
東北シクロクロスシリーズ 2019-2020
第3戦 猪苗代ラウンド【ジンギスクロス】

2019年11月10日（日）
福島県猪苗代町・磐梯高原 南ヶ丘牧場

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 37
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 TCX-189-0022 宮城県
2 高橋 壮※ たかはし　そう サガミレーシング TCX-156-0054 16MY1902172 新潟県
3 齊藤 倫行 さいとう ともゆき cyclesta TCX-167-0013 山形県
4 高橋 佑季 たかはし ゆうき スゴイカッコイイシクロクロスチーム東北 TCX-189-0003 03ME1902602 岩手県
5 小澤 哲也 おざわ てつや 自由飲酒党 TCX-189-0011 06MU1902611 山形県
6 佐々木 啄人※ ささき　たくと ボンシャンス TCX-167-0031 04MY1800471 宮城県
7 石田 祥大 いしだ あきひろ おこめくらぶ XTK-178-0027 09ME1803051 栃木県
8 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
9 土屋 拓也 つちや たくや RQ-AKITA TCX-190-0012 秋田県
10 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
11 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
12 金井 聡 かない さとし 柴田銀輪会 TCX-190-0001 宮城県
13 唐澤 卓人 からさわ　たくと Akita Cycling Academy TCX-190-0011 秋田県
14 岡本 優紀 おかもと ゆうき TCX-189-0027 福島県
15 茂木 勇人 もぎ はやと ARAREN8214 TCX-190-0017 千葉県
16 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
17 前原 裕司 まえはら　ゆうじ HATO ★SUN GPM-000-0994 埼玉県
18 鈴木 拓也 すずき　たくや Top speed TCX-190-0018 福島県
19 山田 圭二 やまだ　けいじ サガミレーシング TCX-000-4031 16ME1502730 新潟県
20 坂本 和寛 さかもと　かずひろ TCX-178-0023 福島県
21 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
22 水上 央渉※ みずかみ かなる ブラウ・ブリッツェン UCX-156-0057 09MY1602578 栃木県
23 江橋 裕一 えばし ゆういち Mile Post Racing CXK-189-0006 08ME1802915 茨城県
24 佐藤 正平 さとう しょうへい 船形山から友の会 TCX-156-0003 05ME1401428 秋田県
25 永井 光 ながい　ひかる 那須ハイランドパークレーシングチーム XTK-190-0092 12ME1900474 栃木県
26 小関 豊 こせき　ゆたか なし CHB-167-0118 13ME1900154 東京都
27 加藤 輔 かとう　たすく TCX-178-0004 山形県
28 後藤 匡人 ごとう まさと じょうぼんず GPM-000-2044 宮城県
29 柏 卓志 かしわ たかし TCX-190-0019 宮城県
30 益子 博行 ましこ ひろゆき BBR TCX-189-0028 福島県
31 佐々木 周平 ささき しゅうへい YUCC TCX-189-0012 山形県
32 郡山 智 こおりやま さとし B.C.宇都宮 UCX-189-0002 栃木県
33 加藤 勇気 かとう ゆうき Teamぷしゅ TCX-190-0020 06ME1700670 山形県
34 大関 宙 おおぜき そら TEAM AIBE TCX-178-0022 福島県
35 東山 明彦 ひがしやま あきひこ ADVANCE仙台★Hi-SPEED DIRT TCX-189-0018 宮城県
36 中島 一樹 なかじま　かずき 決勝で会おう TCX-190-0021 栃木県
37 白川 正樹 しらかわ　まさき BBR TCX-190-0022 07ME1902365 福島県

※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 9:20 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 MERTON THOMPSON トンプソン マートン CXK-189-0004 07ME1802971 福島県
3 佐藤 盛一 さとう せいいち ADVANCE 仙台 TCX-189-0019 04ME1902575 宮城県
4 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
5 加藤 将望 かとう まさみ シクル・マーモット CXK-178-0116 埼玉県
6 加藤 立隆 かとう　たつおき WeZRC ぽんぽこチーム タケスポ TCX-178-0003 山形県
7 丸山 大輔 まるやま だいすけ オンザロード CXK-178-0048 茨城県
8 久下 温人※ くげ　はると チーム白猿 TCX-178-0006 06MY1702877 山形県
9 神移 真悟 かみうつり しんご MilePost BMC Racing XTK-000-1384 12ME1401934 千葉県
10 塙 亜樹徳 はなわ　あきのり Mile Post Racing UCX-167-0006 08ME1800257 茨城県
11 平尾 学 ひらお まなぶ 茨城CXレーシングチーム CXK-189-0009 08ME1900081 茨城県
12 伊藤 陸人 いとう　りくと Akita Cycling Academy TCX-190-0015 05MU1802494 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3戦 猪苗代ラウンド【ジンギスクロス】

2019年11月10日（日）
福島県猪苗代町・磐梯高原 南ヶ丘牧場

主催：東北シクロクロス協会
【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 9:20 29
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 田中 勝 たなか まさる RCシュースイ CCM-167-0042 16ME1502337 新潟県
22 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
23 佐藤 望 さとう のぞむ ADVANCE仙台 TCX-189-0025 宮城県
24 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
25 渡辺 徹 わたなべ とおる ride_or_die TCX-000-1008 福島県
26 高橋 博達 たかはし ひろたつ 聖隷自転車部 TCX-000-2011 静岡県
27 門藤 誠 かどふじ まこと BBR TCX-156-0017 福島県
28 伴 肇 ばん はじめ 臼杵レーシング GPM-000-0829 11MM0901564 埼玉県
29 斎藤 源人 さいとう　もとひと ADVANCE仙台 TCX-178-0029 宮城県
30 菅谷 俊宏 すがや としひろ KNS-000-1921 福島県
31 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
32 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
33 菅原 道明 すがはら　みちあき RCC TCX-000-3014 16MM1703486 新潟県
34 長谷川 浩 はせがわ　ひろし RIDEON TCX-000-3015 山形県
35 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
36 多田 尚史 ただ なおふみ acu-power Racing Team CCM-000-5265 13ME0101405 東京都
37 生田目 修 なまため　おさむ イナーメ信濃山形 UCX-167-0051 09ME1502777 栃木県
38 竹木 秀一 たけき しゅういち NostaーM CCM-000-6670 福岡県
39 伊藤 望 いとう　のぞむ SAGAMI RACING TCX-190-0023 新潟県
40 齊藤 順 さいとう　じゅん TCX-190-0024 福島県
41 岡部 保 おかべ　たもつ あぶくま TCX-189-0029 福島県
42 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
43 橋本 豊 はしもと ゆたか B.B.R UCX-167-0021 福島県
44 江部 敏 えべ さとし F(t)麒麟山Racing TCX-156-0001 16MM9701103 新潟県
45 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
46 塚野 賢治 つかの けんじ あぶくまサイクリング MBS-189-0050 福島県
47 一柳 達也 いちやなぎ たつや frieten GPM-000-0927 神奈川県
48 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
49 中野 利昭 なかの　としあき GPM-000-1903 東京都

キッズ3（CK3：10分）スタート時刻 10:10 5
No. 氏名 しめい チーム名 AJOCC登録番号 性別 都道府県
1 渡辺 悠真 わたなべ ゆうま ride_or_die TCX-156-0032 BOYS 福島県
2 成田 光志 なりた こうし UCX-156-0035 BOYS 福島県
3 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 BOYS 福島県
4 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 BOYS 福島県
5 菊地 慶次郎 きくち　けいじろう AIBE TCX-000-1611 BOYS 福島県

キッズ1（CK1：10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
21 飯島 大也 いいじま だいや CXK-189-0014 BOYS 福島県
22 佐藤 真実 さとう まみ ADVANCE 仙台 TCX-189-0010 GIRLS 宮城県
23 佐々木 玲名 ささき　れな ベルエキップしびれ隊 CXK-190-0001 GIRLS 宮城県
24 水上 寛大 みずかみ かんた しょぼよわ本店 UCX-156-0072 BOYS 栃木県

キンダーガーデン（KG：5分）スタート時刻 10:30 3
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 - GIRLS 福島県
2 松川 颯 まつかわ はやて イマイシクロケッツ - BOYS 茨城県
3 渡辺 遥真 わたなべ はるま ride_or_die - BOYS 福島県
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カテゴリーL1（CL1：40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
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

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 高橋 純子 たかはし じゅんこ TKI-189-0101 静岡県
12 菊地 英 きくち　はな AIBE TCX-000-1608 福島県

カテゴリー2（C2：40分）スタート時刻 12:30 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 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
2 千葉 克彦 ちば かつひこ 北上SOULRIDER TCX-000-4016 03ME1602660 岩手県
3 森山 栄幸 もりやま　ひでゆき チームＪＵＮ TCX-000-1041 07ME1701959 福島県
4 鶴岡 聖隆 つるおか きよたか スゴイカッコイイシクロクロスチーム東北 XTK-000-1557 04ME1200108 宮城県
5 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
6 小郷 克朗 おごう かつろう オンザロード CXK-000-0223 08ME1402261 茨城県
7 依田 翔大 よだ しょうた 日本大学 CCM-178-0019 15MU1501841 東京都
8 鈴木 健太 すずき けんた ARAREN8214 CXK-189-0038 12ME1902692 千葉県
9 深谷 康玄 ふかや　やすはる 寺の息子 GPM-000-2056 08ME1502594 茨城県
10 秋元 賢治 あきもと　けんじ AKM CXK-000-0316 09ME1502421 栃木県
11 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
12 菊地 洋介 きくち　ようすけ AIBE TCX-000-1039 07ME1502776 福島県
13 菊地 壮太郎※ きくち　そうたろう AIBE TCX-000-1607 07MY1902686 福島県

※年齢制限によりC1への昇格対象外

マスターズ1（CM1：40分）スタート時刻 12:30 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
21 伊藤 敦弘 いとう あつひろ チバポンズ TCX-000-1009 04ME0500689 宮城県
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 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
24 千葉 秀樹 ちば ひでき njk TCX-000-3010 07ME0001337 福島県
25 小岩 浩 こいわ ひろし Celeste 幸寿司 水沢 TCX-000-3017 03MM0100638 岩手県
26 林 健太郎 はやし　けんたろう エルドラード東北 TCX-167-0018 04ME1902669 宮城県
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 巳波 一郎 みなみ いちろう ユーロワークス KNS-000-0142 29MM9702134 奈良県
29 國井 敏夫 くにい　としお MilePost BMC Racing GPM-000-1141 12ME1201628 千葉県
30 鈴木 説澄 すずき あきすみ MilePost BMC Racing GPM-000-1983 12ME1101240 千葉県
31 海口 秀幸 うみぐち　ひでゆき F(t)麒麟山Racing UCX-156-0002 16MM0500066 新潟県
32 大野 国寿 おおの くにひさ F(t)麒麟山Racing UCX-167-0017 16ME1000042 新潟県

カテゴリー1（C1：60分）スタート時刻 13:30 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 積田 連 つみた れん SNEL CYCLOCROSS TEAM TCX-000-3012 07MU1300495 福島県
2 後藤 啓 ごとう ひろ スゴイカッコイイシクロクロスチーム東北 TCX-000-1012 04MU1300972 宮城県
3 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
4 鈴木 将 すずき しょう スゴイカッコイイシクロクロスチーム東北 TCX-167-0029 04MU1802974 埼玉県
5 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
6 本多 拓貴 ほんだ ひろき F(t)麒麟山Racing TCX-156-0073 16ME090174 新潟県
7 三浦 孝司 みうら こうじ VLAAMS TCX-000-1025 07ME0210041 福島県
8 國井 豊 くにい ゆたか 中島 No Brakes TCX-156-0027 07ME1602300 福島県
9 三澤 優樹 みさわ ゆうき 日本大学 TCX-167-0016 07MU1601875 東京都
10 渡邉 歩 わたなべ あゆむ EQADS TCX-167-0023 07MU1101375 福島県
11 佐藤 利英 さとう　としひで Team CHAINRING TCX-000-1001 03ME0210120 岩手県
12 鈴木 雄助 すずき ゆうすけ FRIETEN GPM-000-1028 14ME1502454 神奈川県
13 齋藤 拓真 さいとう たくま スゴイカッコイイシクロクロスチーム東北 TCX-000-1013 04MU1300677 青森県
14 霜山 誠一 しもやま　せいいち TCX-000-1031 07ME0400375 福島県


