
東北シクロクロスシリーズ 2018
第5戦 福島空港ラウンド 2ndステージ

2019年3月3日（日）
福島県玉川村・福島空港公園
主催：東北シクロクロス協会

【エントリーリスト】
カテゴリー4（C4：30分）スタート時刻 8:30 38
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 鈴木 尭 すずき たかし エクレール TYM-178-0006 新潟県
3 石田 祥大 いしだ あきひろ おこめくらぶ XTK-178-0027 栃木県
4 高橋 佑季 たかはし ゆうき IUCCアイカツ部 TCX-189-0003 岩手県
5 遠藤 元基 えんどう もとき エクレール TYM-189-0021 新潟県
6 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
7 五十嵐 基 いからし もとい サガミレーシング TCX-178-0036 新潟県
8 沼田 素直※ ぬまた すなお CAMEL MEN,S GEAR TCX-000-1616 04MY1802619 宮城県
9 佐久間 宏幸 さくま ひろゆき チーム玄米 TCX-189-0017 福島県
10 加藤 立隆 かとう　たつおき WeZRC TCX-178-0003 山形県
11 工藤 薫 くどう かおる Team nacree TCX-189-0039 04ME1900314 宮城県
12 和田 康之 わだ やすゆき エクレール TYM-178-0007 新潟県
13 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
14 山田 賢太郎 やまだ けんたろう 茨城CXレーシングチーム XTK-000-1109 茨城県
15 佐藤 蓮 さとう れん TCX-189-0040 宮城県
16 小野寺 佑介 おのでら ゆうすけ team strong TCX-189-0041 宮城県
17 阿部 智裕 あべ ともひろ team strong TCX-189-0042 宮城県
18 今田 洋一 こんた　よういち TCX-189-0001 山形県
19 古川 凌 ふるかわ りょう CXK-156-0079 栃木県
20 坂本 和寛 さかもと　かずひろ TCX-178-0023 福島県
21 益子 博行 ましこ ひろゆき BBR TCX-189-0028 福島県
22 佐藤 満 さとう みつる チーム玄米 TCX-189-0043 福島県
23 遠藤 喜敬 えんどう　よしたか RCC TCX-189-0020 福島県
24 岡本 優紀 おかもと ゆうき TCX-189-0027 福島県
25 瀬戸 庸暉 せと やすあき 郡山サイクルフレンズ TCX-189-0044 福島県
26 持田 篤 もちだ　あつし CHB-189-0005 東京都
27 加賀 龍治 かが りゅうじ SUBARU CYCLING TEAM TCX-189-0045 34ME0400882 群馬県
28 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
29 滋野 春紀 しげの　はるき SHIDO-WORKS SHN-167-0104 東京都
30 長澤 祐一 ながさわ ゆういち SHIDO-WORKS SHN-167-0034 神奈川県
31 盛田 雄斗 もりた ゆうと 岩手大学サイクリング部 TCX-189-0046 岩手県
32 奈良輪 悟 ならわ さとる TCX-189-0047 栃木県
33 井上 旬太郎 いのうえ しゅんたろう Crucible仙台 TCX-189-0022 宮城県
34 岡部 保 おかべ　たもつ NSKベアリング TCX-189-0029 福島県
35 橋本 元気 はしもと げんき しょぼよわ宇都宮支店 CXK-167-0188 栃木県
36 佐浦 貴廣 さうら たかひろ じょうぼんズ TCX-000-3056 宮城県
37 藤原 真也 ふじわら しんや 岩手大学サイクリング部 TCX-189-0035 岩手県
38 大関 宙※ おおぜき そら TEAM AIBE TCX-178-0022 福島県

※年齢制限によりC3への昇格対象外
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【エントリーリスト】
カテゴリー3（C3：30分）スタート時刻 9:20 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
1 久下 温人※ くげ　はると チーム白猿 TCX-178-0006 06MY1702877 山形県
2 横田 正美 よこた　まさみ リベルタス TBC CXK-000-0245 09MM9700528 栃木県
3 Thompson Merton とんぷそん まーとん CXK-189-0004 07ME1802971 福島県
4 林 健太郎 はやし　けんたろう エルドラード・エスペランサ TCX-167-0018 宮城県
5 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
6 鈴木 克 すずき まさる 臼杵レーシング SHN-178-0006 11ME1802966 埼玉県
7 佐藤 盛一 さとう せいいち ADVANCE仙台 TCX-189-0019 宮城県
8 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
9 古川 文信 こがわ ふみのぶ abauty TCX-189-0008 青森県
10 谷 直亮 たに なおすけ 郡山サイクルフレンズ TCX-189-0034 福島県
11 久保田 映士 くぼた　えいじ TCX-000-3039 宮城県
12 三上 倫生 みかみ　ともき SHN-189-0007 東京都
13 安田 健人 やすだ けんと サガミレーシング TYM-189-0024 新潟県
14 石川 貴英 いしかわ　たかてる SEKIYA SHN-178-0016 16ME0700459 新潟県

マスターズ2＋3（CM2+3：30分）スタート時刻 9:20 19
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 菅谷 俊宏 すがや　としひろ KNS-000-1921 福島県
22 伴 肇 ばん はじめ 臼杵レーシング GPM-000-0829 11MM0901564 埼玉県
23 若松 武史 わかまつ　たけし 夏草サイクリングチーム GPM-000-2005 09ME1200346 栃木県
24 斎藤 源人 さいとう　もとひと ＡＤＶＡＮＣＥ仙台 TCX-178-0029 宮城県
25 田中 勝 たなか まさる シュースイ CCM-167-0042 16ME1502337 新潟県
26 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
27 佐藤 望 さとう のぞむ ADVANCE仙台 TCX-189-0025 宮城県
28 湯野川 豊 ゆのかわ ゆたか あぶくまサイクリング TCX-178-0013 福島県
29 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
30 上村 和久 うえむら かずひさ あまごワークス・MountainStream TCX-000-2006 福島県
31 福田 博行 ふくだ ひろゆき TCX-167-0005 福島県
32 橋本 豊 はしもと　ゆたか BBRメンバー UCX-167-0021 福島県
33 塚野 賢治 つかの けんじ あぶくまサイクリングクラブ MBS-189-0050 福島県
34 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
35 長谷川 浩 はせがわ　ひろし RIDEON TCX-000-3015 山形県
36 田崎 友康 たざき　ともやす F(t)麒麟山Racing MBS-189-0047 16ME0700064 新潟県
37 三瓶 義之 さんぺい よしゆき ファインプロセス TCX-178-0020 福島県
38 武田 善弘 たけだ　よしひろ リッチーの理論　タケスポ TCX-156-0007 山形県
39 江部 敏 えべ さとし F(t)麒麟山Racing TCX-156-0001 16MM9701103 新潟県
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【エントリーリスト】
キッズ3（CK3：10分）スタート時刻 10:10 4
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 福島県
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 秋元 碧 あきもと あお ブラウ・ブリッツェン CXK-000-0335 09MY1900243 栃木県

キッズ2（CK2：10分）スタート時刻 10:10 8
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 茨城県
12 菊地　 慶次郎 きくち　けいじろう TEAM AIBE TCX-000-1611 福島県
13 我妻 美音 あがつま みお Y's Road CX Team UCX-156-0078 埼玉県
14 鈴木 尊人 すずき　たける チーム奥州 TCX-178-0033 宮城県
15 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
16 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
17 三瓶 博之 さんぺい ひろゆき ファインプロセス CXK-178-0040 福島県
18 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

キッズ1（CK1：10分）スタート時刻 10:10 7
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 福島県
22 鈴木 智大 すずき　ちひろ チーム奥州 TCX-178-0034 宮城県
23 佐藤 真実 さとう まみ ADVANCE仙台 TCX-189-0010 宮城県
24 三瓶 智之 さんぺい ともゆき ファインプロセス CXK-178-0036 福島県
25 國井 思希 くにい　しき パッショーネ TCX-156-0058 福島県
26 田崎 嘉人 たざき　よしと F(t)麒麟山Racing MBS-189-0048 新潟県
27 佐々木 杏菜 ささき あんな PASSIONE TCX-156-0023 福島県

キンダーガーデン（KG：5分）スタート時刻 10:30 6
No. 氏名 しめい チーム名 AJOCC登録番号 性別 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 飯島 花怜 いいじま かれん 福島県
3 田崎 凛歩 たざき　りほ F(t)麒麟山Racing 新潟県
4 佐藤 心咲 さとう みさ ADVANCE仙台 宮城県
5 三瓶 瑞希 さんぺい みずき ファインプロセス 福島県
6 我妻 律音 あがつま りお 埼玉県

カテゴリーL1（CL1：40分）スタート時刻 11:30 3
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 宮崎 優花 みやざき ゆうか サイクレスタ TCX-000-3028 06FE1502586 山形県
3 安達 直子 あだち なおこ 潟鉄TRC TCX-178-0021 16FE1900670 新潟県

カテゴリーL2+3（CL2+3：30分）スタート時刻 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
11 菊地 英 きくち　はな TEAM AIBE TCX-000-1608 福島県
12 高橋 絵美 たかはし えみ エクレール XTK-167-0063 新潟県
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【エントリーリスト】
カテゴリー2（C2：40分）スタート時刻 12:30 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
1 阿部 翔太 あべ しょうた team酒う活 TCX-178-0018 03ME1702813 岩手県
2 鈴木 将 すずき しょう team酒う活 TCX-167-0029 04MU1802974 宮城県
3 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
4 千葉 克彦 ちば　かつひこ 北上SOULRIDER TCX-000-4016 03ME1602660 岩手県
5 秋元 賢治 あきもと けんじ AKM CXK-000-0316 09ME1502421 栃木県
6 鶴岡 聖隆 つるおか　きよたか Crunk Gorilla Cycling Team XTK-000-1557 04ME1200108 宮城県
7 森山 栄幸 もりやま　ひでゆき チームＪＵＮ TCX-000-1041 07ME1701959 福島県
8 我妻 鉄治 あがつま てつはる Y's Road CX Team CXK-000-0380 11ME1800492 埼玉県
9 柳沼 龍佑 やぎぬま りゅうすけ CXK-178-0058 07MU1000997 東京都
10 久須美 一栄 くすみ かずえい エクレール TYM-178-0026 16ME 1900200 新潟県
11 青砥 竜大 あおと りゅうた なし MBS-189-0027 04ME1900128 宮城県
12 木村 盛義 きむら もりよし SUBARU Cycling Team MBS-167-0052 10ME1500685 群馬県
13 伊藤 博彦 いとう ひろひこ シクロポリスTKSK CCM-000-7134 13MM9700822 栃木県
14 中島 崇行 なかじま　たかゆき equipe mistral GPM-000-1846 10ME1500662 群馬県

マスターズ1（CM1：40分）スタート時刻 12:30 11
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 水竹 真一 みずたけ　しんいち ココペリガーニーグー GPM-000-0924 14ME9701042 神奈川県
22 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
23 伊藤 敦弘 いとう あつひろ チバポンズ TCX-000-1009 04ME0500689 宮城県
24 賀来 成能 かく しげよし 茨城CXレーシングチーム CXK-156-0112 08MM1800575 茨城県
25 小堺 猛弘 こさかい　たけひろ taiki☆wirks XTK-000-1445 08MM1703035 茨城県
26 巽 克哉 たつみ　かつや 夏草サイクリングチーム CXK-000-0056 09MM1400178 栃木県
27 千葉 秀樹 ちば ひでき njk TCX-000-3010 07ME0001337 福島県
28 高橋 綾一 たかはし　りょういち サガミレーシング TCX-156-0067 16MM1700206 新潟県
29 及川 修 おいかわ おさむ ADVANCE仙台 TCX-178-0008 04MM1802816 宮城県
30 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 07ME9700752 福島県
31 海口 秀幸 うみぐち　ひでゆき F(t)麒麟山Racing UCX-156-0002 16ME0500066 新潟県

カテゴリー1（C1：60分）スタート時刻 13:30 17
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 加藤 健悟 かとう けんご 臼杵レーシング CCM-156-0046 11MU1502744 埼玉県
2 積田 連 つみた れん SNEL CYCLOCROSS TEAM TCX-000-3012 07MU1300495 福島県
3 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
4 山田 大介 やまだ だいすけ PAXPROJECT TCX-000-2040 07ME1301819 福島県
5 平原 大雅 ひらはら たいが F(t)麒麟山racing TCX-178-0007 16MU1401537 新潟県
6 齋藤 拓真 さいとう たくま Team CHAINRING TCX-000-1013 04MU1300677 宮城県
7 石黒 大樹 いしぐろ　ともき PAXPROJECT CCM-000-3365 06ME9700258 山形県
8 野口 朋希 のぐち ともき suwako racing team UCX-156-0139 16ME1702717 新潟県
9 村山 優弥 むらやま ゆうや スワコレーシングチーム CCM-000-0290 17ME1000473 宮城県
10 伊井 賢一 いい けんいち 臼杵レーシング GPM-000-0839 11MM0000071 埼玉県
11 國井 豊 くにい　ゆたか パッショーネ TCX-156-0027 07ME1602300 福島県
12 三浦 孝司 みうら こうじ VLAAMS TCX-000-1025 07ME00210041 福島県
13 馬場 勝尚 ばば かつひさ じてんしゃの杜 GPM-000-0949 09ME1100604 栃木県
14 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
15 田邊 昌宏 たなべ　まさひ サガミレーシング TCX-189-0024 16ME1700202 新潟県
16 佐藤 慎也 さとう しんや 鮎信友の会 TCX-000-4041 07ME1000225 福島県
17 本多 拓貴 ほんだ ひろき F(t)麒麟山Racing TCX-156-0073 16ME0901174 新潟県

カテゴリージュニア（CJ：40分）スタート時刻 13:30 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 柳澤 創 やなぎさわ そう Team CHAINRING TCX-000-4042 04MJ1500508 宮城県


