
2022/7/10

1時間耐久 エンジョイ　START LIST

ソロ男子
Pos BIB 名前 フリガナ 都道府県 チーム

1 58 浦里 隆一 ｳﾗｻﾞﾄ ﾘｭｳｲﾁ 神奈川県

2 1 松村 泰充 ﾏﾂﾑﾗ ﾋﾛﾐﾁ 神奈川県 EndureLife team Mitchie's Kitchen

3 59 高田 裕 ﾀｶﾀﾞ ﾕｳ 千葉県 宮野木自転車漕走会

4 802 金指 龍之介 ｶﾈｻﾞｼ ﾘｭｳﾉｽｹ 栃木県

5 60 伊藤 達也 ｲﾄｳ ﾀﾂﾔ 神奈川県 NAMIBiIA PROJECT

6 61 稲永 浩之 ｲﾈﾅｶﾞ ﾋﾛﾕｷ 千葉県

7 704 筒井 正明 ﾂﾂｲ ﾏｻｱｷ 千葉県

8 62 植山 雅俊 ｳｴﾔﾏ ﾏｻﾄｼ 千葉県 Teamおさだゆい

9 63 若林 昭吾 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｼｮｳｺﾞ 東京都

10 12 平光 竜志 ﾋﾗｺｳ ﾘｭｳｼﾞ 東京都

11 707 鈴木 雄介 ｽｽﾞｷ ﾕｳｽｹ 千葉県 Araren8214

12 64 遠藤 広貴 ｴﾝﾄﾞｳ ﾋﾛﾀｶ 千葉県

13 65 南 邦裕 ﾐﾅﾐ ｸﾆﾋﾛ 東京都

14 66 荒川 寛 ｱﾗｶﾜ ﾋﾛｼ 千葉県

15 67 鈴木 啓師 ｽｽﾞｷ ｹｲｼ 東京都

16 68 平田 祐基 ﾋﾗﾀ ﾕｳｷ 神奈川県

17 69 小林 千元 ｺﾊﾞﾔｼ ﾁﾊﾙ 千葉県 Endurelife/ｽﾍﾟｼｬﾗｲｽﾞﾄﾞ幕張

18 70 給分 淳之助 ｷｭｳﾌﾞﾝ ｼﾞｭﾝﾉｽｹ 神奈川県 Team轍屋

19 71 岸 昭浩 ｷｼ ｱｷﾋﾛ 神奈川県

20 72 岸 隆史 ｷｼ ﾀｶｼ 東京都

21 807 覚本 慈瑛結 ｶｸﾓﾄ ｼﾞｪｰﾑｽ 栃木県

ペア男子
Pos BIB 都道府県 選手1 選手2

ｼﾏﾇｷ ﾋﾃﾞﾋﾄ ｼﾏﾇｷ ｴｲﾀ

嶋貫 秀人 嶋貫 瑛太

ｽｷﾞﾔﾏ ﾋﾛﾕｷ ﾋﾗﾉ ｺｳｼﾞ

杉山 裕之 平野 光司

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭﾝﾀﾛｳ

渡辺 俊太郎

ｸﾛｴ ﾕｳﾍｲ

黒江 祐平

ペア男女
Pos BIB 都道府県 選手1 選手2

ﾂﾙﾐ ﾋﾃﾞﾅﾘ ﾂﾙﾐ ﾕｳｺ

鶴見 英斉 鶴見 有子

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｽｹ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾅﾐ

渡部 祐介 渡部 南

ﾀﾞｰﾃｨﾍﾟｱ 埼玉県

TEAM

1 75 AST 埼玉県

2 76 drawer 神奈川県

2 89 sandm_craft_beer 千葉県

JPF Presents

4 78 東京都

TEAM

3 77 東京都

1 79



2022/7/10

1時間耐久 エンジョイ　START LIST

JPF Presents

ソロ（小学5･6年）
Pos BIB 名前 フリガナ 都道府県 チーム 姓

1 55 金原 悠眞 ｶﾈﾊﾗ ﾊﾙﾏ 千葉県 ｲｵﾝﾊﾞｲｸJr.ｱｶﾃﾞﾐｰ 男

2 505 兒玉 栄主 ｺﾀﾞﾏ ｴｲｽ 東京都 ｲｵﾝﾊﾞｲｸJr.ｱｶﾃﾞﾐｰ 男

3 506 中島 朝陽 ﾅｶｼﾏ ｱｻﾋ 栃木県 ASA 男

4 56 村越 紗百合 ﾑﾗｺｼ ｻﾕﾘ 東京都 ﾊﾟﾝﾀﾞｻｲｸﾙ 女

5 57 平光 樟太 ﾋﾗｺｳ ｼｮｳﾀ 東京都 男

ソロ（小学3･4年）
Pos BIB 名前 フリガナ 都道府県 チーム 姓

1 301 竹中 今 ﾀｹﾅｶ ｲﾏ 東京都 ﾁｰﾑじてんしゃ小学生 男

2 53 浦里 隆太 ｳﾗｻﾞﾄ ﾘｭｳﾀ 神奈川県 ﾊﾞｲｼｸﾙｱｶﾃﾞﾐｰｱﾄﾞﾊﾞﾝｽｼﾞｭﾆｱ 男

3 303 堀田 麗音 ﾎｯﾀ ﾚｲﾝ 神奈川県 ｲｵﾝﾊﾞｲｸJr.ｱｶﾃﾞﾐｰ 女

4 304 村田  心泰 ﾑﾗﾀ ﾓﾄﾔｽ 神奈川県 ｲｵﾝﾊﾞｲｸJr.ｱｶﾃﾞﾐｰ 男

5 54 嶋貫 圭悟 ｼﾏﾇｷ ｹｲｺﾞ 埼玉県 AST 男

ソロ（小学1･2年）
Pos BIB 名前 フリガナ 都道府県 チーム 姓

1 201 宮崎 暖大 ﾐﾔｻﾞｷ ﾊﾙﾀ 東京都 ｲｵﾝﾊﾞｲｸJr.ﾚｰｼﾝｸﾞ/ﾅｶｻﾞﾜｼﾞﾑ 男

2 101 杉本 佳那恵 ｽｷﾞﾓﾄ ｶﾅｴ 千葉県 ｲｵﾝﾊﾞｲｸjr.ｱｶﾃﾞﾐｰ 女

3 202 安部 慎一郎 ｱﾍﾞ ｼﾝｲﾁﾛｳ 千葉県 ｲｵﾝﾊﾞｲｸJr.ｱｶﾃﾞﾐｰ 男

4 206 若林 令 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾚｲ 東京都 ｲｵﾝﾊﾞｲｸJr.ｱｶﾃﾞﾐｰ 男

5 207 平光 諒太 ﾋﾗｺｳ ﾘｮｳﾀ 東京都 ｲｵﾝﾊﾞｲｸJr.ｱｶﾃﾞﾐｰ 男

6 51 阿部 空 ｱﾍﾞ ｿﾗ 千葉市 ｲｵﾝﾊﾞｲｸJr.ｱｶﾃﾞﾐｰ 男

7 106 菅生  侑玖 ｽｺﾞｳ ﾀｽｸ 千葉県 ｲｵﾝﾊﾞｲｸJr.ｱｶﾃﾞﾐｰ 男

8 211 酒井 昴 ｻｶｲ ｽﾊﾞﾙ 神奈川県 男

9 52 中澤 悠士 ﾅｶｻﾞﾜ ﾊﾙﾄ 東京都 男

ペア小学生
Pos BIB 都道府県 選手1 選手2

ｳｴﾔﾏ ｻｴ ｳｴﾔﾏ ﾀﾞｲｷ

植山 紗恵 植山 大輝

ｲｼﾊﾗ ﾀﾞｲｷ ｵｵｲﾜ ｶﾞｸｷ

石原 大幹 大岩 楽生

ｶﾜﾓﾄ ｼｮｳﾀ ｶﾒｲ ﾋﾛﾀｶ

河本 昇大 亀井 祐孝

■主催 一般財団法人 日本サイクルスポーツ振興会 ■後援　　千葉県、千葉市
■協賛 イオンバイク(株)、(株)オージーケーカブト、(株)JPF、(株)ジャイアント、湘南イノダクツ、(株)PIST6、

(有)VTJ、メリダジャパン(株)、(株)和光ケミカル　（50音順）

TEAM

1 73 Teamおさだゆい 千葉県

2 209 ｲｵﾝﾊﾞｲｸJr.ｱｶﾃﾞﾐｰ 千葉県

3 74 ﾁｰﾑかめしょう 神奈川県



2022/7/10

XCC ショートトラック　START LIST

男子
Pos BIB 名前 フリガナ 都道府県 チーム

1 701 菅野 心平 ｶﾝﾉ ｼﾝﾍﾟｲ 千葉県 宮野木自転車漕走会

2 702 菊地 省吾 ｷｸﾁ ｼｮｳｺﾞ 東京都

3 703 小山 柊平 ｺﾔﾏ ｼｭｳﾍｲ 東京都 ﾊﾟﾝﾀﾞｻｲｸﾙ

4 704 筒井 正明 ﾂﾂｲ ﾏｻｱｷ 千葉県

5 705 青木 拓夢 ｱｵｷ ﾀｸﾑ 神奈川県 FineNovaLAB

6 706 ﾋﾗﾉﾌﾞﾗｳﾝ ｸﾘｽﾁｬﾝ ﾋﾗﾉﾌﾞﾗｳﾝ ｸﾘｽﾁｬﾝ 茨城県 Mont ﾌﾞﾗｳﾆｰ

7 707 鈴木 雄介 ｽｽﾞｷ ﾕｳｽｹ 千葉県 Araren8214

8 708 江越 柾也 ｴｺﾞｼ ﾏｻﾔ 神奈川県 proride

中学男子
Pos BIB 名前 フリガナ 都道府県 チーム

1 801 山上 永悟 ﾔﾏｶﾞﾐ ｴｲｺﾞ 千葉県 Dream Seeker Jr Racing Team

2 802 金指 龍之介 ｶﾈｻﾞｼ ﾘｭｳﾉｽｹ 栃木県

3 803 石川 太郎 ｲｼｶﾜ ﾀﾛｳ 埼玉県 TEAM AGRI with AST FOREST

4 804 宇賀神 遼成 ｳｶﾞｼﾞﾝ ﾘｮｳｾｲ 栃木県 RIDE to FUN

5 805 中仙道 侑毅 ﾅｶｾﾝﾄﾞｳ ﾕｳｷ 埼玉県 Dream Seeker Jr Racing Team

6 806 松田 優太朗 ﾏﾂﾀﾞ ﾕｳﾀﾛｳ 千葉県 Dream Seeker Jr Racing Team

7 807 覚本 慈瑛結 ｶｸﾓﾄ ｼﾞｪｰﾑｽ 栃木県

8 808 渡辺 大五郎 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲｺﾞﾛｳ Dream Seeker Jr Racing Team

JPF Presents



2022/7/10

XCC ショートトラック　START LIST

JPF Presents

小学6年生
Pos BIB 名前 フリガナ 都道府県 チーム 姓

1 601 郷津 輝 ｺﾞｳﾂﾞ ﾋｶﾙ 東京都 ｲｵﾝﾊﾞｲｸJr.ﾚｰｼﾝｸﾞ 男

2 602 福田 栄人 ﾌｸﾀﾞ ｴｲﾄ 東京都 ｲｵﾝﾊﾞｲｸJr.ﾚｰｼﾝｸﾞ 男

3 603 横田 壮一郎 ﾖｺﾀ ｿｳｲﾁﾛｳ 茨城県 ｲｵﾝﾊﾞｲｸJr.ﾚｰｼﾝｸﾞ 男

4 604 馬島 史弥 ﾏｼﾞﾏ ﾌﾐﾔ 東京都 ｲｵﾝﾊﾞｲｸJr.ﾚｰｼﾝｸﾞ 男

5 605 石川 竜大 ｲｼｶﾜ ﾘｭｳﾀ 埼玉県 TEAM AGRI with AST FOREST 男

6 606 神武 奏帆 ｺｳﾀｹ ｶﾅﾎ 埼玉県 TEAM輪工房 女

7 607 南 翔大 ﾐﾅﾐ ｼｮｳﾀ 石川県 TCKR 男

小学5年生
Pos BIB 名前 フリガナ 都道府県 チーム 姓

1 501 飯島 大也 ｲｲｼﾞﾏ ﾀﾞｲﾔ 福島県 男

2 502 角田 直央 ﾂﾉﾀﾞ ﾅｵ 千葉県 ｲｵﾝﾊﾞｲｸJr.ｱｶﾃﾞﾐｰ 男

3 503 𠮷川 世名 ﾖｼｶﾜ ｾﾅ 埼玉県 ｲｵﾝﾊﾞｲｸJr.ﾚｰｼﾝｸﾞ 男

4 504 吉田  悠一郎 ﾖｼﾀﾞ ﾕｳｲﾁﾛｳ 茨城県 ｲｵﾝﾊﾞｲｸJr.ﾚｰｼﾝｸﾞ 男

5 505 兒玉 栄主 ｺﾀﾞﾏ ｴｲｽ 東京都 ｲｵﾝﾊﾞｲｸJr.ｱｶﾃﾞﾐｰ 男

6 506 中島 朝陽 ﾅｶｼﾏ ｱｻﾋ 栃木県 ASA 男

小学4年生
Pos BIB 名前 フリガナ 都道府県 チーム 姓

1 401 杉本 健太朗 ｽｷﾞﾓﾄ ｹﾝﾀﾛｳ 千葉県 ｲｵﾝﾊﾞｲｸJr.ﾚｰｼﾝｸﾞ 男

2 402 鈴木 悠仁 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾄ 福島県 FAKP Racing Project 男

3 403 平 一ﾉ介 ﾀｲﾗ ｲﾁﾉｽｹ 千葉県 男

4 404 ﾋﾗﾉﾌﾞﾗｳﾝ 杏樹 ﾋﾗﾉﾌﾞﾗｳﾝ ｱﾝｼﾞｭ 茨城県 ﾗｽﾞﾍﾞﾘｰﾌﾞﾗｳﾆｰ 女

5 405 上妻 亜門 ｺｳﾂﾞﾏ ｱﾓﾝ 神奈川県 drawer THE CYCLING CLUB 男

6 406 菅原 慶人 ｽｶﾞﾜﾗ ｹｲﾄ 千葉県 ｲｵﾝﾊﾞｲｸJr.ﾚｰｼﾝｸﾞ 男



2022/7/10

XCC ショートトラック　START LIST

JPF Presents

小学3年生
Pos BIB 名前 フリガナ 都道府県 チーム 姓

1 301 竹中 今 ﾀｹﾅｶ ｲﾏ 東京都 ﾁｰﾑじてんしゃ小学生 男

2 303 堀田 麗音 ﾎｯﾀ ﾚｲﾝ 神奈川県 ｲｵﾝﾊﾞｲｸJr.ｱｶﾃﾞﾐｰ 女

3 304 村田  心泰 ﾑﾗﾀ ﾓﾄﾔｽ 神奈川県 ｲｵﾝﾊﾞｲｸJr.ｱｶﾃﾞﾐｰ 男

4 302 飯島 花怜 ｲｲｼﾞﾏ ｶﾚﾝ 福島県 女

5 305 𠮷川 結和 ﾖｼｶﾜ ﾕﾜ 埼玉県 ｲｵﾝﾊﾞｲｸJr.ﾚｰｼﾝｸﾞ 男

6 306 宮崎 結葉 ﾐﾔｻﾞｷ ﾕｲﾊ 神奈川県 Bicycle Academy Advance jr. 女

7 307 渋谷 一 ｼﾌﾞﾔ ﾊｼﾞﾒ 神奈川県 男

8 308 徳丸 航大 ﾄｸﾏﾙ ｺｳﾀﾞｲ 東京都 男

小学2年生
Pos BIB 名前 フリガナ 都道府県 チーム 姓

1 201 宮崎 暖大 ﾐﾔｻﾞｷ ﾊﾙﾀ 東京都 ｲｵﾝﾊﾞｲｸJr.ﾚｰｼﾝｸﾞ/ﾅｶｻﾞﾜｼﾞﾑ 男

2 202 安部 慎一郎 ｱﾍﾞ ｼﾝｲﾁﾛｳ 千葉県 ｲｵﾝﾊﾞｲｸJr.ｱｶﾃﾞﾐｰ 男

3 203 平 六之助 ﾀｲﾗ ﾛｸﾉｽｹ 千葉県 男

4 204 ﾋﾗﾉﾌﾞﾗｳﾝ 梨奈 ﾋﾗﾉﾌﾞﾗｳﾝ ﾘﾅ 茨城県 ﾗｽﾞﾍﾞﾘｰﾌﾞﾗｳﾆｰ 女

5 205 小宮 匠人 ｺﾐﾔ ﾀｸﾄ 神奈川県 男

6 206 若林 令 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾚｲ 東京都 ｲｵﾝﾊﾞｲｸJr.ｱｶﾃﾞﾐｰ 男

7 207 平光 諒太 ﾋﾗｺｳ ﾘｮｳﾀ 東京都 ｲｵﾝﾊﾞｲｸJr.ｱｶﾃﾞﾐｰ 男

8 208 手嶋 隼翔 ﾃｼﾞﾏ ﾊﾔﾄ 千葉県 男

9 209 石原 大幹 ｲｼﾊﾗ ﾀﾞｲｷ 千葉県 ｲｵﾝﾊﾞｲｸJr.ｱｶﾃﾞﾐｰ 男

10 210 南 颯人 ﾐﾅﾐ ﾊﾔﾄ 東京都 ｲｵﾝﾊﾞｲｸJr.ｱｶﾃﾞﾐｰ 男

11 211 酒井 昴 ｻｶｲ ｽﾊﾞﾙ 神奈川県 男

小学1年生
Pos BIB 名前 フリガナ 都道府県 チーム 姓

1 101 杉本 佳那恵 ｽｷﾞﾓﾄ ｶﾅｴ 千葉県 ｲｵﾝﾊﾞｲｸjr.ｱｶﾃﾞﾐｰ 女

2 102 横田 和晴 ﾖｺﾀ ｶｽﾞﾊﾙ 茨城県 ｲｵﾝﾊﾞｲｸJr.ｱｶﾃﾞﾐｰ 男

3 103 鈴木 颯太 ｽｽﾞｷ ｿｳﾀ 福島県 FAKP Racing Project 男

4 104 上妻 世良 ｺｳﾂﾞﾏ ｾﾗ 神奈川県 drawer THE CYCLING CLUB 男

5 105 大岩 楽生 ｵｵｲﾜ ｶﾞｸｷ 千葉県 ｲｵﾝﾊﾞｲｸJr.ｱｶﾃﾞﾐｰ 男

6 106 菅生  侑玖 ｽｺﾞｳ ﾀｽｸ 千葉県 ｲｵﾝﾊﾞｲｸJr.ｱｶﾃﾞﾐｰ 男

■主催 一般財団法人 日本サイクルスポーツ振興会 ■後援　　千葉県、千葉市
■協賛 イオンバイク(株)、(株)オージーケーカブト、(株)JPF、(株)ジャイアント、湘南イノダクツ、(株)PIST6、

(有)VTJ、メリダジャパン(株)、(株)和光ケミカル　（50音順）



2022/7/10

1時間耐久 チャレンジ　START LIST

ソロ男子
Pos BIB 名前 フリガナ 都道府県 チーム

1 2 高橋 克彦 ﾀｶﾊｼ ｶﾂﾋｺ 東京都 Love the Ride!

2 3 間宮 馨 ﾏﾐﾔ ｶｵﾙ 埼玉県

3 4 岩崎 誉至郎 ｲﾜｻｷ ﾖｼﾛｳ 千葉県 内藤ｻｲｸﾙ

4 702 菊地 省吾 ｷｸﾁ ｼｮｳｺﾞ 東京都

5 5 丸山 大輔 ﾏﾙﾔﾏ ﾀﾞｲｽｹ 茨城県 ｵﾝｻﾞﾛｰﾄﾞ

6 6 保田 莉央 ﾔｽﾀﾞ ﾘｵ 神奈川県 drawer THE CYCLING CLUB

7 7 山口 公一 ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳｲﾁ 埼玉県 ROCK SKULL

8 705 青木 拓夢 ｱｵｷ ﾀｸﾑ 神奈川県 FineNovaLAB

9 8 猪瀬 清隆 ｲﾉｾ ｷﾖﾀｶ 栃木県

10 9 垣内 優希 ｶｷｳﾁ ﾕｳｷ 東京都 vertex

11 10 永田 健太郎 ﾅｶﾞﾀ ｹﾝﾀﾛｳ 東京都 Collina Z

12 11 村越 一哉 ﾑﾗｺｼ ｶｽﾞﾔ 東京都 ﾊﾟﾝﾀﾞｻｲｸﾙ

13 13 文蔵 亮介 ﾌﾐｸﾗ ﾘｮｳｽｹ 東京都

14 14 足立 裕昭 ｱﾀﾞﾁ ﾋﾛｱｷ 神奈川県

15 708 江越 柾也 ｴｺﾞｼ ﾏｻﾔ 神奈川県 proride

ソロ中学男子
Pos BIB 名前 フリガナ 都道府県 チーム

1 803 石川 太郎 ｲｼｶﾜ ﾀﾛｳ 埼玉県 TEAM AGRI with AST FOREST

2 805 中仙道 侑毅 ﾅｶｾﾝﾄﾞｳ ﾕｳｷ 埼玉県 Dream Seeker Jr. racing team

3 806 松田 優太朗 ﾏﾂﾀﾞ ﾕｳﾀﾛｳ 千葉県 Dream Seeker Jr Racing Team

4 808 渡辺 大五郎 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲｺﾞﾛｳ Dream Seeker Jr. racing team

ソロ女子
Pos BIB 名前 フリガナ 都道府県 チーム

1 15 中島 瞳 ﾅｶｼﾞﾏ ﾋﾄﾐ 埼玉県 川越工業高校

2 16 綾野 桂子 ｱﾔﾉ ｹｲｺ 埼玉県 cycleclub 3UP.

ソロ（小学4-6年）
Pos BIB 名前 フリガナ 都道府県 チーム 姓

1 601 郷津 輝 ｺﾞｳﾂﾞ ﾋｶﾙ 東京都 ｲｵﾝﾊﾞｲｸJr.ﾚｰｼﾝｸﾞ 男

2 602 福田 栄人 ﾌｸﾀﾞ ｴｲﾄ 東京都 ｲｵﾝﾊﾞｲｸJr.ﾚｰｼﾝｸﾞ 男

3 401 杉本 健太朗 ｽｷﾞﾓﾄ ｹﾝﾀﾛｳ 千葉県 ｲｵﾝﾊﾞｲｸJr.ﾚｰｼﾝｸﾞ 男

4 603 横田 壮一郎 ﾖｺﾀ ｿｳｲﾁﾛｳ 茨城県 ｲｵﾝﾊﾞｲｸJr.ﾚｰｼﾝｸﾞ 男

5 502 角田 直央 ﾂﾉﾀﾞ ﾅｵ 千葉県 ｲｵﾝﾊﾞｲｸJr.ｱｶﾃﾞﾐｰ 男

6 604 馬島 史弥 ﾏｼﾞﾏ ﾌﾐﾔ 東京都 ｲｵﾝﾊﾞｲｸJr.ﾚｰｼﾝｸﾞ 男

7 503 𠮷川 世名 ﾖｼｶﾜ ｾﾅ 埼玉県 ｲｵﾝﾊﾞｲｸJr.ﾚｰｼﾝｸﾞ 男

8 605 石川 竜大 ｲｼｶﾜ ﾘｭｳﾀ 埼玉県 TEAM AGRI with AST FOREST 男

9 504 吉田  悠一郎 ﾖｼﾀﾞ ﾕｳｲﾁﾛｳ 茨城県 ｲｵﾝﾊﾞｲｸJr.ﾚｰｼﾝｸﾞ 男

10 607 南 翔大 ﾐﾅﾐ ｼｮｳﾀ 石川県 TCKR 男

■主催 一般財団法人 日本サイクルスポーツ振興会 ■後援　　千葉県、千葉市
■協賛 イオンバイク(株)、(株)オージーケーカブト、(株)JPF、(株)ジャイアント、湘南イノダクツ、(株)PIST6、

(有)VTJ、メリダジャパン(株)、(株)和光ケミカル　（50音順）

JPF Presents


