
東北シクロクロスシリーズ 2019-2020
第4戦 福島空港ラウンド

2019年12月22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 42
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 16MY1902172 新潟県
2 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
3 佐々木 啄人※ ささき たくと ボンシャンス TCX-167-0031 04MY1800471 宮城県
4 小澤 哲也 おざわ てつや 自由飲酒党 TCX-189-0011 06MU1902611 山形県
5 加藤 勇気 かとう ゆうき Teamぷしゅ TCX-190-0020 06ME1700670 山形県
6 沼田 素直 ぬまた すなお CAMEL MEN,S GEAR TCX-000-1616 04MY1802619 宮城県
7 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
8 唐澤 卓人 からさわ たくと Akita Cycling Academy TCX-190-0011 秋田県
9 大関 宙 おおぜき そら AIBE TCX-178-0022 福島県
10 金井 聡 かない さとし 柴田銀輪会 TCX-190-0001 宮城県
11 岡本 優紀 おかもと ゆうき TCX-189-0027 福島県
12 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
13 坂本 和寛 さかもと かずひろ TCX-178-0023 福島県
14 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
15 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
16 郡山 智 こおりやま さとし B.C.宇都宮 UCX-189-0002 栃木県
17 鈴木 拓也 すずき たくや Top speed TCX-190-0018 福島県
18 小林 淳也 こばやし じゅんや ProRide CXK-178-0047 08MM1901518 茨城県
19 小林 温 こばやし あつし ProRide TMP-000-0013 08MY1800573 茨城県
20 浅川 美洋 あさかわ よしひろ TCX-190-0027 福島県
21 遠藤 裕太 えんどう ゆうた FROG喜多方サイクリングチーム TCX-190-0028 07ME1800661 福島県
22 小山 陽介 おやま ようすけ BRAAAP JP CX TEAM TCX-156-0016 岩手県
23 遠藤 元基 えんどう もとき エクレール TYM-189-0021 新潟県
24 大久保 哲也 おおくぼ てつや スゴイカッコイイイシクロクロス TCX-000-2031 宮城県
25 福田 博行 ふくだ ひろゆき なかはたCXクラブ TCX-167-0005 福島県
26 薄葉 幸二 うすは こうじ BBR TCX-190-0029 福島県
27 菊地 航 きくち わたる Gufo Cycle Works UCX-189-0001 栃木県
28 佐久間 宏幸 さくま ひろゆき チーム玄米 TCX-189-0017 福島県
29 市毛 康裕 いちげ やすひろ ビックベローズ CXK-000-0378 茨城県
30 渡辺 竜也 わたなべ たつや SEKIみちのく TCX-190-0030 宮城県
31 木ノ内 一壮 きのうち いちたけ TCX-190-0031 東京都
32 益子 博行 ましこ ひろゆき BBR TCX-189-0028 福島県
33 中村 歩生 なかむら いぶき チームＪＵＮ TCX-000-1503 福島県
34 吉田 達人 よしだ たつひと スゴイカッコイイシクロクロスチーム東北 TCX-178-0042 宮城県
35 喜屋武 陽介 きゃん ようすけ F(t)麒麟山レーシング TCX-190-0032 新潟県
36 菅野 航基 かんのvこうき 東北高校自転車競技部 TCX-167-0036 04MJ1400315 福島県
37 中村 渉 なかむら しょう FM730CX MBS-189-0044 09ME1702060 栃木県
38 真庭 知之 まにわ ともひさ B.C.宇都宮 CXK-189-0051 栃木県
39 田上 建 たがみ たつる B.C.宇都宮 MBS-167-0061 09ME1900035 栃木県
40 村井 佑圭 むらい ゆうき ブラウ・ブリッツェン CHB-189-0019 09MY1800264 栃木県
41 福山 碧斗 ふくやま あおと 湾岸サイクリングユナイテッド CHB-189-0007 13ME1301739 千葉県
42 井上 功一朗 いのうえ こういちろう 東京大学 XTK-189-0058 13ME1502044 東京都

※年齢制限によりC3への昇格対象外



東北シクロクロスシリーズ 2019-2020
第4戦 福島空港ラウンド

2019年12月22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3（C3：30分）スタート時刻 9:20 27
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 佐藤 盛一 さとうせいいち ADVANCE仙台 TCX-189-0019 04ME1902575 宮城県
3 久下 温人※ くげ　はると チーム白猿 TCX-178-0006 06MY1702877 山形県
4 MERTON THOMPSON トンプソン マートン CXK-189-0004 07ME1802971 福島県
5 横田 正美 よこたまさみ リベルタス TBC CXK-000-0245 09MM9700528 栃木県
6 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
7 高橋 正明 たかはし まさとし ベルエキップSHIBIRETAI TCX-178-0039 宮城県
8 加藤 翔太 かとうしょうた SNEL CXK-190-0010 11ME1000414 埼玉県
9 久保田 映士 くぼた　えいじ K's OFFROAD TEAM TCX-000-3039 04MU1902680 宮城県
10 石田 祥大 いしだあきひろ おこめくらぶ XTK-178-0027 09ME1803051 栃木県
11 加藤 立隆 かとう たつおき WeZRC タケスポ TCX-178-0003 山形県
12 金澤 陸 かなざわりく 日本大学 CXK-189-0041 07MJ1601876 東京都
13 青山 高士 あおやま たかひと ハヤサカサイクルレーシングチーム UCX-167-0049 04ME1101882 茨城県
14 松下 修 まつしたしゅう 辻サイクリングチーム TCX-189-0036 宮城県
15 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
16 和田 康之 わだやすゆき エクレール TYM-178-0007 16ME1900475 新潟県
17 佐々木 友輔 ささきゆうすけ サイクルフリーダムレーシング TCX-000-3023 千葉県
18 白川 正樹 しらかわ　まさき BBR TCX-190-0022 07ME1902365 福島県
19 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 04ME1800807 宮城県
20 高橋 翔※ たかはし　しょう cycleclub 3UP. XTK-000-1221 13MY1800785 東京都
21 八木 克実 やぎ　よしみ 042-703-9122 XTK-167-0004 14ME1802058 神奈川県
22 岡野 陽一 おかの　よういち エルニーニョ・ケンポク UCX-156-0027 09ME9901555 栃木県
23 福田 龍生 ふくだ　りゅう ElecTFew Cycling UCX-189-0004 栃木県
24 長島 慧明※ ながしま　さとあき FM730CX TCX-000-1505 09MY1800125 栃木県
25 谷口 慎吾 たにぐち　しんご オンザロード CXK-000-0203 茨城県
26 伊藤 陸人 いとう　りくと Akita Cycling Academy TCX-190-0015 05MU1802494 秋田県
27 小杉 優也 こすぎゆうや CXK-167-0137 群馬県

※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4戦 福島空港ラウンド

2019年12月22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】
マスターズ2＋3（CM2+3：30分）スタート時刻 9:20 30
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 田中 勝 たなかまさる RCシュースイ CCM-167-0042 16ME1502337 新潟県
32 佐藤 望 さとう のぞむ ADVANCE仙台 TCX-189-0025 宮城県
33 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
34 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
35 江部 敏 えべ　さとし F(t)麒麟山Racing TCX-156-0001 16MM9701103 新潟県
36 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
37 高橋 博達 たかはし ひろたつ 聖隷自転車部 TCX-000-2011 静岡県
38 斉藤 源人 さいとう　もとひと ADVANCE仙台 TCX-178-0029 宮城県
39 伴 肇 ばんはじめ 臼杵レーシング GPM-000-0829 11MM0901564 埼玉県
40 門藤 誠 かどふじ まこと BBR TCX-156-0017 福島県
41 菅谷 俊宏 すがやとしひろ KNS-000-1921 福島県
42 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
43 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
44 齊藤 順 さいとう　じゅん 朝練組 TCX-190-0024 福島県
45 橋本 豊 はしもと　ゆたか B.B.R. UCX-167-0021 福島県
46 山田 真幸 やまだ まさき チーム アムーナ TCX-000-1005 宮城県
47 佐浦 貴廣 さうたかひろ じょうぼんズ TCX-000-3056 宮城県
48 岡部 保 おかべ　たもつ あぶくまGOGOすぱいだぁ！ TCX-189-0029 福島県
49 長谷川 浩 はせがわ　ひろし RIDEON TCX-000-3015 山形県
50 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
51 多田 尚史 ただなおふみ acu-power Racing Team CCM-000-5265 13MM0101405 東京都
52 山田 賢太郎 やまだけんたろう Flecha XTK-000-1109 茨城県
53 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
54 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
55 齋藤 信人 さいとう　のぶと Glanzen YAMAGATA MBS-178-0064 13MM1902740 東京都
56 間野 友輔 まの　ゆうすけ belliant_green GPM-000-1090 13ME1502716 東京都
57 竹内 正人 たけうち まさと ベルエキップしびれ隊 TCX-190-0025 宮城県
58 風間 秀元 かざまひでもと TCX-190-0026 福島県
59 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
60 江川 嘉宏 えがわ　よしひろ PEDAL NATION TCX-000-1010 宮城県

キッズ3（CK3：10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
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 鈴木 尊人 すずき　たける チーム奥州 TCX-178-0033 BOYS 宮城県
4 菊地 慶次郎 きくち　けいじろう AIBE TCX-000-1611 BOYS 福島県
5 小林 碧 こばやしあおい ProRide CXK-156-0033 GIRLS 茨城県
6 齋藤 夢海 さいとうゆうみ TEAM MASA+ XTK-178-0090 GIRLS 神奈川県
7 水谷 悠平 みずたにゆうへい MZT MBS-189-0010 BOYS 新潟県

キッズ2（CK2：10分）スタート時刻 10:10 3
No. 氏名 しめい チーム名 AJOCC登録番号 性別 都道府県
11 佐々木 琉名 ささき　るな ベルエキップしびれ隊 TCX-178-0011 GIRLS 宮城県
12 半澤 宗幸 はんざわ むねゆき 宮城県登米小学校 TCX-189-0038 BOYS 宮城県
13 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

キッズ1（CK1：10分）スタート時刻 10:10 6
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 鈴木 智大 すずき　ちひろ チーム奥州 TCX-178-0034 BOYS 宮城県
23 佐藤 真実 さとうまみ ADVANCE仙台 TCX-189-0010 GIRLS 宮城県
24 佐々木 玲名 ささき　れない ベルエキップしびれ隊 CXK-190-0001 GIRLS 宮城県
25 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
26 齋藤 海聖 さいとうかいせい TEAM MASA+ CXK-189-0022 BOYS 神奈川県



東北シクロクロスシリーズ 2019-2020
第4戦 福島空港ラウンド

2019年12月22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】
キンダーガーデン（KG：5分）スタート時刻 10:30 7
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 大隅 惺太 おおすみ せいた - BOYS 山形県
3 松川 颯 まつかわはやて イマイシクロケッツ - BOYS 茨城県
4 渡辺 陽葵 わたなべひまり SEKIみちのく - GIRLS 宮城県
5 半澤 里奈 はんざわ りな 宮城県登米幼稚園 - GIRLS 宮城県
6 齋藤 愛海 さいとうあいみ TEAM MASA+ - GIRLS 神奈川県
7 佐藤 華乃 さとう　はなの ULTRiders - GIRLS 福島県

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 齋藤 磨実 さいとうまみ TEAM MASA+/BOMA GPM-000-0868 14FE0401055 神奈川県

カテゴリーL2+3（CL2+3：30分）スタート時刻 11:30 7
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 AIBE TCX-000-1608 福島県
12 高橋 純子 たかはし じゅんこ TKI-189-0101 宮城県
13 野口 祈 のぐちいのり りんご星 CXK-167-0200 千葉県
14 竹内 みどり たけうち みどり CXK-178-0043 茨城県
15 西倉 陽子 にしくらようこ 茨城CXレーシングチーム CXK-167-0140 埼玉県
16 水谷 彩奈 みずたにあやな MZT CCM-189-0016 16FY1901349 新潟県
17 斎藤 美里 さいとう　みさと 内房レーシングクラブ CHB-189-0026 東京都

カテゴリー2（C2：40分）スタート時刻 12:30 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
1 千葉 克彦 ちば かつひこ 北上SOULRIDER TCX-000-4016 03ME1602660 岩手県
2 色川 岳宏 いろかわ　たけひろ チーム白猿 TCX-190-0004 04MU1901309 宮城県
3 菊地 壮太郎※ きくち　そうたろう AIBE TCX-000-1607 07MY1902686 福島県
4 鈴木 克 すずき まさる 臼杵レーシング SHN-178-0006 11ME1802966 埼玉県
5 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
6 秋元 賢治 あきもと　けんじ AKM CXK-000-0316 09ME1502421 栃木県
7 谷 直亮 たになおすけ 郡山サイクルフレンズ TCX-189-0034 07ME1100545 福島県
8 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
9 森山 栄幸 もりやま　ひでゆき チームＪＵＮ TCX-000-1041 07ME1701959 福島県
10 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
11 我妻 鉄治 あがつまてつはる Y's Road CX Team CXK-000-0380 11ME1800492 埼玉県
12 青砥 竜大 あおとりゅうた 豆乳かけご飯 MBS-189-0027 04ME1900128 千葉県
13 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
14 小郷 克朗 おごうかつろう オンザロード CXK-000-0223 08ME1402261 茨城県
15 川崎 隼輔 かわさき　しゅんすけ ウィンディ―筑波シクロクロスチーム CHB-167-0073 12ME1802776 千葉県
16 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
17 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
18 宇賀持 凌 うがもちりょう FM730CX CXK-190-0013 09MU1700993 栃木県

※年齢制限によりC1への昇格対象外



東北シクロクロスシリーズ 2019-2020
第4戦 福島空港ラウンド

2019年12月22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】
マスターズ1（CM1：40分）スタート時刻 12:30 15
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 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
25 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
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 及川 修 おいかわ おさむ ADVANCE仙台 TCX-178-0008 04MM1802816 宮城県
29 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
30 小堺 猛弘 こさかい　たけひろ taiki☆works XTK-000-1445 08MM1703035 茨城県
31 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
32 金子 渉 かねこ　わたる 530711 TCX-000-4003 09MM1802777 栃木県
33 伊藤 望 いとうのぞむ サガミレーシング TCX-190-0023 新潟県
34 坂本 伸二 さかもと　しんじ 大福屋 CXK-178-0087 11MM1700552 埼玉県
35 小菅 一弘 こすがかずひろ WEMO 2005 CCM-000-7530 12MM1703297 千葉県

カテゴリー1（C1：60分）スタート時刻 13:30 22
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 PAX PROJECT TCX-000-2040 07ME1301819 福島県
2 後藤 啓 ごとうひろ lipatti jewelry TCX-000-1012 04MU1300972 宮城県
3 加藤 健悟 かとうけんご 臼杵レーシング CCM-156-0046 11MU1502744 埼玉県
4 平原 大雅 ひらはら　たいが F(t)麒麟山racing TCX-178-0007 16MU1401537 新潟県
5 久保田 冬吾 くぼた　とうご K's OFFROAD TEAMwithBOMA TCX-000-1011 04MU1201203 宮城県
6 山田 憲司 やまだけんじ スワコレーシングチーム CCM-000-6895 17ME1301942 長野県
7 霜山 誠一 しもやませいいち TCX-000-1031 07ME0400375 福島県
8 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
9 澤田 雄一 さわだ　ゆういち チーム　サイクルマインド CCM-000-1028 17MM9701192 長野県
10 三浦 孝司 みうら こうじ VLAAMS TCX-000-1025 07ME0210041 福島県
11 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
12 田邊 昌宏 たなべ　まさひろ サガミレーシング TCX-189-0024 16ME1700202 新潟県
13 國井 豊 くにいゆたか 中島  No Brakes TCX-156-0027 07ME1602300 福島県
14 三澤 優樹 みさわゆうき 日本大学 TCX-167-0016 07MU1601875 東京都
15 佐藤 英夫 さとう ひでお オンザロード TCX-000-2001 12ME1402240 千葉県
16 小寺 知之 こでら ともゆき sunday-riders XTK-000-0063 13ME1400403 東京都
17 秋元 昌夫 あきもと まさお Cyclo nation TCX-167-0030 09ME1300343 栃木県
18 小野寺 玲 おのでら　れい 宇都宮ブリッツェン UCX-189-0013 09ME1100355 栃木県
19 小林 慶次 こばやしけいじ SNEL CYCLOCROSS TEAM TCX-190-0016 04MU1901105 新潟県
20 佐藤 慎也 さとう しんや 鮎信友の会 TCX-000-4041 07ME1000225 福島県
21 影山 善明 かげやま　ぜんめい オンザロード CCM-000-0104 08ME9700452 茨城県
22 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


