
【スプリントクロス】

順位 着順 ゼッケン チーム名 氏名 シメイ ポイント

1 1 6 cycleclub 3UP ilios 綾野 尋 アヤノ ヒロ 40

2 2 33 織田 聖 織田 聖 オダ ヒジリ 39

3 3 1 Team CHAINRING 山川 惇太郎 ヤマカワ シュンタロウ 38

4 4 39 selected JECX 児玉 敬介 コダマ ケイスケ 37

5 5 16 SHOWA RACING FACTORY 柴田 航 シバタ ワタル 36

6 6 37 equipe mistral 山田 夏樹 ヤマダ ナツキ 35

順位 着順 ゼッケン チーム名 氏名 シメイ ポイント

7 1 10 Team Long tail/PAXPROJECT 長尾 宏樹 ナガオ ヒロキ 34

8 2 27 オンザロード　南 八嶋 亮太 ヤシマ リョウタ 33

9 3 26 オンザロード　南 佐藤 英夫 サトウ ヒデオ 32

10 4 41 チームJUN 森山 栄幸 モリヤマ ヒデユキ 31

11 5 14 Team CHAINRING Espoir 積田 連 ツミタ レン 30

12 6 38 equipe mistral 中島 崇行 ナカジマ タカユキ 29

13 1 9 Team Long tail/PAXPROJECT 長尾 和樹 ナガオ カズキ 28

15 2 35 じょうぼんず 斉藤 拓真 サイトウ タクマ 26

17 3 25 オンザロード　北 小郷 克朗 オゴウ カツロウ 24

19 4 30 チームSNEL 小島 大輝 コジマ ダイキ 22

21 5 19 TEAM AIBE 田代 圭 タシロ ケイ 20

23 6 3 Team Spike 十文字隆 ジュウモンジ タカシ 18

25 7 12 GreenSCX 宇野 一成 ウノ カズナリ 16

27 8 13 NJK 千葉 秀樹 チバ ヒデキ 14

13 1 2 Team CHAINRING 佐藤利英 サトウ トシヒデ 28

15 2 42 チームJUN 中村 歩生 ナカムラ イブキ 26

17 3 20 臼杵レーシング 伴 肇 バン ハジメ 24

19 4 34 じょうぼんず 大久保 哲也 オオクボ テツヤ 22

21 5 18 TEAM AIBE 菊地 修介 キクチ シュウスケ 20

23 6 29 チームSNEL 林口 幸恵 ハヤシグチ ユキエ 18

25 7 32 あぶくまサイクリングクラブ三森家 三森 靖之 ミモリ ヤスユキ 16
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第10ヒート・決勝戦

第9ヒート・順位決定戦（7位～12位）

第5ヒート・順位決定戦A組（13位～27位）

第6ヒート・順位決定戦B組（13位～26位）



順位 着順 ゼッケン チーム名 氏名 シメイ ポイント

1 16 SHOWA RACING FACTORY 柴田 航 シバタ ワタル

2 33 織田 聖 織田 聖 オダ ヒジリ

3 1 Team CHAINRING 山川 惇太郎 ヤマカワ シュンタロウ

4 38 equipe mistral 中島 崇行 ナカジマ タカユキ

5 41 チームJUN 森山 栄幸 モリヤマ ヒデユキ

6 27 オンザロード　南 八嶋 亮太 ヤシマ リョウタ

1 6 cycleclub 3UP ilios 綾野 尋 アヤノ ヒロ

2 39 selected JECX 児玉 敬介 コダマ ケイスケ

3 37 equipe mistral 山田 夏樹 ヤマダ ナツキ

4 26 オンザロード　南 佐藤 英夫 サトウ ヒデオ

5 10 Team Long tail/PAXPROJECT 長尾 宏樹 ナガオ ヒロキ

6 14 Team CHAINRING Espoir 積田 連 ツミタ レン

順位 着順 ゼッケン チーム名 氏名 シメイ ポイント

1 1 Team CHAINRING 山川 惇太郎 ヤマカワ シュンタロウ

2 16 SHOWA RACING FACTORY 柴田 航 シバタ ワタル

3 41 チームJUN 森山 栄幸 モリヤマ ヒデユキ

4 9 Team Long tail/PAXPROJECT 長尾 和樹 ナガオ カズキ

5 35 じょうぼんず 斉藤 拓真 サイトウ タクマ

6 25 オンザロード　北 小郷 克朗 オゴウ カツロウ

7 30 チームSNEL 小島 大輝 コジマ ダイキ

1 33 織田 聖 織田 聖 オダ ヒジリ

2 38 equipe mistral 中島 崇行 ナカジマ タカユキ

3 27 オンザロード　南 八嶋 亮太 ヤシマ リョウタ

4 3 Team Spike 十文字隆 ジュウモンジ タカシ

5 19 TEAM AIBE 田代 圭 タシロ ケイ

6 13 NJK 千葉 秀樹 チバ ヒデキ

7 12 GreenSCX 宇野 一成 ウノ カズナリ

1 26 オンザロード　南 佐藤 英夫 サトウ ヒデオ

2 37 equipe mistral 山田 夏樹 ヤマダ ナツキ

3 10 Team Long tail/PAXPROJECT 長尾 宏樹 ナガオ ヒロキ

4 42 チームJUN 中村 歩生 ナカムラ イブキ

5 18 TEAM AIBE 菊地 修介 キクチ シュウスケ

6 32 あぶくまサイクリングクラブ三森家 三森 靖之 ミモリ ヤスユキ

7 2 Team CHAINRING 佐藤利英 サトウ トシヒデ

1 6 cycleclub 3UP ilios 綾野 尋 アヤノ ヒロ

2 39 selected JECX 児玉 敬介 コダマ ケイスケ

3 14 Team CHAINRING Espoir 積田 連 ツミタ レン

4 20 臼杵レーシング 伴 肇 バン ハジメ

5 34 じょうぼんず 大久保 哲也 オオクボ テツヤ

6 29 チームSNEL 林口 幸恵 ハヤシグチ ユキエ

※予選・準決勝は上位3名が勝ち抜けとなります。
※No.6とNo.42はキッズのため30秒、No.29は女性のため15秒のハンディキャップを設けます。

第8ヒート・準決勝B組

第7ヒート・準決勝A組

第1ヒート・予選A組

第2ヒート・予選B組

第3ヒート・予選C組

第4ヒート・予選D組



【マディソン】8周回
ゼッケン チーム名 氏名 シメイ ポイント

1 山川 惇太郎 ヤマカワ シュンタロウ
2 佐藤利英 サトウ トシヒデ

33 織田 聖 オダ ヒジリ
60 三浦 孝司 ミウラ コウジ
9 長尾 和樹 ナガオ カズキ

10 長尾 宏樹 ナガオ ヒロキ
39 児玉 敬介 コダマ ケイスケ
40 嶋田 進 シマダ ススム
4 根本 学 ネモト マナブ
5 綾野 桂子 アヤノ ケイコ

14 積田 連 ツミタ レン
15 積田 高治 ツミタ タカハル
37 山田 夏樹 ヤマダ ナツキ
38 中島 崇行 ナカジマ タカユキ
26 佐藤 英夫 サトウ ヒデオ
27 八嶋 亮太 ヤシマ リョウタ
23 影山 善明 カゲヤマ ゼンメイ
24 野崎 克巳 ノザキ カツミ
34 大久保 哲也 オオクボ テツヤ
35 斉藤 拓真 サイトウ タクマ
17 菊地 洋介 キクチ ヨウスケ
18 菊地 修介 キクチ シュウスケ
21 高橋 洋一 タカハシ ヨウイチ
22 高橋 織江 タカハシ オリエ
41 森山 栄幸 モリヤマ ヒデユキ
42 中村 歩生 ナカムラ イブキ

※2着の織田聖はオープン参加のためポイント対象外となります。

順位

40

2 織田 聖

3 Team Long tail/PAXPROJECT 38

1 Team CHAINRING

4 selected JECX 37

5 cycleclub 3UP ilios 36

6 Team CHAINRING Espoir 35

7 equipe mistral 34

8 オンザロード　南 33

9 オンザロード　北 32

10 じょうぼんず 31

11 TEAM AIBE 30

12 PEDAL NATION 29

13 チームJUN 28


