
東北シクロクロスシリーズ 2019-2020
第２戦 さがえラウンド

2019年10月27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：寒河江市スポーツツーリズム推進協議会
【エントリーリスト】

カテゴリー4（C4：30分）スタート時刻 8:10 31
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 井上 旬太郎 いのうえしゅんたろう Teamしょうたろう TCX-189-0022 宮城県
2 高橋 佑季 たかはしゆうき IUCCアイカツ部 TCX-189-0003 03ME1902602 岩手県
3 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
4 沼田 素直 ぬまた すなお CAMEL MEN,S GEAR TCX-000-1616 04MY1802619 宮城県
5 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
6 小澤 哲也 おざわ てつや 自由飲酒党 TCX-189-0011 06MU1902611 山形県
7 柴田 佑介 しばたゆうすけ 日本酒何杯飲める？ TCX-190-0007 青森県
8 権蛇 明 ごんじゃ　あきら 群馬自転車部 XTK-189-0077 山形県
9 植木 敦生 うえき あつお おこめくらぶ-PSX UCX-156-0135 栃木県
10 佐藤 正平 さとうしょうへい CornoGrande TCX-156-0003 05ME1401428 秋田県
11 小川 剛司 おがわ　たかし 銀輪クラブ TCX-190-0008 山形県
12 三平 浩輔 みひらこうすけ Team Dky KNS-189-0173 東京都
13 澤井 千洋※ さわいちひろ teamGRM S06-000-0928 15MY1900632 山梨県
14 船木 太壱 ふなきたいち 砂防林友の会 TCX-189-0002 秋田県
15 金井 聡 かないさとし 柴田銀輪会 TCX-190-0001 宮城県
16 寒河江 康太 さがえこうた 山形大学メカトラブル研究会 TCX-190-0009 山形県
17 熊谷 崚介 くまがい りょうすけ 弘前大学サイクリング部 TCX-190-0010 青森県
18 唐澤 卓人 からさわたくと Akita Cycling Academy TCX-190-0011 秋田県
19 小椋 創太 おぐらそうた 山形大学 TCX-190-0002 山形県
20 和田 康之 わだやすゆき エクレール TYM-178-0007 16ME1900475 新潟県
21 土屋 拓也 つちやたくや TCX-190-0012 秋田県
22 渡邉 虎太郎 わたなべこたろう IUCCアイマス部 TCX-190-0013 岩手県
23 平岡 知樹 ひらおかともき tucc TCX-190-0014 宮城県
24 半澤 和樹 はんざわ かずき 宮城県登米市上野造園 TCX-189-0032 宮城県
25 石田 祥大 いしだあきひろ おこめくらぶ XTK-178-0027 09ME1803051 栃木県
26 伊藤 陸人 いとう　りくと AKITA CYCLING ACADEMY TCX-190-0015 05MU1802494 秋田県
27 佐々木 周平 ささきしゅうへい かてごりーよんどうぶつえん TCX-189-0012 山形県
28 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
29 齊藤 倫行 さいとうともゆき Cyclesta TCX-167-0013 山形県
30 山田 哲也 やまだ　てつや TCX-189-0007 山形県
31 後藤 匡人 ごとう まさと じょうぼんず GPM-000-2044 宮城県

※年齢制限によりC3への昇格対象外

カテゴリー3（C3：30分）スタート時刻 9:00 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
1 工藤 薫 くどうかおる Team nacree TCX-189-0039 04ME1900314 宮城県
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 MERTON THOMPSONトンプソン　マートン CXK-189-0004 07ME1802971 福島県
4 佐藤 盛一 さとうせいいち ADVANCE仙台 TCX-189-0019 04ME1902575 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 久保田 映士 くぼた　えいじ K's OFFROAD TEAM TCX-000-3039 宮城県
7 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
8 玄蕃 充 げんばみつる A-Pad CYCLING TEAM CCM-167-0041 13ME1802928 東京都
9 加藤 翔太 かとうしょうた SNEL CXK-190-0010 11ME1000414 埼玉県
10 小林 慶次 こばやしけいじ 竹ノ梢 TCX-190-0016 1901105 新潟県
11 久下 温人※ くげ　はると チーム白猿 TCX-178-0006 06MY1702877 山形県
12 佐藤 恵太 さとう　けいた 砂防林友の会 TCX-167-0027 秋田県

※年齢制限によりC2への昇格対象外



東北シクロクロスシリーズ 2019-2020
第２戦 さがえラウンド

2019年10月27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：寒河江市スポーツツーリズム推進協議会
【エントリーリスト】

マスターズ2＋3（CM2+3：30分）スタート時刻 9:00 18
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 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
22 佐藤 望 さとう のぞむ ADVANCE仙台 TCX-189-0025 - 宮城県
23 田中 勝 たなかまさる RCシュースイ CCM-167-0042 16ME1502337 新潟県
24 門藤 誠 かどふじ まこと BBR TCX-156-0017 福島県
25 伴 肇 ばんはじめ 臼杵レーシング GPM-000-0829 11MM0901564 埼玉県
26 渡辺 徹 わたなべ とおる ride_or_die TCX-000-1008 福島県
27 斎藤 源人 さいとう　もとひと ADVANCE仙台 TCX-178-0029 宮城県
28 菅谷 俊宏 すがや　としひろ KNS-000-1921 福島県
29 千葉 晃 ちば あきら 日野自動車ﾚｰｼﾝｸﾞﾁｰﾑ GPM-000-1151 11MM1502236 埼玉県
30 柳堀 伸 やなぎほり　しん 042-703-9122 GPM-000-0920 13MM1501932 東京都
31 小室 隆 こむろ たかし 茨城CXレーシングチーム CXK-190-0018 茨城県
32 高橋 誠 たかはしまこと B.B.Q CXK-167-0181 13MM1500174 東京都
33 山田 賢太郎 やまだけんたろう Flecha XTK-000-1109 - 茨城県
34 菅原 道明 すがはら　みちあき RCC TCX-000-3014 16MM1703486 新潟県
35 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
36 吉田 敦 よしだ　あつし Ａｂｕｋｕｍａサイクリングクラブ TCX-178-0019 07MM1802957 福島県
37 佐浦 貴廣 さうら　たかひろ じょうぼんズ TCX-000-3056 宮城県
38 山田 真幸 やまだ まさき チーム アムーナ TCX-000-1005 宮城県

カテゴリーL2+3（CL2+3：30分）スタート時刻 9:00 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
41 櫻本 恵津子 さくらもと　えつこ チーム奥州 TCX-190-0005 - 宮城県
42 森 知多 もり　ちた SNEL TCX-000-4045 13FM1802911 東京都
43 中島 瞳 なかじま ひとみ TRIGON with KURE/BOUNCE GPM-000-0957 11FY1700551 埼玉県

カテゴリー2（C2：40分）スタート時刻 9:50 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 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
12 千葉 克彦 ちば かつひこ 北上SOULRIDER TCX-000-4016 03ME1602660 岩手県
13 柳沼 龍佑 やぎぬま　りゅうすけ LINKVISION GIRASOLE CYCLING CXK-178-0058 07MU1000997 東京都
14 我妻 鉄治 あがつまてつはる Y's Road CX Team CXK-000-0380 11ME1800492 埼玉県
15 鈴木 克 すずき まさる 臼杵レーシング SHN-178-0006 11ME1802966 埼玉県
16 森山 栄幸 もりやま　ひでゆき チームＪＵＮ TCX-000-1041 07ME1701959 福島県
17 古谷 寛世 ふるやかんせい 茨城CXレーシングチーム SHN-156-0023 08MU1502415 東京都
18 色川 岳宏 いろかわ　たけひろ チーム白猿 TCX-190-0004 04MU1901309 宮城県
19 飯田 貴之 いいだたかゆき ROND CX TEAM CCM-000-8508 17ME1001357 長野県

マスターズ1（CM1：40分）スタート時刻 9:50 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 田崎 友康 たざき　ともやす F(t)麒麟山Racing MBS-189-0047 16ME0700064 新潟県
22 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
23 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
24 及川 修 おいかわ おさむ ADVANCE仙台 TCX-178-0008 04MM1802816 宮城県
25 伊藤 敦弘 いとうあつひろ チバポンズ TCX-000-1009 04ME0500689 宮城県
26 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
27 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
28 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
29 林 健太郎 はやし　けんたろう エルドラード東北 TCX-167-0018 申請中 宮城県
30 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
31 小岩 浩 こいわ ひろし Celeste 幸寿司 水沢 TCX-000-3017 03MM100638 岩手県



東北シクロクロスシリーズ 2019-2020
第２戦 さがえラウンド

2019年10月27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：寒河江市スポーツツーリズム推進協議会
【エントリーリスト】

キッズ3（CK3：10分）スタート時刻 10:50 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 BOYS 福島県
2 山田 駿太郎 やまだしゅんたろう Team GRM UCX-156-0033 BOYS 茨城県
3 渡辺 悠真 わたなべ ゆうま ride_or_die TCX-156-0032 BOYS 福島県
4 鈴木 尊人 すずき　たける チーム奥州　watari TCX-178-0033 BOYS 宮城県

キッズ2（CK2：10分）スタート時刻 10:50 2
No. 氏名 しめい チーム名 AJOCC登録番号 性別 都道府県
11 我妻 美音 あがつまみお イオンバイク Ｊｒ. アカデミー UCX-156-0078 GIRLS 埼玉県
12 半澤 宗幸 はんざわ むねゆき 宮城県登米市上野造園 TCX-189-0038 BOYS 宮城県

キッズ1（CK1：10分）スタート時刻 10:50 3
No. 氏名 しめい チーム名 AJOCC登録番号 性別 都道府県
21 鈴木 智大 すずき　ちひろ チーム奥州　watari TCX-178-0034 BOYS 宮城県
22 田崎 嘉人 たざき　よしと F(t)麒麟山Racing MBS-189-0048 BOYS 新潟県
23 我妻 律音 あがつまりお イオンバイク Ｊｒ. アカデミー CXK-190-0005 GIRLS 埼玉県

キンダーガーデン（KG：5分）スタート時刻 11:20 3
No. 氏名 しめい チーム名 AJOCC登録番号 性別 都道府県
1 田崎 凛歩 たざき　りほ F(t)麒麟山Racing GIRLS 新潟県
2 渡辺 遥真 わたなべ はるま ride_or_die BOYS 福島県
3 半澤 里奈 はんざわ りな 宮城県登米市上野造園 GIRLS 宮城県


