
東北シクロクロスシリーズ 2022-2023
第1戦 わたりラウンド
2022年 10月 30日（日）
宮城県亘理町・鳥の海公園
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
No. 氏名 しめい チーム名 AJOCC登録番号 都道府県
1 齋藤 雅 さいとう まさし HRCXチーム TCX-190-0037 宮城県
2 深沢 空 ふかざわ そら TCX-201-0034 宮城県
3 黒澤 孝弘 くろさわ たかひろ シクロサワ TCX-212-0013 福島県
4 佐藤 篤 さとう あつし あぶくまサイクリングクラブ TCX-212-0009 福島県
5 菊地 一生 きくち いっせい シクロサワ TCX-212-0014 福島県
6 鈴木 尊人 すずき たける TCX-178-0033 宮城県
7 東條 幹男 とうじょう みきお シクロサワ TCX-212-0027 福島県
8 佐藤 謙 さとう けん TCX-201-0035 宮城県
9 滋野 優馬 しげのゆうま SHIDO-WORKS CHB-178-0023 東京都
10 水上 慎太郎 みずかみ しんたろう TKI-156-0165 宮城県
11 三浦 庄太郎 みうら しょうたろう TCX-223-0002 宮城県
12 木村 光佑 きむら こうすけ TCX-223-0003 宮城県
13 加藤 瑛典 かとう えいすけ Hangover CXK-212-0094 栃木県
14 田中 琉偉 たなか るい 勝たせてください SHN-212-0011 東京都
15 井原 正敏 いはら まさとし オンザロード CXK-201-0080 茨城県
16 伊橋 孝亮 いはし こうすけ 茨城シクロクロスレーシングチーム CXK-167-0082 茨城県
17 目時 佳祐 めとき けいすけ TCX-223-0004 宮城県
18 高橋 勲 たかはし いさお CCM-212-0050 新潟県

マスターズ50+60（MM50+60：30分）スタート時刻 8:30
No. 氏名 しめい チーム名 AJOCC登録番号 都道府県
21 滋野 春紀 しげの はるき SHIDO-WORKS SHN-167-0104 東京都
22 早坂 明彦 はやさか あきひこ 早輪會 TCX-223-0005 宮城県
23 近 雅博 こん まさひろ TCX-000-3003 山形県
24 千葉 秀樹 ちば ひでき njk TCX-000-3010 福島県
25 丸山 智司 まるやま さとし いちごさいくる CXK-212-0129 栃木県
26 及川 修 おいかわ おさむ ADVANCE仙台 TCX-178-0008 宮城県
27 永田 勝久 ながた かつひさ KNS-167-0136 宮城県
28 阿部 一人 あべ かずと CXK-190-0020 栃木県
29 田中 勝 たなか まさる シュースイみどり福祉会 CCM-167-0042 新潟県
30 比氣 徹 ひき とおる CXK-201-0110 茨城県
31 武田 善弘 たけだ よしひろ WeZ RC タケスポ TCX-156-0007 山形県
32 阪野 邦和 さかの くにかず チーム白猿 TCX-000-2038 山形県
33 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 福島県
34 鈴木 秀一 すずき しゅういち 亘理町 TCX-189-0006 宮城県
35 伴 肇 ばん はじめ 臼杵レーシング GPM-000-0829 埼玉県
36 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
37 Michael Carey まいける きゃりー TCX-223-0006 青森県
38 東海林 正紀 しょうじ  まさき planetary　G TCX-201-0037 秋田県
39 長谷川 浩 はせがわ ひろし RIDEON TCX-000-3015 山形県
40 江部 敏 えべ さとし F(t)麒麟山Racing TCX-156-0001 新潟県
41 門藤 誠 かどふじ まこと BBR TCX-156-0017 福島県
42 三森 靖之 みもり やすゆき あぶくまC.C TCX-000-2015 栃木県
43 佐浦 貴廣 さうら たかひろ TCX-000-3056 宮城県



東北シクロクロスシリーズ 2022-2023
第1戦 わたりラウンド
2022年 10月 30日（日）
宮城県亘理町・鳥の海公園
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
No. 氏名 しめい チーム名 AJOCC登録番号 都道府県
1 成田 光志※ なりた こうし Dream Seeker jr. Racing Team UCX-156-0035 福島県
2 井上 旬太郎 いのうえ しゅんたろう スゴイカッコイイシクロクロスチーム東北 TCX-189-0022 福島県
3 高橋 壮 たかはし そう サガミレーシング TCX-156-0054 新潟県
4 沼田 素直 ぬまた すなお Team nacree TCX-000-1616 宮城県
5 小野 雄基 おの ゆうき Team nacree TCX-201-0002 宮城県
6 渡辺 徹 わたなべ とおる あぶくまサイクリングクラブ TCX-201-0007 福島県
7 菊地 航 きくち わたる Gufo Cycle Works UCX-189-0001 栃木県
8 石田 祥大 いしだ あきひろ おこめくらぶ XTK-178-0027 栃木県
9 久保田 映士 くぼた えいじ K's OFFROAD TEAM TCX-000-3039 宮城県
10 長澤 祐一 ながさわ ゆういち SHIDO-WORKS SHN-167-0034 神奈川県
11 藤田 賢人 ふじた けんと TCX-201-0003 福島県
12 丹治 開 たんじ かい TCX-212-0012 宮城県
13 遠藤 元基 えんどう もとき COWGUMMA TYM-189-0021 新潟県
14 原 良多 はら りょうた TCX-212-0002 福島県
15 山田 駿太郎※ やまだしゅんたろう Team GRM UCX-156-0033 茨城県
16 亀谷 宏海 かめたに ひろみ Calming Calming CALFS TCX-178-0026 福島県
17 三本木 昭仁 さんぼんぎ あきひと B.B.Racing TCX-167-0011 栃木県
18 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

※年齢制限により昇格対象外

マスターズ35+40（MM35+40：30分）スタート時刻 9:20
No. 氏名 しめい チーム名 AJOCC登録番号 都道府県
21 金井 聡 かない さとし 柴田銀輪会 TCX-190-0001 宮城県
22 工藤 薫 くどう かおる Team Nacree TCX-189-0039 宮城県
23 渡辺 竜也 わたなべ たつや SEKIみちのく TCX-190-0030 宮城県
24 東山 明彦 ひがしやま あきひこ ADVANCE仙台 TCX-189-0018 宮城県
25 高橋 真志 たかはし まさし team FROG TCX-212-0023 福島県
26 筒井 真也 つつい しんや team FROG TCX-212-0033 福島県
27 小林 幹昇 こばやし もとのり 子連れ狼/K-factory CXK-212-0038 千葉県
28 晒名 陽介 さらしな ようすけ TKI-190-0047 青森県
29 大平 泰裕 おおひら やすひろ イナーメ信濃山形 CXK-212-0040 埼玉県
30 後藤 大輔 ごとう だいすけ AIM racing team TCX-223-0001 宮城県
31 千葉 克彦 ちば かつひこ TCX-000-4016 岩手県



東北シクロクロスシリーズ 2022-2023
第1戦 わたりラウンド
2022年 10月 30日（日）
宮城県亘理町・鳥の海公園
主催：東北シクロクロス協会

【エントリーリスト】
キッズ3（CK3：10分）スタート時刻 10:10
No. 氏名 しめい チーム名 AJOCC登録番号 都道府県
1 村上 蕾夢 むらかみ らいむ TCX-190-0039 宮城県
2 飯島 大也 いいじま だいや CXK-189-0014 福島県
3 西坂 州真 にしざか しゅうま TCX-223-0007 宮城県
4 鈴木 智大 すずき ちひろ TCX-178-0034 宮城県

キッズ2（CK2：10分）スタート時刻 10:10
No. 氏名 しめい チーム名 AJOCC登録番号 都道府県
11 村上 鳳冴 むらかみ ふうが TCX-212-0018 宮城県
12 飯島 花怜 いいじま かれん CXK-190-0063 福島県

キッズ1（CK1：10分）スタート時刻 10:10
No. 氏名 しめい チーム名 AJOCC登録番号 都道府県
21 渡辺 陽葵 わたなべ ひまり SEKIみちのく TCX-212-0006 宮城県
22 松川 颯 まつかわ はやて イマイシクロケッツ CXK-201-0071 茨城県
23 村上 耀太 むらかみ ようた TCX-223-0008 宮城県

キンダーガーデン（KG：5分）スタート時刻 10:30
No. 氏名 しめい チーム名 AJOCC登録番号 都道府県
1 村上 輪武 むらかみ りむ - 宮城県
2 梅田 恭輔 うめだ きょうすけ - 宮城県
3 松川 楓 まつかわ かえで イマイシクロケッツ - 茨城県
4 山田 晴斗 やまだ  はると - 福島県

カテゴリーL1（CL1：40分）スタート時刻 11:30
No. 氏名 しめい チーム名 AJOCC登録番号 都道府県
1 須藤 むつみ すどう むつみ Ready Go JAPAN CXK-000-0111 千葉県
2 大関 奏音 おおぜき かなで 会津工業高校 TCX-212-0020 福島県
3 小田 恵利花 おだ えりか PAXPROJECT SHN-156-0011 東京都

カテゴリーL2+3（CL2+3：30分）スタート時刻 11:30
No. 氏名 しめい チーム名 AJOCC登録番号 都道府県
11 原 睦 はら むつみ TCX-212-0007 福島県
12 松井 紀子 まつい のりこ SHIDO-WORKS CHB-212-0044 東京都
13 菊地 英 きくち はな AIBE TCX-000-1608 福島県



東北シクロクロスシリーズ 2022-2023
第1戦 わたりラウンド
2022年 10月 30日（日）
宮城県亘理町・鳥の海公園
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2（C2：40分）スタート時刻 12:30
No. 氏名 しめい チーム名 AJOCC登録番号 都道府県
1 加藤 快介※ かとう かいすけ F(t)麒麟山Racing TCX-190-0034 新潟県
2 三浦 孝司 みうら こうじ VLAAMS TCX-000-1025 福島県
3 石黒 大樹 いしぐろ ともき PAXPROJECT CCM-000-3365 山形県
4 金井 仁 かない じん Moto-SR GPM-000-0819 埼玉県
5 森山 栄幸 もりやま ひでゆき チームＪＵＮ TCX-000-1041 福島県
6 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 茨城県
7 伊藤 陸人 いとう  りくと Hayasaka Racing Team TCX-190-0015 岩手県
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 福島県
9 藤崎 弘太郎 ふじさき  こうたろう じて吉 XTK-189-0076 千葉県
10 須藤 大輔 すどう だいすけ VOLCAオードビーBOMA CCM-000-1039 千葉県
11 菊地 壮太郎 きくち そうたろう AIBE TCX-000-1607 福島県
12 落合 康生 おちあい こうせい TEAM GRM XTK-000-1204 東京都
13 塚越 一生 つかごし いっせい LINKVISION GIRASOLE CYCLING XTK-189-0140 東京都
14 福田 龍生 ふくだ りゅう イナーメ信濃山形 UCX-189-0004 栃木県
15 伊藤 大地 いとう だいち TCX-201-0011 岩手県

※年齢制限により昇格対象外

マスターズ1（CM1：40分）スタート時刻 12:30
No. 氏名 しめい チーム名 AJOCC登録番号 都道府県
21 生田目 修 なまため おさむ イナーメ信濃山形&大幸ハーネス UCX-167-0051 栃木県
22 林 健太郎 はやし けんたろう エルドラード東北 TCX-167-0018 宮城県
23 伊藤 敦弘 いとう あつひろ チバポンズ TCX-000-1009 宮城県
24 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 栃木県
25 佐藤 盛一 さとう せいいち ADVANCE仙台 TCX-189-0019 宮城県
26 佐藤 望 さとう のぞむ ADVANCE仙台 TCX-189-0025 宮城県
27 高橋 綾一 たかはし りょういち サガミレーシング TCX-156-0067 新潟県
28 綿貫 善太 わたぬき ぜんた team N家 TCX-201-0010 宮城県
29 海口 秀幸 うみぐち ひでゆき F(t)麒麟山Racing UCX-156-0002 新潟県
30 叶 英樹 かのう ひでき Saturday　early　morning CXK-156-0101 福島県
31 齋藤 信人 さいとう のぶと Glanzen YAMAGATA MBS-178-0064 山形県
32 江川 嘉宏 えがわ よしひろ PEDAL NATION TCX-000-1010 宮城県
33 角屋 晃孝 すみや てるたか TCX-201-0005 山形県
34 助川 修 すけがわ おさむ 三菱電機(株)　郡山工場 TKI-156-0187 福島県
35 松川 大作 まつかわ だいさく イマイシクロケッツ UCX-156-0083 茨城県

カテゴリー1（C1：60分）スタート時刻 13:30
No. 氏名 しめい チーム名 AJOCC登録番号 都道府県
1 久保田 冬吾 くぼた とうご K's OFFROAD TEAM with BOMA TCX-000-1011 宮城県
2 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 福島県
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 福島県
4 山田 幸広 やまだ ゆきひろ ベルエキップSHIBIRETAI TCX-000-2029 宮城県
5 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 宮城県
6 鈴木 健太 すずき けんた Araren8214 CXK-189-0038 千葉県
7 品川 雅之 しながわ まさゆき 寺の息子 CXK-178-0077 茨城県
8 永野 昇海 ながの しょうみ イナーメ信濃山形 SHN-156-0076 神奈川県
9 山田 大介 やまだ  だいすけ PAXPROJECT TCX-000-2040 福島県


