
ざおうさまCUP 東北シクロクロスシリーズ 2019-2020
2020年1月19日（日）

宮城県蔵王町・蔵王町総合運動公園
主催：東北シクロクロス協会

共催：蔵王町、蔵王町教育委員会、一般社団法人日本シクロクロス競技主催者協会
【エントリーリスト】

カテゴリー4（C4：30分）スタート時刻 8:10 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
1 佐々木 啄人※ ささき たくと ボンシャンス TCX-167-0031 04MY1800471 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 小澤 哲也 おざわ てつや 自由飲酒党 TCX-189-0011 - 山形県
4 澤井 千洋※ さわい ちひろ teamGRM S06-000-0928 15MY1900632 山梨県
5 加藤 勇気 かとう ゆうき Teamぷしゅ TCX-190-0020 06ME1700670 山形県
6 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
7 沼田 素直 ぬまた すなお CAMEL MEN,S GEAR TCX-000-1616 04MY1802619 宮城県
8 遠藤 元基 えんどう もとき COWGUMMA TYM-189-0021 - 新潟県
9 金井 聡 かない さとし 柴田銀輪会 TCX-190-0001 - 宮城県
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 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
12 坂本 和寛 さかもと かずひろ TCX-178-0023 - 福島県
13 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
14 平岡 知樹 ひらおか ともき tucc TCX-190-0014 - 宮城県
15 小野寺 聖陽 おのでら せいや CO2 bicycle TKI-156-0160 - 宮城県
16 半澤 和樹 はんざわ かずき 登米市上野造園 TCX-189-0032 - 宮城県
17 佐藤 寛大 さとう のぶひろ 蔵王ヒルクライム実行委員会 TCX-190-0003 - 宮城県
18 渡辺 竜也 わたなべ たつや SEKIみちのく TCX-190-0030 - 宮城県
19 鈴木 拓也 すずき たくや トップスピード TCX-190-0018 - 福島県
20 小椋 創太 おぐら そうた 山形大学 TCX-190-0002 - 山形県
21 柏 卓志 かしわ たかし 無所属 TCX-190-0019 - 宮城県
22 小野寺 航 おのでら こう VELO CLUB ARAI TCX-190-0033 - 宮城県
23 森谷 康平 もりや こうへい WeZRC撮影班 TCX-189-0005 - 秋田県
24 加藤 快介 かとう かいすけ TCX-190-0034 - 新潟県
25 舘 和希 やかた かずき Crucible仙台 TCX-190-0035 - 宮城県
26 小野 満 おの みつる 柴田銀輪会 TCX-190-0036 - 宮城県
27 舞草 貴志 まいくさ たかし チーム・アムーナ TCX-156-0034 - 宮城県
28 山田 禅人※ やまだ ぜんと TCX-156-0015 - 宮城県
29 齋藤 雅 さいとう まさし HRCXチーム TCX-190-0037 - 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 16
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 横田 正美 よこた まさみ リベルタス TBC CXK-000-0245 09ME9700528 栃木県
4 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
5 高橋 正明 たかはし まさとし BELLE EQUIPE SHIBIRETAI TCX-178-0039 - 宮城県
6 加藤 立隆 かとう たつおき WeZRC タケスポ TCX-178-0003 06ME1902724 山形県
7 白川 正樹 しらかわ まさき BBR TCX-190-0022 07ME1902365 福島県
8 久保田 映士 くぼた えいじ K's OFFROAD TEAM TCX-000-3039 04MU1902680 宮城県
9 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
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 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
12 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
13 長澤 祐一 ながさわ ゆういち SHIDO-WORKS SHN-167-0034 14ME1802705 神奈川県
14 雨貝 祐輔 あまがい ゆうすけ SHIDO-WORKS XTK-178-0023 14ME1902192 神奈川県
15 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
16 薄葉 幸二 うすは こうじ BBR TCX-190-0029 07ME2000025 福島県
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マスターズ2＋3（CM2+3：30分）スタート時刻 9:00 20
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 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
24 佐藤 望 さとう のぞむ ADVANCE仙台 TCX-189-0025 - 宮城県
25 江川 嘉宏 えがわ よしひろ PEDAL NATION TCX-000-１010 宮城県
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 伴 肇 ばん はじめ 臼杵レーシング GPM-000-0829 11MM0901564 埼玉県
28 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
29 斎藤 源人 さいとう もとひと ADVANCE仙台 TCX-178-0029 - 宮城県
30 佐浦 貴廣 さうら たかひろ じょうぼんズ TCX-000-3056 - 宮城県
31 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
32 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 07MM0401137 福島県
33 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
34 長谷川 浩 はせがわ ひろし RIDEON TCX-000-3015 - 山形県
35 赤間 章裕 あかま あきひろ TCX-156-0042 - 宮城県
36 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
37 滋野 春紀 しげの はるき SHIDO-WORKS SHN-167-0104 13ME1902647 東京都
38 五十嵐 基 いがらし もとい サガミレーシング TCX-178-0036 - 新潟県
39 橋本 剛 はしもと たけし 　 CCM-000-3358 10021169146 埼玉県
40 Wood Andy ウッド アンディ じょんのびTIME TYM-190-0004 - 新潟県

カテゴリーL2+3（CL2+3：30分）スタート時刻 9:00 6
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 菊地 英※ きくち はな AIBE TCX-000-1608 - 福島県
42 水谷 彩奈※ みずたに あやな MZT CCM-189-0016 16FY1901349 新潟県
43 高橋 純子 たかはし じゅんこ TKI-189-0101 - 宮城県
44 菅原 奈緒 すがわら なお HRCXチーム TCX-190-0006 - 宮城県
45 森 知多 もり ちた SNEL TCX-000-4045 13FM1802911 東京都
46 水越 ユカ みずこし ゆか Team CHAINRNG TCX-156-0044 - 東京都

※年齢制限によりCL1への昇格対象外

カテゴリー2（C2：40分）スタート時刻 9:50 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
11 千葉 克彦 ちば かつひこ 北上ＳＯＵＬＲＩＤＥＲ TCX-000-4016 03ME1602660 岩手県
12 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
13 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
14 鈴木 克 すずき まさる 臼杵レーシング SHN-178-0006 11ME1802966. 埼玉県
15 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
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 我妻 鉄治 あがつま てつはる Y's Road CX Team CXK-000-0380 11ME1800492 埼玉県
18 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
19 菊地 洋介 きくち ようすけ AIBE TCX-000-1039 07ME1502776 福島県
20 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
21 玄蕃 充 げんば みつる A-Pad CYCLING TEAM CCM-167-0041 13ME1802928 東京都
22 伊藤 陸人 いとう りくと Akita Cycling Academy TCX-190-0015 05MU1802494 秋田県
23 藤崎 弘太郎 ふじさき こうたろう じて吉 XTK-189-0076 12ME1902659 千葉県
24 川野 隆文 かわの たかふみ カワノビルド CHB-167-0084 13ME1802931 東京都
25 吉川 大地 よしかわ だいち Rapha Cycling Club CHB-178-0029 13ME1901446 東京都
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マスターズ1（CM1：40分）スタート時刻 9:50 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
31 石川 正道 いしかわ まさみち Champion System Japan Test Team CCM-156-0070 12ME1600990 千葉県
32 浅井 秀樹 あさい ひでき スネルシクロクロスチーム GPM-000-0853 11MM1100203 神奈川県
33 田崎 友康 たざき　ともやす F(t)麒麟山Racing MBS-189-0047 16ME0700064 新潟県
34 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
35 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
36 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
37 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
38 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
39 渡辺 誠一 わたなべ せいいち ...＆BICYCLECC GPM-000-0878 12MM0300833 千葉県
40 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
41 千葉 秀樹 ちば ひでき njk TCX-000-3010 07ME0001337 福島県
42 伊藤 敦弘 いとう あつひろ チバポンズ TCX-000-1009 04ME0500689 宮城県
43 小岩 浩 こいわ ひろし Celeste 幸寿司 水沢 TCX-000-3017 03MM0100638 岩手県
44 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
45 伊藤 望 いとう のぞむ サガミレーシング TCX-190-0023 16MM1101588 新潟県
46 齋藤 信人 さいとう のぶと グレンツェン山形 MBS-178-0064 13MM1902740 東京都
47 中里 聡史 なかざと さとし Gufo Cycle Works TCX-000-3031 09me9700664 栃木県
48 水竹 真一 みすだけ しんいち ウォークライド GPM-000-0924 14ME9701042 神奈川県

キッズ3（CK3：10分）スタート時刻 10:50 5
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 鈴木 尊人 すずき たける チーム奥州 TCX-178-0033 BOYS 宮城県
3 菊地 慶次郎 きくち けいじろう AIBE TCX-000-1611 BOYS 福島県
4 水谷 悠平 みずたに ゆうへい MZT MBS-189-0010 BOYS 新潟県
5 齋藤 夢海 さいとう ゆうみ TEAM MASA+ XTK-178-0090 GIRLS 神奈川県

キッズ2（CK2：10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
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 登米市上野造園 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 10:50 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 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 ベルエキップしびれ隊 CXK-190-0001 GIRLS 宮城県
25 田崎 嘉人 たざき よしと F(t)麒麟山Racing MBS-189-0048 BOYS 新潟県
26 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
27 齋藤 海聖 さいとう かいせい TEAM MASA+ CXK-189-0022 BOYS 神奈川県

キンダーガーデン（KG：5分）スタート時刻 11:20 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 田崎 凛歩 たざき りほ F(t)麒麟山Racing GIRLS 新潟県
3 田崎 葉 たざき よう F(t)麒麟山Racing GIRLS 新潟県
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 登米市上野造園 GIRLS 宮城県
6 齋藤 愛海 さいとう あいみ TEAM MASA+ GIRLS 神奈川県
7 大隅 惺太 おおすみ せいた BOYS 山形県


