
東北シクロクロスシリーズ 2022-2023
第4戦 ざおうさまCUP / JCXシリーズ #8

2023年 1月 22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
【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 佐藤 謙 さとう けん TCX-201-0035 宮城県
2 川内 一史 かわうち かずふみ RX&CO CXK-212-0016 東京都
3 目時 佳祐 めとき けいすけ TCX-223-0004 宮城県
4 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
5 三浦 庄太郎 みうら しょうたろう 早輪會 TCX-223-0002 宮城県
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 菊地 一生 きくち いっせい シクロサワ TCX-212-0014 福島県
9 黒澤 孝弘 くろさわ たかひろ シクロサワ TCX-212-0013 福島県
10 梅田 佳寛 うめだ よしひろ じて吉 CHB-167-0080 千葉県
11 久保田 恭弘 くぼた やすひろ SUGO TCX-223-0016 宮城県
12 濱岡 暁 はまおか さとる オンザロード CXK-201-0111 千葉県
13 諏訪 琉生※ すわ りゅうく SNEL CXK-212-0032 東京都
14 長尾 宏樹 ながお ひろき TCX-000-2010 福島県
15 藤澤 勇聡 ふじさわ ゆうそう 岩手県立紫波総合高等学校 MBS-223-0022 岩手県
16 緒方 稔 おがた みのる ナクレ CXK-190-0092 宮城県
17 高橋 恵一郎 たかはし けいいちろう TCX-223-0020 宮城県

※年齢制限により昇格対象外

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 千葉 秀樹 ちば ひでき njk TCX-000-3010 福島県
22 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
23 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
24 伴 肇※ ばん はじめ 臼杵レーシング GPM-000-0829 埼玉県
25 永田 勝久 ながた　かつひさ KNS-167-0136 宮城県
26 早坂 明彦 はやさか あきひこ 早輪會 TCX-223-0005 宮城県
27 長谷川 浩 はせがわ ひろし RIDEON TCX-000-3015 山形県
28 鈴木 秀一 すずき しゅういち TCX-189-0006 宮城県
29 近 雅博 こん まさひろ TCX-000-3003 山形県
30 丸山 智司 まるやま さとし いちごさいくる CXK-212-0129 栃木県
31 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
32 東海林 正紀※ しょうじ  まさき planetary G TCX-201-0037 秋田県
33 齋藤 源人 さいとう もとひと Advance仙台 TCX-178-0029 宮城県
34 菅谷 修 すがや おさむ MIVRO KNS-000-4683 山梨県
35 盛合 寛 もりあい ゆたか TCX-223-0021 宮城県
36 舞草 貴志※ まいくさ  たかし チーム･アムーナ TCX-156-0034 宮城県
37 小野 満 おの みつる 柴田銀輪会 TCX-190-0036 宮城県
38 山田 隆宏 やまだ たかひろ ラバネロ TCX-223-0022 秋田県

※MM60
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2023年 1月 22日（日）
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【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 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
3 齋藤 雅 さいとう まさし Team CHAINRING TCX-190-0037 宮城県
4 中野目 椋 なかのめ りょう CORSA Pelucchi CHB-201-0014 福島県
5 亀谷 宏海 かめたに ひろみ Calming Calming CALFS TCX-178-0026 福島県
6 加藤 瑛典 かとう えいすけ Hangover CXK-212-0094 栃木県
7 三本木 昭仁 さんぼんぎ あきひと B.B.Racing TCX-167-0011 栃木県
8 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
9 Wood Andy ウッド アンディ Sunset Street柏崎 TYM-190-0004 新潟県
10 石田 祥大 いしだ あきひろ おこめくらぶ XTK-178-0027 栃木県
11 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

※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 千葉 克彦 ちば かつひこ TCX-000-4016 岩手県
22 高橋 真志 たかはし まさし team FROG TCX-212-0023 福島県
23 後藤 大輔 ごとう だいすけ AIM racing team TCX-223-0001 宮城県
24 筒井 真也 つつい しんや team FROG TCX-212-0033 福島県
25 平尾 学※ ひらお まなぶ 茨城CXレーシングチーム CXK-189-0009 茨城県
26 東山 明彦 ひがしやま あきひこ ADVANCE仙台 TCX-189-0018 宮城県
27 金井 聡 かない さとし 柴田銀輪会 TCX-190-0001 宮城県
28 小関 善博 こせき よしひろ teamFROG TCX-223-0014 福島県
29 菊地 洋介 きくち ようすけ AIBE TCX-000-1039 福島県
30 晒名 陽介※ さらしな ようすけ TKI-190-0047 青森県
31 影山 善明 かげやま ぜんめい オンザロード CCM-000-0104 茨城県
32 菅原 健 すがわら けん TCX-223-0023 宮城県
33 煙山 造※ けむりやま はじめ 福島CTC TCX-223-0024 福島県

※MM35

カテゴリーL2+3（CL2+3：30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
41 原 睦 はら むつみ Team CHAINRING TCX-212-0007 福島県
42 清水 知佳 しみず ちか Team CHAINRING TCX-223-0015 福島県
43 開沼 美結 かいぬま みゆ Team CHAINRING TCX-223-0019 宮城県
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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 小山 凜太郎 こやま りんたろう チーム週末オフロ部 TCX-212-0017 福島県
14 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
15 大関 飛雅 おおぜき ひゅうが TEAM FROG TCX-212-0019 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 村上 耀太 むらかみ ようた TCX-223-0018 宮城県
23 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
24 大関 琉聖 おおぜき りゅうせい TEAM FROG TCX-223-0025 福島県
25 山田 瑛登 やまだ えいと Akita TCX-223-0026 秋田県

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 松川 楓 まつかわ かえで イマイシクロケッツ 茨城県
3 馬場 悠貴 ばば はるき 夏草サイクリングチーム 栃木県
4 蛯名 晴人 えびな はると 宮城県
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カテゴリー2（C2：40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 加藤 快介※ かとう かいすけ F(t)麒麟山Racing TCX-190-0034 新潟県
2 菊地 壮太郎 きくち そうたろう AIBE TCX-000-1607 福島県
3 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
4 藤崎 弘太郎 ふじさき こうたろう じて吉 XTK-189-0076 千葉県
5 須藤 大輔 すどう だいすけ VOLCAオードビーBOMA CCM-000-1039 千葉県
6 藤田 賢人 ふじた けんと TCX-201-0003 福島県
7 菊地 航 きくち わたる Gufo Cycle Works UCX-189-0001 栃木県
8 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
9 石黒 大樹 いしぐろ ともき PAXPROJECT CCM-000-3365 山形県
10 磯前 慶友 いそまえ よしとも スゴイカッコイイシクロクロスチーム東北 TCX-178-0014 神奈川県
11 森山 栄幸 もりやま ひでゆき チームＪＵＮ TCX-000-1041 福島県
12 三浦 孝司 みうら こうじ VLAAMS TCX-000-1025 福島県
13 金井 仁 かない じん Moto-SR GPM-000-0819 埼玉県
14 原 良多 はら りょうた Team CHAINRING TCX-212-0002 福島県
15 高橋 壮※ たかはし そう サガミレーシング TCX-156-0054 新潟県
16 澤井 千洋※ さわい ちひろ SNEL CYCLO CROSS TEAM CCM-201-0039 山梨県
17 山田 豪 やまだ ごう RACING TORQUE CCM-000-9922 千葉県
18 佐々木 啄人※ ささき たくと 宮城県泉高等学校 TCX-167-0031 宮城県
19 中島 崇行 なかじま たかゆき equipe mistral GPM-000-1846 群馬県
20 大関 宙※ おおぜき そら 会津学鳳高校自転車競技部 TCX-178-0022 福島県
21 阿部 稜 あべ りょう SNEL XTK-189-0083 東京都

※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 11:30
No. 氏名 しめい チーム名 AJOCC登録番号 都道府県
31 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
32 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
33 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
34 佐藤 盛一 さとう せいいち ADVANCE仙台 TCX-189-0019 宮城県
35 伊藤 敦弘 いとう あつひろ チバポンズ TCX-000-1009 宮城県
36 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
37 綿貫 善太 わたぬき ぜんた team N家 TCX-201-0010 宮城県
38 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
39 阿部 一人 あべ かずと CXK-190-0020 栃木県
40 佐藤 望 さとう のぞむ ADVANCE仙台 TCX-189-0025 宮城県
41 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
42 工藤 薫 くどう かおる Team nacree TCX-189-0039 宮城県
43 及川 修 おいかわ おさむ ADVANCE仙台 TCX-178-0008 宮城県
44 齋藤 信人 さいとう のぶと Glanzen YAMAGATA MBS-178-0064 山形県
45 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 静岡県
46 阪野 邦和 さかの くにかず チーム白猿 TCX-000-2038 山形県
47 中里 聡史 なかざと さとし Gufo　Cycle　Works TCX-000-3031 栃木県
48 太田 好政 おおた よしまさ AX cyclocross team CCM-167-0141 東京都
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カテゴリーL1（CL1：40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 小川 咲絵 おがわ さえ AX cyclocross team CCM-178-0013 東京都
2 渡部 春雅 わたべ かすが 明治大学 SHN-167-0048 東京都
3 須藤 むつみ すどう むつみ Ready Go JAPAN CXK-000-0111 千葉県
4 竹村 舞葉 たけむら まいは SHIDO-WORKS CXK-201-0019 東京都
5 小田 恵利花 おだ えりか PAXPROJECT SHN-156-0011 東京都
6 吉岡 梨紗 よしおか りさ PAXPROJECT KNS-000-4816 埼玉県
7 青木 寿美恵 あおき すみえ AX cyclocross team GPM-000-1948 東京都
8 大関 奏音 おおぜき かなで TEAM  FROG TCX-212-0020 福島県
9 森 知多 もり ちた SNEL TCX-000-4045 東京都

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 沢田 時 さわだ とき UTSUNOMIYA BLITZEN KNS-000-1422 栃木県
2 小坂 光 こさか ひかる UTSUNOMIYA BLITZEN CCT-000-1002 栃木県
3 加藤 健悟 かとう けんご 臼杵レーシング CCM-156-0046 埼玉県
4 積田 連 つみた れん SNEL CYCLOCROSS TEAM TCX-000-3012 福島県
5 斎藤 朋寛 さいとう ともひろ RIDELIFE GIANT GPM-000-1911 神奈川県
6 舟山 祥弘 ふなやま よしひろ SNEL CYCLOCROSS TEAM SHN-178-0064 東京都
7 松田 賢太郎 まつだ  けんたろう なし SHN-167-0042 神奈川県
8 重田 兼吾 しげた けんご TeamCUORE GPM-000-1986 千葉県
9 久保田 冬吾 くぼた とうご K's OFFROAD TEAMwithBOMA TCX-000-1011 宮城県
10 木村 盛義 きむら もりよし SUBARU Cycling Team MBS-167-0052 群馬県
11 TYSOME JOHN タイサム ジョン MIVRO SHN-178-0013 東京都
12 千田 尚孝 せんだ なおたか 自転車村R_HANGOUT TKI-190-0048 福島県
13 野中 秀樹 のなか ひでき ホダカファクトリーレーシング CXK-000-0374 東京都
14 箭内 秀平 やない しゅうへい 日本ろう自転車競技協会 CCM-000-9935 東京都
15 高木 三千成 たかぎ みちなり AX  cyclocross team SHN-156-0069 東京都
16 折橋 孝治 おりはし こうじ MiNERVA-asahi CXK-167-0105 千葉県
17 青木 誠 あおき まこと AX cyclocross team GPM-000-2073 東京都
18 牧野 崇 まきの たかし COGS CCM-000-0325 東京都
19 遠藤 裕太 えんどう ゆうた イナーメ信濃山形 TCX-190-0028 福島県
20 尾形 尚紀 おがた なおき 臼杵レーシング MBS-178-0081 埼玉県
21 中 瑞希 なか みづき なし XTK-190-0093 東京都
22 小村 悠樹 こむら はるき Team Eurasia iRC-Tire TKI-212-0030 栃木県
23 鈴木 禄徳 すずき よしのり PAXPROJECT CXK-000-0025 千葉県
24 橋口 潤一郎 はしぐち じゅんいちろう AX cyclocross team GPM-000-1080 神奈川県
25 中曽 佑一 なかそ ゆういち SHIDO-WORKS GPM-000-1813 東京都
26 國井 豊 くにい ゆたか AX cyclocross team TCX-156-0027 福島県
27 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
28 田村 竜樹 たむら りゅうき SUBARU Cycling Team KNS-000-3659 栃木県
29 伊井 賢一 いい けんいち 臼杵レーシング GPM-000-0839 埼玉県
30 佐復 真人 さまた まさと AX Cyclocross Team GPM-000-0963 茨城県
31 馬場 勝尚 ばば かつひさ 夏草サイクリングチーム GPM-000-0949 栃木県
32 山田 大介 やまだ だいすけ PAXPROJECT TCX-000-2040 福島県
33 山田 幸広 やまだ ゆきひろ ベルエキップSHIBIRETAI TCX-000-2029 宮城県


