
東北シクロクロスシリーズ 2022-2023
第2戦 猪苗代ラウンド“ジンギスクロス”

2022年 11月 27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
No. 氏名 しめい チーム名 AJOCC登録番号 都道府県
1 高橋 勲 たかはし いさお CCM-212-0050 新潟県
2 佐藤 謙 さとう けん TCX-201-0035 宮城県
3 目時 佳祐 めとき けいすけ TCX-223-0004 宮城県
4 三浦 庄太郎 みうら しょうたろう TCX-223-0002 宮城県
5 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
6 東條 幹男 とうじょう みきお シクロサワ TCX-212-0027 福島県
7 黒澤 孝弘 くろさわ たかひろ シクロサワ TCX-212-0013 福島県
8 菊地 一生 きくち いっせい シクロサワ TCX-212-0014 福島県
9 鈴木 尊人 すずき たける TCX-178-0033 宮城県
10 坂本 進也 さかもと しんや チーム・フォルツァ！ CXK-178-0029 栃木県
11 片倉 大 かたくら たけし スゴイカッコイイシクロクロスチーム東北 TCX-223-0009 山形県
12 堀沢 光幸 ほりさわ みつゆき サガミレーシング TCX-223-0010 新潟県
13 梅田 佳寛 うめだ よしひろ じて吉 CHB-167-0080 千葉県
14 佐野 貴悠 さの たかひさ ちょんふぁい TCX-223-0011 福島県
15 小林 聡 こばやし さとし SHN-156-0100 北海道
16 川内 一史 かわうち かずふみ RX&CO CXK-212-0016 東京都
17 佐久間 宏幸 さくま ひろゆき チーム週末ライド TCX-189-0017 福島県
18 Heemstra Scott スコット ヒムストラ TCX-223-0012 埼玉県
19 門間 健太 もんま けんた TCX-212-0025 福島県
20 浅川 美洋 あさかわ よしひろ TCX-190-0027 福島県
21 遠藤 喜敬 えんどう よしたか チーム週末ライド TCX-189-0020 福島県

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
31 千葉 秀樹 ちば ひでき njk TCX-000-3010 福島県
32 江部 敏 えべ さとし F(t)麒麟山Racing TCX-156-0001 新潟県
33 及川 修 おいかわ おさむ ADVANCE仙台 TCX-178-0008 宮城県
34 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
35 永田 勝久 ながた かつひさ KNS-167-0136 宮城県
36 早坂 明彦 はやさか あきひこ 早輪會 TCX-223-0005 宮城県
37 門藤 誠 かどふじ まこと BBR TCX-156-0017 福島県
38 武田 善弘※ たけだ よしひろ WeZ RC タケスポ TCX-156-0007 山形県
39 長谷川 浩 はせがわ ひろし RIDEON TCX-000-3015 山形県
40 近 雅博 こん まさひろ TCX-000-3003 山形県
41 阪野 邦和 さかの くにかず チーム白猿 TCX-000-2038 山形県
42 小堺 猛弘 こさかい たけひろ taiki☆works XTK-000-1445 茨城県
43 東海林 正紀※ しょうじ  まさき Planetary G TCX-201-0037 秋田県
44 田辺 明宏 たなべ あきひろ サガミレーシング TCX-201-0032 新潟県
45 箭内 裕二郎 やない ゆうじろう TCX-223-0013 福島県
46 齊藤 順 さいとう じゅん ハレクモ TCX-190-0024 福島県

※MM60



東北シクロクロスシリーズ 2022-2023
第2戦 猪苗代ラウンド“ジンギスクロス”

2022年 11月 27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 原 良多 はら りょうた TCX-212-0002 福島県
4 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
5 遠藤 元基 えんどう もとき cowgumma TYM-189-0021 新潟県
6 沼田 素直 ぬまた すなお Team nacree TCX-000-1616 宮城県
7 丹治 開 たんじ かい TCX-212-0012 宮城県
8 亀谷 宏海 かめたに ひろみ Calming Calming CALFS TCX-178-0026 福島県
9 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
10 西川 正隼 にしかわ まさとし ウィンディー筑波シクロクロスチーム CXK-201-0091 茨城県
11 三本木 昭仁 さんぼんぎ あきひと B.B.Racing TCX-167-0011 栃木県
12 齋藤 雅 さいとう まさし HRCXチーム TCX-190-0037 宮城県
13 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 宮城県
14 中野目 椋 なかのめ りょう CHB-201-0014 福島県
15 目黒 大雅 めぐろ たいが CXK-190-0066 東京都

※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 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
22 千葉 克彦 ちば かつひこ TCX-000-4016 岩手県
23 高橋 真志 たかはし まさし team FROG TCX-212-0023 福島県
24 後藤 大輔 ごとう だいすけ AIM racing team TCX-223-0001 宮城県
25 渡辺 竜也 わたなべ たつや SEKIみちのく TCX-190-0030 宮城県
26 東山 明彦 ひがしやま あきひこ ADVANCE仙台 TCX-189-0018 宮城県
27 筒井 真也 つつい しんや team FROG TCX-212-0033 福島県
28 金井 聡 かない さとし 柴田銀輪会 TCX-190-0001 宮城県
29 晒名 陽介※ さらしな ようすけ TKI-190-0047 青森県
30 小関 善博 こせき よしひろ team FROG TCX-223-0014 福島県
31 菊地 洋介 きくち ようすけ AIBE TCX-000-1039 福島県
32 小杉 誠 こすぎ まこと YELLOW LINE CXK-223-0044 宮城県

※MM35
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2022年 11月 27日（日）
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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 飯島 大也 いいじま だいや CXK-189-0014 福島県
2 鈴木 智大 すずき ちひろ TCX-178-0034 宮城県
3 村上 蕾夢 むらかみ らいむ TCX-190-0039 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 飯島 花怜 いいじま かれん CXK-190-0063 福島県
12 村上 鳳冴 むらかみ ふうが TCX-212-0018 宮城県
13 田邊 葉 たなべ よう サガミレーシング TCX-201-0023 新潟県
14 小山 凜太郎 こやま りんたろう 週末オフロ部 TCX-212-0017 福島県
15 若松 春亥 わかまつ はるい 夏草サイクリングチーム TCX-201-0020 栃木県

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 村上 耀太 むらかみ ようた TCX-223-0008 宮城県
22 渡辺 陽葵 わたなべ ひまり SEKIみちのく TCX-212-0006 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 山田 晴斗 やまだ はると - 福島県
3 黒澤 心和 くろさわ ここな シクロサワ - 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 小田 恵利花 おだ えりか PAXPROJECT SHN-156-0011 東京都
2 須藤 むつみ すどう むつみ Ready Go JAPAN CXK-000-0111 千葉県
3 大関 奏音 おおぜき かなで FROG TCX-212-0020 福島県
4 安達 直子 あだち なおこ 潟鉄TRC TCX-178-0021 新潟県
5 武田 和佳 たけだ わか Liv KNS-000-2237 埼玉県

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 菊地 英 きくち　はな AIBE TCX-000-1608 福島県
13 佐復 亜都奈 さまた あづな AX Cyclocross Team CCM-000-7554 茨城県
14 清水 知佳 しみず　ちか TCX-223-0015 福島県



東北シクロクロスシリーズ 2022-2023
第2戦 猪苗代ラウンド“ジンギスクロス”

2022年 11月 27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 伊藤 陸人 いとう りくと Hayasaka racing team TCX-190-0015 岩手県
3 藤崎 弘太郎 ふじさき こうたろう じて吉 XTK-189-0076 千葉県
4 石黒 大樹 いしぐろ ともき PAXPROJECT CCM-000-3365 山形県
5 菊地 壮太郎 きくち そうたろう AIBE TCX-000-1607 福島県
6 須藤 大輔 すどう だいすけ VOLCAオードビーBOMA CCM-000-1039 千葉県
7 森山 栄幸 もりやま ひでゆき チームＪＵＮ TCX-000-1041 福島県
8 三浦 孝司 みうら こうじ VLAAMS TCX-000-1025 福島県
9 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
10 田邊 昌宏 たなべ まさひろ サガミレーシング TCX-189-0024 新潟県
11 磯前 慶友 いそまえ よしとも TCX-178-0014 神奈川県
12 藤田 賢人 ふじた けんと TCX-201-0003 福島県
13 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 埼玉県
14 高杉 知彰 たかすぎ ともあき AX Cyclocross Team SHN-189-0004 神奈川県

※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 佐藤 盛一 さとう せいいち ADVANCE仙台 TCX-189-0019 宮城県
23 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
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 叶 英樹 かのう ひでき Saturday　early　morning CXK-156-0101 福島県
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 新潟県
27 角屋 晃孝 すみや てるたか TCX-201-0005 山形県
28 伊藤 敦弘 いとう あつひろ チバポンズ TCX-000-1009 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 佐藤 望 さとう のぞむ ADVANCE仙台 TCX-189-0025 宮城県
31 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
32 綿貫 善太 わたぬき ぜんた team N家 TCX-201-0010 宮城県
33 阿部 一人 あべ かずと CXK-190-0020 栃木県
34 工藤 薫 くどう かおる Team nacree TCX-189-0039 宮城県

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 山田 大介 やまだ だいすけ PAXPROJECT TCX-000-2040 福島県
3 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
4 品川 雅之 しながわ まさゆき 寺の息子 CXK-178-0077 茨城県
5 山田 幸広 やまだ ゆきひろ ベルエキップSHIBIRETAI TCX-000-2029 宮城県
6 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
7 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
8 積田 連 つみた れん SNEL CYCLOCROSS TEAM TCX-000-3012 福島県
9 國井 豊 くにい ゆたか AX cyclocross team TCX-156-0027 福島県
10 千田 尚孝 せんだ なおたか 自転車村R_HANGOUT TKI-190-0048 福島県
11 吉岡 勇輔 よしおか ゆうすけ オンザロード泥鍛錬部 CHB-189-0009 茨城県
12 美並 慎一 みなみ しんいち Team CUORE KNS-000-4644 茨城県
13 渡邊 嵩章 わたなべ たかあき オンザロード CXK-178-0108 茨城県
14 澤田 泰征 さわだ やすゆき VOLCAオードビーBOMA CCM-000-1027 茨城県
15 小村 悠樹 こむら はるき Team Eurasia iRC-Tire TKI-212-0030 栃木県
16 佐復 真人 さまた まさと AX Cyclocross Team GPM-000-0963 茨城県
17 香西 真介 こうざい しんすけ チバポンズ GPM-000-2183 東京都


