
●大会スケジュール １２：１０　シクロクロスレース表彰
　９：００　受付・試走開始 　※表彰 全て３位まで
　９：５０　受付・試走終了 １３：００　１時間耐久 スタート
１０：００　開会式・競技説明 １４：３０　１時間耐久表彰
１０：２０　ＰＳ（未就学児） スタート 　※表彰 ３位まで
１０：３5　ＣＫ スタート １５：００　解散
１１：１０　Ｃ２・Ｃ３・Ｃ４・ＣＭ２・ＣＭ３・ＣＬ２ スタート

カテ BIB 氏名 フリガナ チーム名 耐久 BIB ※洗車 ピットでの使用を優先とします
CK1 12 阿部 航平 アベ コウヘイ みしょにょBOMBER ※管理事務所内 ストーブ焚いてますので暖かいです

※どこでもラーメン １０時到着予定です
CK2 10 中嶋 拓真 ナカジマ タクマ TEAM BG8
CK2 11 陳内 孝侑 ジンナイ コウ TEAM BG8 カテ BIB 氏名 フリガナ チーム名 耐久 BIB

C２ 1 猪又　靖 イノマタ　キヨシ シクロペダリ
CK3 9 陳内 佑奈 ジンナイ ユナ TEAM BG8

C３ 4 田中 正直 タナカ マサナオ しびれ隊EZO ソロ 11
CL2 13 芹川 恵利 セリカワ エリ TEAM BG8 C３ 5 山田 夏樹 ヤマダ ナツキ FELT mistral ソロ 12

C３ 6 野呂 武志 ノロ タケシ TRC ソロ 13
CM2 2 尾崎 義規 オザキ ヨシノリ どえむN R ソロ 1 C３ 7 福井 友規 フクイ トモキ Jay Parker ソロ 14
CM2 3 阿部 泰洋 アベ ヤスヒロ みしょにょBOMBER C３ 8 海冨 拓也 カイフ タクヤ 海冨牧場 ソロ 15

CM3 61 小林 茂雄 コバヤシ ｼｹﾞｵ 塗夢装屋の冒険 ソロ 2 C４ 41 荒関 徹 アラゼキ トオル BOBBI H ソロ 16
CM3 62 中村 義隆 ナカムラ ヨシタカ あずきのとうさん C４ 42 佐藤 暢孝 サトウ ノブタカ North F' Wheelie
CM3 63 川村　薫 カワムラ　カオル 岩井組 C４ 43 長谷川 拡介 ハセガワ コウスケ GasPanic みなそら ソロ 17
CM3 64 東條 一郎 トウジョウ イチロウ チームトヨペットTBR C４ 44 佐々木 博史 ササキ ヒロフミ NORTH WHEELIE
CM3 65 本山 修三 モトヤマ シュウゾウ 恵庭レーシング ソロ 3 C４ 45 山田 正樹 ヤマダ マサキ NWCT ソロ 18
CM3 66 細川 一清 ホソカワ カズキヨ ふぁらお団 C４ 46 藤野 信一 フジノ シンイチ team panda&スパ狂残党
CM3 67 吉川 達也 ヨシカワ タツヤ Ｔｅａｍ　Ｇｏ　Ａｈｅａｄ ソロ 4 C４ 47 笹谷 隆宏 ササヤ タカヒロ 恵庭レーシング
CM3 68 臼井 伸之 ウスイ ノブユキ team panda ソロ 5 C４ 49 羽山 洋平 ハヤマ ヨウヘイ NORTHWHEELIE
CM3 69 齊藤 健志 サイトウ ケンジ Team aitou ソロ 6 C４ 50 和田 裕樹 ワダ ユウキ 岩内剣道連盟 ソロ 19
CM3 70 藤井 仁 フジイ ヒトシ ＦＤＡ　ＭＩＹＡＳＥＩ C４ 51 榎本 一輝 エノモト カズキ Team Panda ソロ 20
CM3 71 中村 光寿 ナカムラ ミツヒサ TEAM BG8 C４ 52 沼本 和磨 ヌマモト カズマ Northwheelie 
CM3 72 三浦 謙太郎 ミウラ ケンタロウ ナチュラルウインズ ソロ 7 C４ 53 浅野 裕也 アサノ ヒロヤ Peach MAX
CM3 73 大島 浩治 オオシマ コウジ カローラ札幌 C４ 54 寺田 佑 テラダ タスク てらこや・エスケープ ソロ 21
CM3 74 富田 智 トミタ サトシ チームトミタ
CM3 75 高松 慎一 タカマツ シンイチ カローラ札幌 P 901 芹川 吏憂 セリカワ リウン TEAM BG8
CM3 76 館 慎太郎 タテ シンタロウ 恵庭レーシング P 902 富田 圭信 トミタ ケイシン チームトミタ
CM3 77 吉田 周史 ヨシダ シュウジ みなそらやきとり ソロ 8 P 903 富田 結心 トミタ ユイ チームトミタ
CM3 78 吉田 勝茂 ヨシダ カツシゲ team panda ソロ 9 P 904 富田 三結 トミタ みゆ チームトミタ
CM3 79 野妻 洋充 ノヅマ ヒロミツ アレグロ ソロ 10


