエ 小学3年生

● ● 吉川　世名 ヨシカワ　セナ 小学3年生

● 渡井　健太 ワタイ　ケンタ 小学3年生

● ● 赤岩　新太郎 アカイワ　シンタロウ 小学4年生

● ● 伊藤　隆聖 イトウ　リュウセイ 小学4年生

● 宇埜　遼太郎 ウノ リョウタロウ 小学4年生

● ● 河本　昇大 カワモト　ショウタ 小学4年生

● 工藤　港斗 クドウ　ミナト 小学4年生

● ● 郷津　輝 ゴウヅ ヒカル 小学4年生

● ● 福田　栄人 フクダ エイト 小学4年生

● ● 横田　壮一郎 ヨコタ ソウイチロウ 小学4年生

● ● 渡辺　大五郎 ワタナベ　ダイゴロウ 小学5年生

● 長島　甲平 ナガシマ　コウヘイ 小学6年生

● ● 中仙道　侑毅 ナカセンドウ　ユウキ 小学6年生

● 本間　琉維 ホンマ　ルイ 小学6年生

● ● 松田　優太朗 マツダ ユウタロウ 小学6年生

● ● 松村　拓弥 マツムラ　タクミ 小学6年生

● 村中　京平 ムラナカ キョウヘイ 小学6年生

● 柳　菜々見 ヤナギ　ナナミ 小学6年生

● ● 山田　縁美 ヤマダ　エンミ 小学6年生

● ● 渡辺　滉士 ワタナベ コウシ 小学6年生


