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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 齊藤 倫行 さいとう ともゆき Cyclesta TCX-167-0013 山形県

2 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

3 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

4 加藤 立隆 かとう　たつおき WeZRC TCX-178-0003 山形県

5 高橋 壮 たかはし そう サガミレーシング TCX-156-0054 新潟県

6 Thompson Merton トンプソン マートン CXK-189-0004 福島県

7 沼田 素直 ぬまた すなお CAMEL MEN,S Giar TCX-000-1616 04MY1802619 宮城県

8 倉田 喜代司 くらた きよし イマイ・シクロケッツ CXK-156-0061 茨城県

9 長尾 和樹 ながお かずき Team Long tail TCX-000-1002 福島県

10 今田 洋一 こんた よういち TCX-189-0001 山形県

11 船木 太壱 ふなき たいち TCX-189-0002 秋田県

12 三本木 昭仁 さんぼんぎ あきひと 鮎信友の会 TCX-167-0011 07ME0100056 栃木県

13 久下 温人 くげ はると チーム白猿 TCX-178-0006 06MY1702877 山形県

14 高橋 佑季 たかはし ゆうき 岩手大学サイクリング部アイカツ部 TCX-189-0003 岩手県

15 小山 智也 こやま ともや SAUCE CX KNS-156-0098 27MU1502527 東京都

16 滋野 優馬 しげの ゆうま SHIDO-WORKS CHB-178-0023 13MJ1700587 東京都

17 滋野 春紀 しげの はるき SHIDO-WORKS SHN-167-0104 東京都

18 坊井 洋介 ぼうい ようすけ Mile Post Racing GPM-000-2109 12MM1300186 千葉県

19 菊地 伸充 きくち のぶみち TCX-189-0004 宮城県

20 青砥 竜大 あおと りゅうた 高木グルーヴ MBS-189-0027 宮城県

21 森谷 康平 もりや こうへい TCX-189-0005 秋田県

22 千葉 慎也 ちば しんや Civandish Works TCX-167-0001 岩手県

23 植木 敦生 うえき あつお おこめくらぶ-PSX UCX-156-0135 栃木県

24 渡辺 一彦 わたなべ　かずひこ ベルエキップしびれ隊 TCX-000-3004 宮城県

25 千坂 幸己 ちさか こうき TCX-000-2030 山形県

26 石田 祥大 いしだ あきひろ おこめくらぶ XTK-178-0027 栃木県

27 太田 勝也 おおた かつや Teamぷしゅ TCX-156-0072 06ME0601031 山形県

28 平尾 学 ひらおまなぶ 茨城CXレーシングチーム CXK-189-0009 茨城県

29 鈴木 秀一 すずき しゅういち チーム奥州 TCX-189-0006 宮城県

30 高橋 正明 たかはし  まさとし ベルエキップしびれ隊 TCX-178-0039 宮城県

31 山田 哲也 やまだ てつや TCX-189-0007 山形県

32 古川 文信 こがわ ふみのぶ abauty TCX-189-0008 青森県

33 長尾 宏樹 ながお ひろき TCX-000-2010 13ME1401605 東京都

Communiqué 2-1
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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 横田 正美 よこた まさみ リベルタス　TBC CXK-000-0245 09MM9700528 栃木県

2 神移 真悟 かみうつり しんご MilePost BMC Racing XTK-000-1384 12ME1401934 千葉県

3 三浦 伶央 みうら れお 山形大学 TCX-167-0015 06ME1703220 山形県

4 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

5 塙 亜樹徳 はなわ あきのり MilePostRacing UCX-167-0006 08ME1800257 茨城県

6 深谷 健 ふかや けん 39’s Racing Club TCX-178-0001 06ME1802907 山形県

7 佐藤 恵太 さとう けいた 砂防林友の会 TCX-167-0027 秋田県

8 松川 大作 まつかわ だいさく イマイシクロケッツ UCX-156-0083 08ME1800708 茨城県

9 鈴木 将 すずき しょう チーム酒う活 TCX-167-0029 04MU1802974 宮城県

10 長塚 寿生 ながつか としき 弱虫ペダルサイクリングチーム CXK-178-0046 08MU1001103 茨城県

11 増田 昌宏 ますだ まさひろ 臼杵レーシング CXK-000-0390 11ME1801956 埼玉県

12 阿崎 文寿 あざき ふみとし 登米 TCX-000-4033 宮城県

13 高木 倫太郎 たかき りんたろう 角田浜トレイル TCX-178-0015 16MU1501786 新潟県

14 神谷 徹 かみや とおる 無所属 CCM-156-0080 東京都
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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 伴 肇 ばん はじめ 臼杵レーシング GPM-000-0829 11MM0901564 埼玉県

22 菅谷 俊宏 すがや としひろ Team Sakatani KNS-000-1921 福島県

23 江川 嘉宏 えがわ よしひろ PEDAL NATION TCX-000-1010 04MM1703384 宮城県

24 及川 修 おいかわ おさむ ADVANCE仙台 TCX-178-0008 04ME1802816 宮城県

25 千葉 秀樹 ちば ひでき njk TCX-000-3010 07ME0001337 福島県

26 千葉 晃 ちば あきら 日野自動車レーシングチーム GPM-000-1151 11ME1502236 埼玉県

27 髙橋 誠 たかはし まこと B.B.Q TCX-189-0009 13MM1500174 東京都

28 田中 勝 たなか まさる シュースイ CCM-167-0042 16ME1502337 新潟県

29 橋本 剛 はしもと たけし CCM-000-3358 11MM9700671 埼玉県

30 池田 顕士 いけだ けんじ A-pad cycling ream XTK-167-0068 13ME1802557 東京都

31 不破 新一 ふわ しんいち CICADA UNITED GPM-000-0991 東京都

32 吉田 敦 よしだ　あつし Ａｂｕｋｕｍａサイクリングクラブ TCX-178-0019 申請中 福島県

33 浜島 達也 はましま たつや Mile Post Racing GPM-000-2173 茨城県

34 門藤 誠 かどふじ まこと BBR TCX-156-0017 福島県

35 斎藤 源人 さいとう もとひと ＡＤＶＡＮＣＥ仙台 TCX-178-0029 宮城県

36 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 07ME0401137 福島県

37 清水 功 しみず いさお Mile Post BMC Racing GPM-000-2172 東京都

38 菅原 道明 すがはら みちあき RCC TCX-000-3014 16MM1703486 新潟県

39 太田原 契寿 おおたわら けいじゅ ...&BicycleCC CXK-000-0240 千葉県

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

41 鈴木 成美 すずき しげみ Mile Post BMC Racing XTK-000-1191 東京都

カテゴリー3（C3：30分）9：00～9：30

マスターズ2＋3（CM2+3：30分）9：00～9：30

カテゴリーL2+3（CL2+3：30分）9：00～9：30

2018年10月28日（日）

山形県寒河江市・グリバーさがえ

主催：東北シクロクロス協会　　共催：自転車活用まちづくり協議会
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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 大輔 すどう だいすけ VOLCAオードビーBOMA CCM-000-1039 12MM9700856 千葉県

2 伊藤 敦弘 いとう あつひろ チバポンズ TCX-000-1009 04ME0500689 宮城県

3 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

4 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

5 小岩 浩 こいわ ひろし Celeste 幸寿司 水沢 TCX-000-3017 03MM0100638 岩手県

6 水竹 真一 みずたけ しんいち Kokopelli Gurny Goo GPM-000-0924 14ME9701042 神奈川県

7 浅井 秀樹 あさい ひでき SNEL CYCLOCROSS TEAM GPM-000-0853 11MM1100203 神奈川県

8 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

9 鈴木 説澄 すずき あきすみ Mile Post BMC Racing GPM-000-1983 12ME1101240 東京都
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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 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

12 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

13 森山 栄幸 もりやま ひでゆき チームＪＵＮ TCX-000-1041 07ME1701959 福島県

14 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 東京都

15 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

16 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

17 佐藤 慎也 さとう しんや 鮎信友の会 TCX-000-4041 07ME1000225 福島県

18 千葉 克彦 ちば かつひこ 北上ＳＯＵＬＲＩＤＥＲ TCX-000-4016 03ME1602660 岩手県

19 鶴岡 聖隆 つるおか きよたか Crunk Gollira Cycling Team XTK-000-1557 04ME1200108 宮城県

20 我妻 鉄治 あがつま てつはる Y's Road CX Team CXK-000-0380 11ME1800492 埼玉県

21 小島 大輝※ こじま だいき SNEL CYCLOCROSS TEAM XTK-000-1007 16MY1301921 新潟県

22 遠藤 勝博 えんどう まさひろ 042-703-9122 CCM-000-9144 13ME1401994 東京都

23 阿部 翔太 あべ しょうた チーム酒う活 TCX-178-0018 04MU1702813 宮城県

24 平野 広太 ひらの こうた Devotion CCH-156-0049 08ME1800797 茨城県

25 柳堀 伸 やなぎほり しん 042-703-9122 GPM-000-0920 13ME1501932 東京都

26 上野 悠佑太※ うえの ゆうた TEAM GRM XTK-000-1442 13MJ1500191 東京都

27 柳澤 創※ やなぎさわ そう Team CHAINRING TCX-000-4042 04MJ1500508 宮城県

28 山口 博久 やまぐち ひろひさ AX cyclocross team KNS-000-2966 13MM9702875 神奈川県

29 前田 歩 まえだ なお Tonic CX Team Japan GPM-000-1807 13ME0700054 埼玉県

※年齢制限によりC1への昇格対象外

マスターズ1（CM1：40分）9:50-10:30

カテゴリー2（C2：40分）9:50-10:30

2018年10月28日（日）

山形県寒河江市・グリバーさがえ

主催：東北シクロクロス協会　　共催：自転車活用まちづくり協議会
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No. 氏名 しめい チーム名 AJOCC登録番号 性別 都道府県

1 成田 光志 なりた こうし UCX-156-0035 男 福島県

2 山田 禅人 やまだ ぜんと 亘理小学校 TCX-156-0015 男 宮城県
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No. 氏名 しめい チーム名 AJOCC登録番号 性別 都道府県

11 山田 駿太郎 やまだ しゅんたろう 茨城CXレーシングチーム UCX-156-0033 男 茨城県

12 我妻 美音 あがつま みお UCX-156-0078 女 埼玉県

13 鈴木 尊人 すずき たける チーム奥州 TCX-178-0033 男 宮城県

5
No. 氏名 しめい チーム名 AJOCC登録番号 性別 都道府県

21 飯島 大也 いいじま だいや CXK-189-0014 男 福島県

22 阿崎 大和 あざき やまと 登米 TCX-167-0021 男 宮城県

23 鈴木 智大 すずき ちひろ チーム奥州 TCX-178-0034 男 宮城県

24 佐藤 真実 さとう まみ ADVANCE仙台 TCX-189-0010 女 宮城県

25 神谷 文 かみや ふみ 無所属 CCM-000-9290 男 東京都

4
No. 氏名 しめい チーム名 AJOCC登録番号 性別 都道府県

1 飯島 花怜 いいじま かれん 女 福島県

2 我妻 律音 あがつま りお 女 埼玉県

3 松川 颯 まつかわ はやて イマイシクロケッツ 男 茨城県

4 佐藤 心咲 さとう みさ ADVANCE仙台 女 宮城県

キッズ2（CK2：10分）10:50-11:00

キッズ1（CK1：10分）10:50-11:00

キンダーガーデン（KG：5分）11:20-11:25

山形県寒河江市・グリバーさがえ

主催：東北シクロクロス協会　　共催：自転車活用まちづくり協議会
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【エントリーリスト】
キッズ3（CK3：10分）10:50-11:00

東北シクロクロスシリーズ 2018
第１戦 さがえラウンド/UCI-Class2 JCXシリーズ第4戦

2018年10月28日（日）


