
東北シクロクロスシリーズ 2022-2023
第5戦 福島空港ラウンド

2023年  3月  5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
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 梅田 佳寛 うめだ よしひろ じて吉 CHB-167-0080 千葉県
5 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
6 三浦 庄太郎 みうら しょうたろう 早輪會 TCX-223-0002 宮城県
7 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
8 久保田 恭弘 くぼた やすひろ ADOVANCE仙台&SUGO TCX-223-0016 宮城県
9 君嶋 伯彦 きみじま たけひこ CXK-212-0098 茨城県
10 鈴木 尊人 すずき たける TCX-178-0033 宮城県
11 東條 幹男 とうじょう みきお シクロサワ TCX-212-0027 福島県
12 菊地 一生 きくち いっせい シクロサワ TCX-212-0014 福島県
13 市田 裕樹 いちた ひろき チーム週末ライド TCX-212-0016 福島県
14 黒澤 孝弘 くろさわ たかひろ シクロサワ TCX-212-0013 福島県
15 高橋 恵一郎 たかはし けいいちろう TCX-223-0020 宮城県
16 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
17 大野木 康祐 おおのぎ やすひろ SNEL SHN-189-0022 神奈川県
18 滝口 輝 たきぐち ひかる CXK-223-0008 茨城県
19 堀沢 光幸 ほりさわ みつゆき Windy筑波シクロクロスチーム TCX-223-0010 新潟県
20 野地 亮平 のじ りょうへい BASAT TCX-223-0027 宮城県
21 渡部 耀太 わたなべ ようた 埼玉大学自転車競技部 XTK-223-0176 埼玉県

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 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
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 福島県
33 江部 敏 えべ さとし F(t)麒麟山Racing TCX-156-0001 新潟県
34 伴 肇※ ばん はじめ 臼杵レーシング GPM-000-0829 埼玉県
35 武田 善弘※ たけだ よしひろ WeZ RC タケスポ TCX-156-0007 山形県
36 早坂 明彦 はやさか あきひこ 早輪會 TCX-223-0005 宮城県
37 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
38 永田 勝久 ながた かつひさ KNS-167-0136 宮城県
39 滋野 春紀 しげの はるき SHIDO-WORKS SHN-167-0104 東京都
40 長谷川 浩 はせがわ ひろし RIDEON TCX-000-3015 山形県
41 菅谷 修 すがや おさむ MIVRO KNS-000-4683 山梨県
42 丸山 智司 まるやま さとし いちごさいくる CXK-212-0129 栃木県
43 門藤 誠 かどふじ まこと BBR TCX-156-0017 福島県
44 近 雅博 こん まさひろ TCX-000-3003 山形県
45 齊藤 順 さいとう じゅん ハレクモ TCX-190-0024 福島県
46 齋藤 源人 さいとう もとひと ADVANCE仙台&SUGO TCX-178-0029 宮城県
47 東海林 正紀※ しょうじ  まさき planetary G TCX-201-0037 秋田県
48 郡山 智※ こおりやま さとし B.C.宇都宮 UCX-189-0002 栃木県
49 吉川 勝 よしかわ まさる 茨城CXレーシングチーム CCM-000-9944 茨城県
50 鈴木 拓也 すずき たくや TCX-190-0018 福島県
51 山田 隆宏 やまだ たかひろ ラバネロ TCX-223-0022 秋田県
52 箭内 裕二郎 やない ゆうじろう TCX-223-0013 福島県
53 盛合 寛 もりあい ゆたか TCX-223-0021 宮城県
54 林口 寛之 はやしぐち ひろゆき SCCCX CCM-000-0818 栃木県
55 菅田 純也 すがた じゅんや Team CHAINRING GPM-000-0981 宮城県

※MM60



東北シクロクロスシリーズ 2022-2023
第5戦 福島空港ラウンド

2023年  3月  5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
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 齋藤 雅 さいとう まさし Team CHAINRING TCX-190-0037 宮城県
3 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
4 山田 駿太郎※ やまだ しゅんたろう TEAM GRM UCX-156-0033 茨城県
5 中野目 椋 なかのめ りょう CORSA Pelucchi CHB-201-0014 福島県
6 加藤 瑛典 かとう えいすけ Hangover CXK-212-0094 栃木県
7 小杉 優也 こすぎ ゆうや CXK-167-0137 群馬県
8 三本木 昭仁 さんぼんぎ あきひと B.B.Racing TCX-167-0011 栃木県
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 高橋 勲 たかはし いさお CCM-212-0050 新潟県
12 佐藤 正輝 さとう まさき Hangover CXK-201-0086 栃木県
13 久保田 洋輔 くぼた ようすけ SHIDO-WORKS XTK-223-0123 東京都
14 菊地 紀宏 きくち のりひろ Paddy Hitachinaka CXK-201-0081 茨城県

※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 北上SOULRIDER 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 Team CHAINRING TCX-223-0001 宮城県
24 金井 聡 かない さとし 柴田銀輪会 TCX-190-0001 宮城県
25 煙山 造※ けむりやま はじめ 福島CTC TCX-223-0024 福島県
26 五十嵐 基 いからし もとい サガミレーシング TCX-178-0036 新潟県
27 半澤 和樹 はんざわ かずき ＭＡＷ TCX-189-0032 宮城県
28 根本 和典※ ねもと かずのり エクストリームつくば CXK-190-0080 茨城県
29 岩崎 恭二 いわさき きょうじ 佐多塾 GPM-000-0859 埼玉県

※MM35



東北シクロクロスシリーズ 2022-2023
第5戦 福島空港ラウンド

2023年  3月  5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
4 阿部 怜奈 あべ れいな CXK-212-0138 栃木県

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 大関 飛雅 おおぜき ひゅうが TEAM  FROG TCX-212-0019 福島県
15 鷺野谷 理人 さぎのや りひと TCX-223-0028 福島県
16 安野 哲平 やすの てっぺい 落合陸上クラブ UCX-223-0012 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
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 南野 暖 なんの ひなた CXK-212-0027 茨城県
26 鷺野谷 惺太 さぎのや せいた TCX-223-0029 福島県

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 野口 煌之佑 のぐち こうのすけ スワコレーシングチーム 新潟県
4 馬場 悠貴 ばば はるき 夏草サイクリングチーム 栃木県

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 SNEL SHN-156-0011 東京都
2 大関 奏音 おおぜき かなで TEAM  FROG TCX-212-0020 福島県

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 Team CHAINRING TCX-212-0007 福島県
12 清水 知佳 しみず ちか Team CHAINRING TCX-223-0015 福島県
13 開沼 美結 かいぬま みゆ Team CHAINRING TCX-223-0019 宮城県
14 佐復 亜都奈 さまた あづな AX cyclocross team CCM-000-7554 茨城県
15 松井 紀子 まつい のりこ SHIDO-WORKS CHB-212-0044 東京都
16 根本 亜緒 ねもと あおい CXK-212-0108 茨城県



東北シクロクロスシリーズ 2022-2023
第5戦 福島空港ラウンド

2023年  3月  5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 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
2 三浦 孝司 みうら こうじ VLAAMS TCX-000-1025 福島県
3 菊地 航 きくち わたる Gufo Cycle Works UCX-189-0001 栃木県
4 藤田 賢人 ふじた けんと TCX-201-0003 福島県
5 石黒 大樹 いしぐろ ともき PAXPROJECT CCM-000-3365 山形県
6 金井 仁 かない じん Moto-SR GPM-000-0819 埼玉県
7 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
8 原 良多 はら りょうた Team CHAINRING TCX-212-0002 福島県
9 大岩 充 おおいわ みつる FM730 TCX-167-0020 栃木県
10 谷 直亮 たに なおすけ 郡山サイクルフレンズ TCX-189-0034 神奈川県
11 作本 敏治 さくもと としはる SHIDO-WORKS CXK-167-0129 東京都
12 小川 修 おがわ おさむ ZERO to TOP/EMU CXK-201-0002 東京都
13 桑原 大空 くわばら たい Sliverbacks CX Team XTK-190-0091 新潟県
14 土井 幹太 どい かんた Actcyc/EMU CXK-212-0015 埼玉県
15 堀川 範幸 ほりかわ のりゆき sheg泥鍛錬部 CXK-223-0012 埼玉県
16 加藤 将望 かとう まさみ シクル・マーモット CXK-178-0116 埼玉県
17 新藤 守 しんどう まもる 臼杵レーシング CXK-212-0017 埼玉県
18 柴田 晋 しばた すすむ ウィンディー筑波シクロクロスチーム CXK-190-0094 茨城県
19 田上 建 たがみ たつる Hangover MBS-167-0061 栃木県
20 緒方 稔 おがた みのる ナクレ CXK-190-0092 宮城県
21 沼田 素直※ ぬまた すなお Team nacree TCX-000-1616 宮城県

※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
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 林 健太郎 はやし けんたろう Team CHAINRING TCX-167-0018 宮城県
33 伊藤 敦弘 いとう あつひろ Team CHAINRING TCX-000-1009 宮城県
34 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
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
36 綿貫 善太 わたぬき ぜんた team N家 TCX-201-0010 宮城県
37 阿部 一人 あべ かずと CXK-190-0020 栃木県
38 佐藤 望 さとう のぞむ ADVANCE仙台 TCX-189-0025 宮城県
39 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
40 及川 修 おいかわ おさむ ADVANCE仙台 TCX-178-0008 宮城県
41 工藤 薫 くどう かおる Team nacree TCX-189-0039 宮城県
42 阪野 邦和 さかの くにかず チーム白猿 TCX-000-2038 山形県
43 千葉 秀樹 ちば ひでき njk TCX-000-3010 福島県
44 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 茨城県



東北シクロクロスシリーズ 2022-2023
第5戦 福島空港ラウンド

2023年  3月  5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 山田 大介 やまだ だいすけ PAX PROJECT TCX-000-2040 福島県
2 千田 尚孝 せんだなおたか 自転車村R_HANGOUT TKI-190-0048 福島県
3 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
4 加藤 健悟 かとうけんご 臼杵レーシング CCM-156-0046 埼玉県
5 久保田 冬吾 くぼた　とうご K's OFFROAD TEAMwithBOMA TCX-000-1011 宮城県
6 松田 賢太郎 まつだ けんたろう SHN-167-0042 神奈川県
7 山田 幸広 やまだ　ゆきひろ ベルエキップSHIBIRETAI TCX-000-2029 宮城県
8 國井 豊 くにいゆたか AX cyclocross team TCX-156-0027 福島県
9 佐復 真人 さまた　まさと AX cyclocross Team GPM-000-0963 茨城県
10 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
11 美並 慎一 みなみ　しんいち Team CUORE KNS-000-4644 茨城県
12 宇賀持 凌 うがもち　りょう EXLUB Project CXK-190-0013 栃木県
13 田村 竜樹 たむらりゅうき SUBARU Cycling Team KNS-000-3659 栃木県
14 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
15 氏原 真之介 うじはらしんのすけ 臼杵レーシング CXK-178-0075 埼玉県
16 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 長野県
17 野口 朋希 のぐちともき スワコレーシングチーム UCX-156-0139 新潟県
18 梅澤 楽音 うめざわ　がくと 埼玉大学自転車競技部 KNS-178-0094 埼玉県
19 鈴木 克 すずき　まさる 臼杵レーシング SHN-178-0006 埼玉県
20 伊藤 英一 いとう　ひでかず シモーネ CXK-212-0011 埼玉県
21 吉澤 祐介 よしざわゆうすけ SHIDO-WORKS CXK-178-0023 東京都
22 河野 雄輝 かわの　ゆうき シモーネ CHB-190-0032 東京都
23 菊地 壮太郎 きくちそうたろう AIBE TCX-000-1607 福島県
24 藤崎 弘太郎 ふじさき こうたろう じて吉 XTK-189-0076 千葉県


