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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

28 三浦 伶央 みうら れお 山形大学 TCX-167-0015 山形県

29 深谷 健 ふかや けん TCX-178-0001 山形県

30 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

31 千葉 光樹 ちば みつき チームぷしゅ TCX-178-0002 山形県

32 山田 賢太郎 やまだ けんたろう 茨城CXレーシング XTK-000-1109 茨城県

33 長尾 和樹 ながお かずき Team Long-tail TCX-000-1002 福島県

34 舛舘 大一 ますだて　だいいち 上北電機商会 TCX-167-0033 青森県

35 古家 正嗣 ふるや　まさつぐ Team The Lewis CCM-000-9250 静岡県

36 加藤 立隆 かとう　たつおき TCX-178-0003 山形県

37 千葉 慎也 ちば しんや TEAM SUPER SAIYAN TCX-167-0001 岩手県

38 佐浦 貴廣 さうら たかひろ クマガイサイクル石巻 TCX-000-3056 宮城県

39 三本木 昭仁 さんぼんぎ　あきひと 郡山サイクルフレンズ TCX-167-0011 07ME0100056 栃木県

40 植木 敦生 うえき あつお おこめくらぶ UCX-156-0135 栃木県

41 佐藤 恵太 さとう　けいた TCX-167-0027 秋田県

42 林 健太郎 はやし　けんたろう ベルエキップしびれ隊 TCX-167-0018 宮城県

43 加藤 輔 かとう　たすく TCX-178-0004 山形県

44 鈴木 将 すずき しょう Sendai U.B.G TCX-167-0029 宮城県

45 櫻井 俊太郎 さくらい しゅんたろう TCX-178-0005 宮城県

46 久下 温人 くげ はると チーム白猿 TCX-178-0006 山形県

47 神移 真悟 かみうつり　しんご MilePost BMC Racing XTK-000-1384 12MM1401934 千葉県

48 勅使瓦 有紀 てしがわら　なおき TCX-000-2024 宮城県

49 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 07ME0401137 福島県

50 佐々 秀治 ささ　ひではる よろシクロクロス千葉！ XTK-000-1544 12MM1402023 千葉県

51 齊藤 倫行 さいとう ともゆき プレーゴサイクレスタ TCX-167-0013 山形県

52 千坂 幸己 ちさか　こうき TCX-000-2030 山形県

53 平野 広太 ひらの こうた Devotion CCH-156-0049 茨城県

54 平原 大雅 ひらはら たいが F(t)麒麟山racing TCX-178-0007 新潟県

55 菊地 壮太郎 きくち　そうたろう TEAM AIBE TCX-000-1607 福島県

56 福野 伸也 ふくの しんや Team The Lewis CXK-000-0228 東京都

57 菊地 修介 きくち しゅうすけ TEAM AIBE UCX-156-0141 栃木県

58 佐藤 武蔵 さとう むさし CYCLE WITCHES CXK-167-0018 宮城県

59 門藤 誠 かどふじ まこと BBR TCX-156-0017 福島県

60 太田 篤 おおた　あつし TCX-167-0003 宮城県
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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

16 横田 正美 よこた　まさみ リベルタス TBC　 CXK-000-0245 09MM9700528 栃木県

17 玄蕃 充 げんば みつる レザン山梨 CCM-167-0041 東京都

18 上澤 剛 うえさわ たけし 鮎信友の会 TCX-167-0009 07MM0901488 福島県

19 江越 和也 えごし　かずや ＴＥＡＭ　ＶＡＰＯＲ SHN-156-0038 神奈川県

20 塙 亜樹徳 はなわ　あきのり MilePostRacing UCX-167-0006 茨城県

21 栁沼 龍佑 やぎぬま りゅうすけ 東京ヴェントス CXK-178-0058 07MU1000997 東京都

22 阿崎 文寿 あざき ふみとし 20i Cycle Unit TCX-000-4033 宮城県

23 増田 昌宏 ますだ まさひろ 臼杵レーシング CXK-000-0390 埼玉県

24 久保田 映士 くぼた　えいじ TCX-000-3039 宮城県

25 柳堀 伸 やなぎほり　しん 042-703-9122 GPM-000-0920 13MM1501932 東京都

26 長尾 宏樹 ながお ひろき TeamLongtail TCX-000-2010 07MU1401605 東京都

27 蠣崎 藍道 かきざき らんどう TEAM SPORTSKID SHN-167-0071 21MU1100767 千葉県
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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

74 福田 博行 ふくだ　ひろゆき TCX-167-0005 福島県

75 橋本 剛 はしもと たけし CCM-000-3358 11MM9700671 埼玉県

76 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

77 不破 新一 ふわ しんいち CICADA UNITED GPM-000-0991 東京都

78 田中 勝 たなか まさる シュースイ CCM-167-0042 新潟県

79 小林 文弥 こばやし ふみや 臼杵レーシング GPM-000-1988 13MM0300038 東京都

80 近藤 篤之 こんどう とくゆき 内房レーシングクラブ CHB-167-0115 千葉県

81 佐藤 文男 さとう ふみお ベルエキップしびれ隊 TCX-000-3037 宮城県

82 高橋 綾一 たかはし　りょういち サガミレーシング TCX-156-0067 16ME1700206 新潟県

83 髙橋 誠 たかはし まこと B.B.Q CXK-167-0181 13MM1500174 東京都

84 川北 史朗 かわきた しろう CXK-156-0029 茨城県

85 及川 修 おいかわ おさむ 柴田銀輪会 TCX-178-0008 宮城県

86 川口 恭 かわぐち やすし 臼杵レーシング XTK-156-0099 埼玉県

2
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

61 柳原 あゆみ やなぎはら あゆみ 臼杵レーシング XTK-156-0094 埼玉県

62 鈴木 成美 すずき しげみ MileP BMC Racing XTK-000-1191 千葉県
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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

63 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

64 小堺 猛弘 こさかい　たけひろ taiki☆works XTK-000-1445 08MM1703035 茨城県

65 小岩 浩 こいわ ひろし Celeste 幸寿司 水沢 TCX-000-3017 03MM0100638 岩手県

66 海口 秀幸 うみぐち　ひでゆき F(t)麒麟山Racing CX Team UCX-156-0002 16ME0500066 新潟県

67 江川 嘉宏 えがわ　よしひろ PEDAL NATION TCX-000-1010 04MM1703384 宮城県

68 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

69 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 08MM1501188 茨城県

70 多田 尚史 ただ　なおふみ acu-power Racing Team CCM-000-5265 13MM1011405 東京都

71 合田 毅 ごうだ　つよし Ryoyo Cycling club SHN-156-0126 11MM1703008 埼玉県

72 塩見 学 しおみ　まなぶ B・B・Q XTK-000-1521 13MM0900485 東京都

73 岡部 智仁 おかべ ともひと 竹芝サイクルクロスレーシング XTK-000-1362 14MM1402277 神奈川県

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

1 鶴岡 聖隆 つるおか　きよたか CAMEL Men's gear XTK-000-1557 04ME1200108 宮城県

2 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

3 大内 淳司 おおうち　あつし 茨城CXﾚｰｼﾝｸﾞﾁｰﾑ CXK-000-0314 08ME1600308 茨城県

4 國井 豊 くにい ゆたか abukumaサイクリングクラブ TCX-156-0027 07ME1602300 福島県

5 巽 克哉 たつみ かつや じてんしゃの杜 CXK-000-0056 09ME1400178 栃木県

6 森山 栄幸 もりやま　ひでゆき チームＪＵＮ TCX-000-1041 07ME1701959 福島県

7 佐藤 慎也 さとう しんや 鮎信友の会 TCX-000-4041 07ME1000225 福島県

8 千葉 克彦 ちば　かつひこ 北上ＳＯＵＬＲＩＤＥＲ　ＣＸ部 TCX-000-4016 03ME1602660 岩手県

9 小久保 登志貴 こくぼ　としき TEAM AGRI withAST XTK-156-0122 11ME1602678 埼玉県

10 積田 連※ つみた れん Team CHAINRING TCX-000-3012 07MJ1300495 福島県

11 後藤 啓 ごとう ひろ 県北ぼっちフレンズ TCX-000-1012 04MU1300972 宮城県

12 小郷 克朗 おごう かつろう オンザロード CXK-000-0223 08ME1402261 茨城県

13 奥山 太郎 おくやま たろう Team CHAINRING UCX-156-0014 03MU1500951 岩手県

14 菊地 洋介 きくち　ようすけ TEAM AIBE TCX-000-1039 07ME1502776 福島県

15 山田 幸広 やまだ ゆきひろ ベルエキップSHIBIRETAI TCX-000-2029 04ME1602615 宮城県

※年齢制限によりC2への昇格対象外

第１戦 さがえラウンド/UCI-Class2 JCXシリーズ第3戦
2017年10月29日（日）

山形県寒河江市・グリバーさがえ

主催：東北シクロクロス協会　　共催：自転車活用まちづくり協議会

Communiqué 2-3
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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

87 佐々木 啄人 ささき　たくと ベルエキップしびれ隊 TCX-167-0031 宮城県

88 沼田　 素直 ぬまた　すなお Team　Numata TCX-000-1616 宮城県

89 高橋 壮 たかはし　そう サガミレーシング TCX-156-0054 新潟県

90 小林 風駕 こばやし ふうが 土井ちゃんと愉快な仲間達 TCX-178-0009 山形県

91 山田 禅人 やまだぜんと 亘理小学校 TCX-156-0015 宮城県

3
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

92 山田 駿太郎 やまだ しゅんたろう 茨城CXレーシング UCX-156-0033 茨城県

93 千葉 明 ちば　あける 北上ＳＯＵＬＲＩＤＥＲ　ＣＸ部 TCX-178-0010 岩手県

94 成田 光志 なりた こうし UCX-156-0035 福島県

2
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

95 佐々木 琉名 ささき　るな ベルエキップしびれ隊 TCX-178-0011 宮城県

96 阿崎 大和 あざき やまと チーム アザキン TCX-167-0021 宮城県

【エントリーリスト】

キッズ2（CK2：10分）11:20-11:30

キッズ1（CK1：10分）11:20-11:30

XEBIO GROUP PRESENTS 東北シクロクロスシリーズ 2017
第１戦 さがえラウンド/UCI-Class2 JCXシリーズ第3戦

2017年10月29日（日）

山形県寒河江市・グリバーさがえ

主催：東北シクロクロス協会　　共催：自転車活用まちづくり協議会
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キッズ3（CK3：10分）11:20-11:30


