
26
No. 氏名 しめい チーム名 AJOCC登録番号 JCF競技者番号 都道府県
1 林 健太郎 はやし　けんたろう ベルエキップしびれ隊 TCX-167-0018 宮城県
2 青山 高士 あおやま たかひと UCX-167-0049 宮城県
3 草刈 利和 くさかり としかず リパッティジュエリー TCX-000-1003 宮城県
4 植木 敦生 うえき あつお おこめくらぶ UCX-156-0135 栃木県
5 勅使瓦 有紀 てしがわら なおき TCX-000-2024 宮城県
6 深谷 健 ふかや けん 39’s Racing Team TCX-178-0001 山形県
7 松川 大作 まつかわ だいさく イマイシクロケッツ UCX-156-0083 茨城県
8 菊地 修介 きくち しゅうすけ TEAM AIBE UCX-156-0141 栃木県
9 横山 弘樹 よこやま ひろき オッティモ CXK-167-0071 群馬県
10 坂本 和寛 さかもと かずひろ TCX-178-0023 福島県
11 小平 直人 こだいら　なおと 東北大学学友会サイクリング部 TCX-178-0017 宮城県
12 黒須 雅則 くろす まさのり 530711 TCX-000-4007 栃木県
13 山田 賢太郎 やまだ けんたろう 茨城CXレーシング XTK-000-1109 茨城県
14 北野 信之 きたの のぶゆき B-B-Ｒ TCX-178-0024 福島県
15 和知 大介 わち だいすけ Ｈｏｎｄａ栃木 CXK-167-0183 栃木県
16 林口 寛之 はやしぐち ひろゆき SUBARU SCC CCM-000-0818 栃木県
17 長谷川 直紀 はせがわ　なおき RIDEON TCX-000-1605 山形県
18 佐浦 貴廣 さうら たかひろ クマガイサイクル石巻 TCX-000-3056 宮城県
19 杉田 俊一朗 すぎた しゅんいちろう CycleClub.jp CCM-000-9295 群馬県
20 石田 祥大 いしだ あきひろ おこめ倶楽部 XTK-178-0027 栃木県
21 古川 凌 ふるかわ りょう CXK-156-0079 栃木県
22 齊藤 倫行 さいとう ともゆき Cyclesta TCX-167-0013 山形県
23 藤巻 忠秀 ふじまき ただひで 無所属 CCM-000-9137 神奈川県
24 箕浦 よしはる みのうら　よしはる チームクソムシ TCX-178-0025 新潟県
25 太田 篤 おおた あつし TCX-167-0003 宮城県
26 草野 泰志 くさの やすし Blue lug homies CCM-167-0112 東京都

カテゴリー4B（C4B：30分）9：20～9：50 25
No. 氏名 しめい チーム名 AJOCC登録番号 JCF競技者番号 都道府県
31 佐藤 恵太 さとう　けいた WS/CSタカハシ・砂防林の会 TCX-167-0027 秋田県
32 近野 悠太 こんの ゆうた 日本大学工学部サイクリング部 TCX-167-0008 福島県
33 久下 温人 くげ　はると チーム白猿 TCX-178-0006 06MY1702877 山形県
34 積田 高治 つみた　たかはる ツミタモータードットコム TCX-156-0060 福島県
35 石澤 翔太 いしざわ しょうた XTK-178-0047 山形県
36 松本 大輔 まつもと だいすけ あらやしきライダース TKI-156-0200 福島県
37 三本木 昭仁 さんぼんぎ　あきひと 郡山サイクルフレンズ TCX-167-0011 07ME0100056 栃木県
38 菊地 壮太郎 きくち　そうたろう TEAM AIBE TCX-000-1607 福島県
39 高山 秀樹 たかやま ひでき MUURzeroVerofture CXK-156-0030 27MM1600008 東京都
40 湯野川 豊 ゆのかわ　ゆたか あぶくまサイクリングクラブ TCX-178-0013 福島県
41 中村 歩生 なかむら　いぶき チームＪＵＮ TCX-000-1503 福島県
42 小野 貴之 おの　たかゆき ベルエキップしびれ隊夢 TCX-167-0034 宮城県
43 加藤 輔 かとう たすく TCX-178-0004 山形県
44 鎌田 充志 かまだ　みつし CXK-167-0134 茨城県
45 渡辺 徹 わたなべ とおる Ride_or_die TCX-000-1008 福島県
46 亀谷 宏海 かめたに　ひろみ Team Re:Cycle TCX-178-0026 福島県
47 橋本 豊 はしもと ゆたか BBR UCX-167-0021 福島県
48 粂川 義樹 くめかわ よしき XTK-178-0050 栃木県
49 門藤 誠 かどふじ まこと BBR TCX-156-0017 福島県
50 中澤 佳邦 なかざわ　よしくに SUBARU　CYCLING TEAM TCX-000-4011 09ME1702514 栃木県
51 瀬戸 新吾 せと　しんご TCX-178-0027 宮城県
52 高木 倫太郎 たかき りんたろう orz レーシング TCX-178-0015 新潟県
53 結城 清人 ゆうき きよと サイクレスタ TCX-178-0028 山形県
54 佐瀬 直 させ　なお XTK-178-0055 栃木県
55 阿部 翔太 あべ しょうた TGUCC クリぼっち班 TCX-178-0018 宮城県
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【エントリーリスト】
カテゴリー3（C3：30分）10：10～10：40 16
No. 氏名 しめい チーム名 AJOCC登録番号 JCF競技者番号 都道府県
1 鈴木 将 すずき しょう Sendai.U.B.G. TCX-167-0029 宮城県
2 金子 大介 かねこ だいすけ 7ELEVEN RBP CCM-178-0018 東京都
3 横田 正美 よこた　まさみ リベルタス　TBC CXK-000-0245 09MM9700528 栃木県
4 久保田 映士 くぼた　えいじ TCX-000-3039 宮城県
5 上澤 剛 うえさわ たけし 鮎信友の会 TCX-167-0009 07MM0901488 福島県
6 三森 靖之 みもり やすゆき あぶくまサイクリングクラブ TCX-000-2015 栃木県
7 三浦 伶央 みうら れお CX友の会 TCX-167-0015 山形県
8 我妻 鉄治 あがつま てつはる Y's Road CX Team CXK-000-0380 埼玉県
9 小川 明穂 おがわ あきほ CXK-000-0206 茨城県
10 菅谷 照生 すがや てるき 茨城シクロクロスチーム SHN-167-0032 15MY1501424 山梨県
11 磯前 慶友 いそまえ　よしとも 東北大学学友会サイクリング部 TCX-178-0014 宮城県
12 三澤 優樹 みさわゆうき 郡山商業高校 TCX-167-0016 福島県
13 大沼 周太 おおぬま　しゅうた 銀輪オブジョイトイ CXK-000-0230 埼玉県
14 木村 亮輔 きむら りょうすけ 高崎経済大学 MBS-178-0016 群馬県
15 平野 広太 ひらの こうた CCH-156-0049 茨城県
16 小寺 晴雄 こてら はるお Team cornerbikes KNS-000-4063 東京都

マスターズ2＋3（CM2+CM3：30分）10：10～10：40 14
No. 氏名 しめい チーム名 AJOCC登録番号 JCF競技者番号 都道府県
21 高橋 綾一 たかはし　りょういち サガミレーシング TCX-156-0067 16ME1700206 新潟県
22 小泉 信宏 こいずみ　のぶひろ オンザロード KNS-000-2336 茨城県
23 田中 勝 たなか まさる シュースイ CCM-167-0042 新潟県
24 福田 博行 ふくだ ひろゆき なし TCX-167-0005 福島県
25 及川 修 おいかわ おさむ 柴田銀輪会 TCX-178-0008 宮城県
26 吉田 敦 よしだ　あつし Abukumaサイクリングクラブ TCX-178-0019 福島県
27 佐藤 文男 さとう ふみお ベルエキップしびれ隊 TCX-000-3037 宮城県
28 服部 隆志 はっとり　たかし あおば CXK-156-0078 栃木県
29 大村 智寿 おおむら ともひろ あぶくまサイクリングクラブ TCX-000-3005 福島県
30 吉川 勝 よしかわ　まさる 茨城CXレーシングチーム CCM-000-9944 08MM9800367 茨城県
31 長谷川 浩 はせがわ　ひろし RIDEON TCX-000-3015 山形県
32 大野 国寿 おおの　くにひさ F(t)麒麟山racing UCX-167-0017 新潟県
33 斎藤 源人 さいとう　もとひと ＡＤＶＡＮＣＥ仙台 TCX-178-0029 宮城県
34 須藤 実 すどう　みのる TCX-167-0010 福島県

カテゴリーL2（CL2：30分）10：10～10：40 4
No. 氏名 しめい チーム名 AJOCC登録番号 JCF競技者番号 都道府県
41 安達 直子 あだち なおこ 潟鉄TRC TCX-178-0021 新潟県
42 江刺 和音 えさし なお 山形大学 TCX-178-0030 06FU1601923 山形県
43 簑原 由加利 みのはら ゆかり 日本ろう自転車競技協会 CHB-156-0049 東京都
44 村上 佳子 むらかみ よしこ PAXPROJECT XTK-000-0048 福島県

2017年12月24日（日）
福島県郡山市・大槻公園

主催：東北シクロクロス協会、共催：郡山ウエストスポーツパーク
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【エントリーリスト】
キッズ3（CK3：10分）11：00-11：10 6
No. 氏名 しめい チーム名 AJOCC登録番号 JCF競技者番号 都道府県
1 高橋 壮 たかはし　そう サガミレーシング TCX-156-0054 新潟県
2 佐々木 啄人 ささき　たくと ベルエキップしびれ隊 TCX-167-0031 宮城県
3 山田 禅人 やまだ ぜんと 亘理小学校 TCX-156-0015 宮城県
4 菊地 英 きくち　はな TEAM AIBE TCX-000-1608 福島県
5 秋元 碧 あきもと　あお AKM CXK-000-0335 栃木県
6 福田 悠航 ふくだ　ゆうこう 中畑小学校 TCX-167-0007 福島県

キッズ2（CK2：10分）11：00-11：10 12
No. 氏名 しめい チーム名 AJOCC登録番号 JCF競技者番号 都道府県
11 成田 光志 なりた こうし UCX-156-0035 福島県
12 飯塚 嵐 いいづか　らん RinRinRacing UCX-156-0036 東京都
13 山田 駿太郎 やまだ しゅんたろう 茨城CXレーシング UCX-156-0033 茨城県
14 菊地 慶次郎 きくち　けいじろう TEAM AIBE TCX-000-1611 福島県
15 高久 尚路 たかく　なおみち UCX-167-0029 栃木県
16 坂田 由智 さかた　よしとも あぶくまサイクリングクラブ TCX-156-0021 福島県
17 菊地 心晴 きくち こはる TEAM AIBE UCX-156-0157 栃木県
18 中村 莉子 なかむら　りこ チームＪＵＮ TCX-156-0031 福島県
19 小林 悟也 こばやし さとや あぶくまサイクリングクラブ TCX-178-0031 福島県
20 渡辺 悠真 わたなべ ゆうま Ride_or_die TCX-156-0032 福島県
21 櫻本 悠一郎 さくらもと ゆういちろう チーム奥州 TCX-178-0032 宮城県
22 鈴木 尊人 すずき　たける TCX-178-0033 宮城県

キッズ1（CK1：10分）11：00-11：10 6
No. 氏名 しめい チーム名 AJOCC登録番号 JCF競技者番号 都道府県
31 佐々木 琉名 ささき　るな ベルエキップしびれ隊 TCX-178-0011 宮城県
32 高久 奈月海 たかく　なつみ UCX-167-0032 栃木県
33 我妻 美音 あがつま みお UCX-156-0078 埼玉県
34 三上 将醐 みかみ　しょうご アスリチューン・コラッジョキッズ SHN-167-0055 神奈川県
35 郷津 輝 ごうづ ひかる RinRinRacing CXK-178-0038 東京都
36 鈴木 智大 すずき　ちひろ TCX-178-0034 宮城県

キンダーガーデン（KG：5分程度）11：20-11：30 2
No. 氏名 しめい チーム名 AJOCC登録番号 JCF競技者番号 都道府県
1 佐々木 玲名 ささき　れな ベルエキップしびれ隊 宮城県
2 小泉 晴太郎 こいずみ　はるたろう オンザロード 茨城県

※当日エントリー可

第３戦 郡山ラウンド
2017年12月24日（日）

福島県郡山市・大槻公園

主催：東北シクロクロス協会、共催：郡山ウエストスポーツパーク
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【エントリーリスト】
カテゴリー2（C2：40分）12：30-13：10 25
No. 氏名 しめい チーム名 AJOCC登録番号 JCF競技者番号 都道府県
21 岡田 紀彦 おかだ　のりひこ アルゼンチンペソしかないよ CCM-000-9915 21ME1502756 静岡県
22 鶴岡 聖隆 つるおか　きよたか Crunk Gorilla Cycling Team XTK-000-1557 04ME1200108 宮城県
23 小久保 登志貴 こくぼ　としき TEAM AGRI withAST XTK-156-0122 11ME1602678 埼玉県
24 石黒 大樹 いしぐろ　ともき PAXPROJECT CCM-000-3365 06ME9700258 山形県
25 千葉 克彦 ちば　かつひこ 北上SOULRIDER TCX-000-4016 03ME1602660 岩手県
26 巽 克哉 たつみ かつや じてんしゃの杜 CXK-000-0056 09ME1400178 栃木県
27 山田 幸広 やまだ ゆきひろ ベルエキップSHIBIRETAI TCX-000-2029 04ME1602615 宮城県
28 國井 豊 くにい ゆたか abukumaｻｲｸﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ TCX-156-0027 07ME1602300 福島県
29 山瀧 純一 やまたき じゅんいち 山瀧軍団 GPM-000-2062 12MM1502665 千葉県
30 小郷 克朗 おごう かつろう オンザロード CXK-000-0223 08ME1402261 茨城県
31 吉田 仁昭 よしだ　ひとあき ナカガワＡＳ・Ｋデザイン KNS-000-0585 12ME9701969 千葉県
32 高山 祐次郎 たかやま　ゆうじろう TEAM AGRI withAST XTK-156-0111 11ME0601254 埼玉県
33 大内 淳司 おおうち あつし 茨城CXレーシングチーム CXK-000-0314 08ME1600308 茨城県
34 森山 栄幸 もりやま　ひでゆき チームＪＵＮ TCX-000-1041 07ME1701959 福島県
35 千葉 秀樹 ちば　ひでき NJK TCX-000-3010 07ME0001337 福島県
36 中島 崇行 なかじま　たかゆき FELT-mistral.CX-team GPM-000-1846 10ME1500662 群馬県
37 足立 文夫 あだち ふみお PAXPROJECT SHN-000-0226 14ME9900003 神奈川県
38 菊地 洋介 きくち　ようすけ TEAM AIBE TCX-000-1039 07ME1502776 福島県
39 柳沼 龍佑 やぎぬま りゅうすけ TOKYO VENTOS CXK-178-0058 07MU1000997 東京都
40 佐藤 慎也 さとう しんや 鮎信友の会 TCX-000-4041 07ME1000225 福島県
41 江川 樹一郎 えがわ　きいちろう 快楽転BEAST GPM-000-1990 11ME1501963 埼玉県
42 秋元 賢治 あきもと　けんじ AKM CXK-000-0316 09ME1502421 栃木県
43 大木 英史 おおき えいじ CICADA UNITED GPM-000-1053 11ME1300036 埼玉県
44 屋田 憲吾 おくだ けんご Pinazou Test Team GPM-000-2037 13ME1502444 東京都
45 平原 大雅 ひらはら たいが F(t)麒麟山racing TCX-178-0007 16MU1401537 新潟県

マスターズ1（CM1：40分）12：30-13：10 9
No. 氏名 しめい チーム名 AJOCC登録番号 JCF競技者番号 都道府県
11 海口 秀幸 うみぐち　ひでゆき F(t)麒麟山Racing CX Team UCX-156-0002 16ME0500066 新潟県
12 須藤 大輔 すどう だいすけ VOLCAオードビーBOMA CCM-000-1039 12MM9700856 千葉県
13 宇野 一成 うの　かずなり 茨城ＣＸレーシングチーム TCX-000-1032 08MM1703101 茨城県
14 米山 修 よねやま　おさむ チーム埼玉県人 CCM-000-6661 11MM0100070 埼玉県
15 坂田 智徳 さかた　とものり あぶくまサイクリングクラブ TCX-000-1007 07MM9700752 福島県
16 鈴木 孝 すずき たかし あぶくまサイクリングクラブ TCX-156-0028 07ME1602299 福島県
17 伊藤 敦弘 いとう　あつひろ チバポンズ TCX-000-1009 04ME0500689 宮城県
18 伴 肇 ばん　はじめ 臼杵レーシング GPM-000-0829 11ME0901564 埼玉県
19 田辺 隆文 たなべたかふみ 茨城CXレーシングチーム GPM-000-0969 08MM1501188 茨城県

カテゴリーL1（CL1：40分）12：30-13：10 5
No. 氏名 しめい チーム名 AJOCC登録番号 JCF競技者番号 都道府県
1 須藤 むつみ すどう むつみ Ready Go JAPAN CXK-000-0111 13FE9702853 千葉県
2 高橋 織江 たかはし　おりえ PEDAL NATION CXK-000-0220 09FE1402085 栃木県
3 林口 ゆきえ はやしぐち ゆきえ Live GARDEN BiciStelle TCX-000-2025 09FE1301646 栃木県
4 宮崎 優花 みやざき ゆうか Cyclesta TCX-000-3028 06FE1502586 山形県
5 安田 朋子 やすだ ともこ AX CCM-000-0787 13FE0800583 東京都
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カテゴリー1（C1：60分）13：30-14：30 13
No. 氏名 しめい チーム名 AJOCC登録番号 JCF競技者番号 都道府県
1 山田 大介 やまだ だいすけ PAXPROJECT TCX-000-2040 07ME1301819 福島県
2 鈴木 龍 すずき りゅう BRIDGESTONE ANCHOR CYCLING TEAM SHN-000-0187 04ME1101581 宮城県
3 齋藤 拓真 さいとう たくま Team CHAINRING TCX-000-1013 04MU1300677 宮城県
4 久保田 冬吾 くぼた　とうご 東北学院大学自転車競技部CX班 TCX-000-1011 04MU1201203 宮城県
5 本多 拓貴 ほんだ ひろき F(t)麒麟山Racing TCX-156-0073 16ME0901174 新潟県
6 高橋 洋一 たかはし　よういち PEDAL NATION CCM-000-9318 09ME1402084 栃木県
7 佐藤 英夫 さとう ひでお オンザロード TCX-000-2001 12ME1402240 千葉県
8 佐藤 文明 さとう ふみあき FLAT立川/多摩湖朝練部 UCX-156-0028 13ME1601606 東京都
9 秋元 昌夫 あきもと　まさお Honda 栃木 TCX-167-0030 09ME1300343 栃木県
10 高田 慧 たかだ　けい Champion System Japan Test Team CXK-000-0202 11ME1602627 千葉県
11 後藤 啓 ごとうひろ 県北ぼっちフレンズ TCX-000-1012 04MU1300972 宮城県
12 山邊 誠司 やまべ　せいじ チーム埼玉県人 CCM-000-5301 11ME9700715 埼玉県
13 霜山 誠一 しもやま せいいち PAXPROJECT TCX-000-1031 07ME0400375 福島県

カテゴリージュニア（CJ：40分）13：30-14：30 1
No. 氏名 しめい チーム名 AJOCC登録番号 JCF競技者番号 都道府県
21 積田 連 つみた れん Team CHAINRING TCX-000-3012 07MJ1300495 福島県

主催：東北シクロクロス協会、共催：郡山ウエストスポーツパーク

Communiqué 2-5

XEBIO GROUP PRESENTS 東北シクロクロスシリーズ 2017

第３戦 郡山ラウンド
2017年12月24日（日）

福島県郡山市・大槻公園


