
１２月 20 日	 湘南シクロクロス第１戦	 平塚  
カテゴリー１ １２：３０スタート 

ゼッケン 選手名 フリガナ チーム名 

1 伊東 知幸 イトウ トモユキ   

2 根本 学 ネモト マナブ Cycleclub3UP 

3 横山 徹 ヨコヤマ トオル HADANO Cyclocross team 

4 伊澤 一嘉 イザワ カズヨシ Tonic CX Team Japan 

5 小寺 知之 コデラ トモユキ sunday-riders 

6 竹田 佳行 タケダ ヨシユキ ｋｅｉ’ｓｐｏｗｅｒ！ 

7 三改木 英隆 ミゾロギ ヒデタカ C.viento 

8 品川 真寛 シナガワ マサヒロ YOUCAN 

9 箭内 秀平 ヤナイ シュウヘイ 日本ろう自転車競技協会 

10 向山 浩司 ムコウヤマ コウジ SNEL CYCLOCROSS TEAM 

11 香西 真介 コウザイ シンスケ チバポンス 

12 秋山 悟郎 アキヤマ ゴロウ GRUPPO ACQUA TAMA 

13 青木 誠 アオキ マコト gruppo acqua tama 

14 森 久 モリ ヒサシ project-K 

15 池本 真也 イケモト シンヤ 和光機器 

16 山田 夏樹 ヤマダ ナツキ equipe mistral 

17 佐野 友哉 サノ トモヤ TEAM YOUCAN 

18 佐復 真人 サマタ マサト WildBoars 

19 浜頭 恭 ハマガシラ ヤスシ GRUPPO ACQUA TAMA 

20 山口 博久 ヤマグチ ヒロヒサ GRUPPO ACQUA TAMA 

21 鬼形 博之 オニカタ ヒロユキ OCi 

22 橋口 潤一郎 ハシグチ ジュンイチロウ TEAM 轍屋 

23 澤木 紀雄 サワキ ノリオ GIANT/MET/T-serv 

24 大橋 尚哉 オオハシ ナオヤ bbs.xc.jp 

25 鈴木 祐一 スズキ ユウイチ Rise-Ride 

26 辻 善光 ツジ ヨシミツ Team Zenko 

 
 
 
 
 
 
 



１２月 20 日	 湘南シクロクロス第１戦	 平塚  
カテゴリー２ １４：２０スタート 

ゼッケン 選手名 フリガナ チーム名 

51 高柴 元 タカシバ ゲン メイドさん学科自転車部 

52 大瀬戸 芳和 オオセト ヨシカズ W.V.OTA-twin 

53 須崎 真也 スザキ シンヤ AboveBikeStoreCycleClub 

54 江川 樹一郎 エガワ キイチロウ Team Dirty Wheels 

55 浅香 隆幸 アサカ タカユキ Team CUORE 

56 勝田 鉄心 カツタ テッシン   

57 佐宗 広明 サソウ ヒロアキ UNDERGROUND WORKS 

58 森下 奏 モリシタ ススム   

59 千葉 大基 チバ マサモト Team Dirty Wheels 

60 藤田 拓海 フジタ タクミ SNEL CYCLOCROSS TEAM 

61 福田 昌弘 フクダ マサヒロ なるしまフレンド 

62 宮崎 景涼 ミヤザキ ケイスケ   

63 吉田 秀夫 ヨシダ ヒデオ TEAM BONSAI ASTRONAUTICS 

64 菱沼 由季典 ヒシヌマ ユキノリ Amore&Vita Selle SMP 

65 堀 智昭 ホリ トモアキ   

66 高 日亮 コウ ニチリョウ Acqua Tama 

67 ホワイトヘッド トリスタン ホワイトヘッド トリスタン Burnham Racing 

68 佐藤 真一 サトウ シンイチ キヤノン CC 

69 岩崎 基規 イワサキ モトノリ cycleclub3ＵＰ 

70 中曽 佑一 ナカソ ユウイチ Team Cuore 

71 祖川 雄司 ソガワ ユウジ   

72 尾谷 洋 オタニ ヒロシ キクミミモータース 

73 山口 雄大 ヤマグチ タケヒロ Pinazou Test Team 

74 坂手 潤一 サカテ ジュンイチ BOUNCE 

75 西村 和洋 ニシムラ カズヒロ チームアウタートップ 

76 横山 健太郎 ヨコヤマ ケンタロウ Team12so 

77 橘田 淳一郎 キッタ ジュンイチロウ   

    ジュニア １４：２０スタート 

ゼッケン 選手名 フリガナ チーム名 

81 松坂 侑亮 マツザカ ユウスケ 湘南チャンピオン RC 

 
 



１２月 20 日	 湘南シクロクロス第１戦	 平塚  
C３午前 ９：４５スタート 

ゼッケン 選手名 フリガナ チーム名 

101 大沼 周太 オオヌマ シュウタ ASSO RACING 

102 平尾 圭介 ヒラオ ケイスケ   

103 間野 友輔 マノ ユウスケ TEAM・Y 

104 宮永 哲文 ミヤナガ テツフミ Above Bike Store C.C. 

105 藤森 義真 フジモリ ヨシナオ チーム埼玉県人 

106 早瀬 憲太郎 ハヤセ ケンタロウ TeamARI 

107 渡部 剛 ワタナベ ツヨシ RSCC 

108 井上 智宏 イノウエ トモヒロ あしがらＣＸＣ Ｒａｃｉｎｇ Ｔｅａｍ 

109 木本 哲司 キモト テツジ TEAM BONSAI ASTRONAUTICS 

110 古野 裕一 フルノ ユウイチ チームオヤジ朝練 

111 鈴木 剛 スズキ タケシ Team YOU CAN 

112 横山 聡 ヨコヤマ アキラ HADANO Cyclocross team 

113 太田 昌景 オオタ マサカゲ W.V.OTA-twin 

114 中村 良則 ナカムラ ヨシノリ ベーグルワン 

115 西野 賢二 ニシノ ケンジ シクロポリス 

116 増田 憲彦 マスタ゛ ノリヒコ HWC 

117 峯岸 健二 ミネギシ ケンジ team 12so 

118 美濃部 貴幸 ミノベ タカユキ チームオーベスト 

119 赤堀 剛史 アカホリ タケシ u.g.works bioracer cycling team 

120 古家 正嗣 フルヤ マサツグ Team The Lewis 

121 櫻井 正啓 サクライ マサヒロ Team The Lewis 

122 樋口 亮 ヒグチ リョウ チームガッタ 

123 福野 伸也 フクノ シンヤ Team The Lewis 

124 梅田 俊次 ウメダ シュンジ 042-703-9122 

125 金井 詠一 カナイ エイイチ   

126 山崎 真純 ヤマザキ マスミ ERATEH 

127 黒田 健 クロダ ケン ERATEH 

128 牧内 拓也 マキウチ タクヤ   

129 遠藤 勝博 エンドウ マサヒロ 042-703-9122 

130 海冨 拓也 カイフ タクヤ   

 

 

    



 

 

131 永井 聡史 ナガイ サトシ アスクレップ自転車部 

132 細矢 太樹 ホソヤ タイキ 内房レーシングクラブ 

133 佐々 秀治 ササ ヒデハル   

134 三田 創 ミタ ハジメ Pinazou Test Team 

135 増田 淳 マスダ アツシ   

136 池田 哲也 イケダ テツヤ   

137 高橋 誠 タカハシ マコト イナーメ信濃山形 

138 鈴木 雄助 スズキ ユウスケ   

139 増田 輝之 マスダ テルユキ FAST LANE Racing 

140 花田 祥史 ハナタ゛ ヨシフミ チームサイクルプラス 

141 猪原 正人 イノハラ マサト BLUE LUG 

142 屋田 憲吾 オクダ ケンゴ Pinazou Test Team 

143 柴木 史行 シバキ フミユキ club SY-Nak 

144 麻生 久智 アソウ ヒサトモ オッティモ 

145 臼井 清貴 ウスイ キヨタカ HOT STAFF 

146 馬場 輝 ババ ヒカル 48PRODUCT 

147 森 天孝 モリ ソラタカ   

148 鈴木 悠史 スズキ ユウシ   

149 田村 栄介 タムラ エイスケ ckirin 

150 西本 一喜 ニシモト カズユキ Zelkova 

151 小原 滋 オハラ シゲシ 内房レーシングクラブ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



１２月 20 日	 湘南シクロクロス第１戦	 平塚  
C3 午後 １３：４０スタート 

ゼッケン 選手名 フリガナ チーム名 

201 佐藤 昂太 サトウ コウタ MilePost レーシング 

202 塚田 幸司 ツカダ コウジ   

203 小清水 拓也 コシミズ タクヤ TOKYO VENTOS 

204 平野 隆司 ヒラノ タカシ 1100bar 

205 武井 良祐 タケイ リョウスケ monokusa racing 

206 水野 康弘 ミズノ ヤスヒロ U.G.Works Bio-Racer Cycling Team 

207 田中 香津也 タナカ カヅヤ Zelkova 

208 関根 裕幸 セキネ ヒロユキ ZEON 

209 河村 豪士 カワムラ ゴウジ W.V.OTA twin 

210 山入端 悠 ヤマノハ ユウ TEAM BONSAI ASTRONAUTICS 

211 石川 健太郎 イシカワ ケンタロウ   

212 井上 和哉 イノウエ カズヤ 042-703-9122 

213 三田 創 ミタ ハジメ Pinazou Test Team 

214 遠藤 崇典 エンドウ タカノリ MUURzero 

215 小川 千晶 オガワ チアキ REALIZE ME 

216 澤村 健太郎 サワムラ ケンタロウ メイドさん学科自転車部 

217 小嶋 太郎 コジマ タロウ 日本ろう自転車競技協会 

218 新川 桂太郎 シンカワ ケイタロウ Pinazou Test Team 

219 依田 卓也 ヨダ タカナリ 042-703-9122 

220 飯田 遼平 イイダ リョウヘイ   

221 横関 正司 ヨコゼキ マサシ 森田マンションサイクルクラブ 

222 松田 浩幸 マツダ ヒロユキ REALIZE ME 

223 黄田 昭彰 コウダ アキテル クロスピストンズ 

224 廣田 慧史 ヒロタ サトシ CROWN GEARS 

225 船越 慈隆 フナコシ ヨシタカ クロスピストンズ 

226 江越 昇也 エゴシ ショウヤ WESTBERG/ProRide 

227 神谷 知明 カミヤ トモアキ GIANT/MET/T-SERV. 

228 川田 優作 カワタ ユウサク Honda 栃木 

229 神谷 洋介 カミヤ ヨウスケ growing raceing team 

230 渡邊 一憲 ワタナベ カズノリ BOUNCE 

 

 

    



 

 

 

231 名波谷 英行 ナバヤ ヒデユキ   

232 清水 大樹 シミズ タイキ Team CHAINRING Espoir 

233 横田 正美 ヨコタ マサミ チーム勝輪 / SHORIN 

234 片山 雄司 カタヤマ ユウジ たかだフレンド 

235 山本 敦 ヤマモト アツシ 湘南ベルマーレクラブ 

236 大泉 裕之 オオイズミ ヒロユキ 湘南ベルマーレクラブ 

237 江越岳也 エゴシ ガクヤ Team VAPOR 

238 鈴木 龍 スズキ リュウ SEKIYA 

239 江越海玖也  エゴシ ミクヤ Team VAPOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



１２月 20 日	 湘南シクロクロス第１戦	 平塚  
C４午前 ９：００スタート 

ゼッケン 選手名 フリガナ チーム名 

301 渋谷 正徳 シブヤ マサノリ   

303 永田 雄也 ナガタ カツヤ CODE BIKE 

304 戸田 淳 トダ ジュン ブリヂストンサイクリング部 

305 佐藤 為 サトウ オサム   

306 岩田 龍志 イワタ リュウジ 100miles 

307 太田 甫 オオタ ハジメ   

308 中島 康博 ナカシマ ヤスヒロ ERATEH 

309 永末 一朗 ナガスエ イチロウ   

310 福嶋 一仁 フクシマ カズヒト   

311 金子 英昭 カネコ ヒデアキ YOU CAN 

312 伊東 佑馬 イトウ ユウマ Mk3 

313 上原 嗣則 ウエハラ ツグノリ なるしまフレンド 

314 倉持 聡 クラモチ サトシ ERATEH 

315 細見 直人 ホソミ ナオト ERATEH 

316 藤原 岳人 フジワラ ガクト   

317 和田 一輝 ワダ カズキ ラビットハウス 

318 内野 裕太 ウチノ ユウタ Team NCC CX 

319 間藤 清仁 マトウ キヨヒト NCC CEREZO 

320 望月 勇児 モチヅキ ユウジ   

321 内海 健人 ウツミ ケント ACQUA TAMA 

322 岩瀬 正典 イワセ マサノリ   

323 村田 泰宏 ムラタ ヤスヒロ niconicoB 

324 鈴木 龍 スズキ リュウ SEKIYA 

325 中島 祐樹 ナカジマ ユウキ 湘南ベルマーレクラブ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



１２月 20 日	 湘南シクロクロス第１戦	 平塚  
C４午後１１：５０スタート 

ゼッケン 選手名 フリガナ チーム名 

401 久保 剛志 クボ ツヨシ   

402 三村 周平 ミムラ シュウヘイ   

403 足立 文夫 アダチ フミオ PAX PROJECT 

404 稲垣 武志 イナガキ タケシ   

405 鈴木 克幸 スズキ カツユキ ライズライド 

406 栗原 充 クリハラ ミツル   

407 大塚 邦幸 オオツカ クニユキ   

408 小原 滋 オハラ シゲシ 内房レーシングクラブ 

409 久保田 玲 クボタ リョウ 内房レーシングクラブ 

410 佐藤 為 サトウ オサム   

411 安井 康二 ヤスイ コウジ cavalieri 

412       

413 中野 江一郎 ナカノ コウイチロウ   

414 鈴木 英仁 スズキ ヒデト ブラウブリッツェン 

415 橋本 利久 ハシモト トシヒサ   

416 石山 理亮 イシヤマ ミチアキ   

417 宮田 大 ミヤタ ダイ 日本ろう自転車競技協会 

418 尾坂 爽太 オザカ ソウタ 東海大学 

419 青木 太郎 アオキ タロウ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



１２月 20 日	 湘南シクロクロス第１戦	 平塚  
 

ジュニア U15 １５：３０スタート 

ゼッケン 選手名 フリガナ チーム名 

501 林宝 健人 リンポウ タケト ベーグル ワン 

502 相原 士穏 アイハラ シオン 湘南ベルマーレクラブ 

503 畑 直宏 ハタ ナオヒロ 湘南ベルマーレクラブ 

    

        

ジュニア U17 15:30 スタート 

ゼッケン 選手名 フリガナ チーム名 

511 藤巻玲央 フジマキ レオ   

512 江越海玖也  エゴシ ミクヤ Team VAPOR 

 
 

レディース 1  １０時２０分スタート 

ゼッケン 選手名 フリガナ チーム名 

521 坂本 沙弥 サカモト サヤ TeamCUORE 

522 安田 朋子 ヤスダ トモコ W.V.OTA twin 

523 森 美穂子 モリ ミホコ BOUNCE 

524 鈴木 美香子 スズキ ミカコ ckirin.com 

525 綾野 桂子 アヤノ ケイコ cycleclub 3UP 

526 橋口 陽子 ハシグチ ヨウコ   

    

    

レディース２ １１時１０分スタート 

ゼッケン 選手名 フリガナ チーム名 

541 早瀬 久美 ハヤセ クミ TeamARI 

542 斉藤 佳寿実 サイトウ カスミ   

543 澤村 銀姫 サワムラ ウニ メイドさん学科自転車部 

544 香西 杏子 コウザイ キョウコ なるしまフレンド 

545 田村 由美子 タムラ ユミコ ckirin 

546 辻 瑞穂 ツジ ミズホ Heart View 

547 曽我 江里子 ソガ エリコ ベーグルワン 

 
 



１２月 20 日	 湘南シクロクロス第１戦	 平塚  
マスターズ１ １０：２０スタート 

ゼッケン 選手名 フリガナ チーム名 

601 玉田 雄三 タマダ ユウゾウ look papa no hands 

602 小林 浩幸 コバヤシ ヒロユキ HADANO Cyclocross Team 

603 水竹 真一 ミズタケ シンイチ チームスキップ 

604 柴田 晃 シバタ アキラ Cycle club 3up 

605 瀬戸 幸正 セト ユキマサ ベーグルワン 

606 小田島 貴弘 オダジマ タカヒロ Club SY-Nak 

607 曽我 聡 ソガ サトル ベーグルワン 

608 佐野 修司 サノ シュウジ cycleclub3up 

609 高橋 冬樹 タカハシ フユキ cycleclub 3UP 

610 山藤 健二 ヤマフジ ケンジ MUUR zero 

611 楠 雅喜 クスノキ マサキ 自転車工房エコー 

612 加藤 高生 カトウ タカオ team12so 

613 高山 秀樹 タカヤマ ヒデキ   

614 有持 真人 アリモチ マサヒト Team  ARI 

615 菅原 純 スガワラ ジュン 輪工房 

616 小磯 聡 コイソ サトシ   

617 大野 ニ美雄 オオノ フミオ gruppo acqua tama 

618 佐々木 正 ササキ タダシ CICADA UNITED RIDE 

619 田辺 隆文 タナベ タカフミ   

620 志村 尚彦 シムラ ヒサヒコ チームオーベスト 

621 諏訪 孝浩 スワ タカヒロ SNEL CYCLOCROSS TEAM 

622 綾野 真 アヤノ マコト チバポンズ川口農園シクロワイアード 

623 諏訪 孝浩 スワ タカヒロ SNEL CYCLOCROSS TEAM 

    マスターズ 2 １１：００スタート 

ゼッケン 選手名 フリガナ チーム名 

651 井上 友文 イノウエ トモフミ synerzy 

652 北沢 純 キタザワ ジュン チーム ARI 

653 池畑 陽一郎 イケハタ ヨウイチロウ 内房レーシング 

654 藤巻忠秀 フジマキ タダヒデ   

 
 
 



１２月 20 日	 湘南シクロクロス第１戦	 平塚  
 

小学１〜3 年生 １５：１０スタート 

ゼッケン 選手名 フリガナ チーム名 

701 林宝 美希歩 リンポウ ミキホ  ベーグル ワン 

702 八尋 烈 ヤヒロ レツ BLAST WAVE 

703 依田 悠季乃 ヨダ ユキノ CICADA UNITED 

704 小暮 勘士 コグレ カンジ 悪ガキッズ 

705 江越 柾也 エゴシ マサヤ WESTBERG/ProRide 

706 森 海人 モリ カイト   

    小学４〜６年生 １５：１０スタート 

ゼッケン 選手名 フリガナ チーム名 

711 八尋 海 ヤヒロ カイ BLAST WAVE 

712 八尋 力 ヤヒロ リキ BLAST WAVE 

713 中村 優一 ナカムラ ユウイチ   

714 野崎 隼 ノザキ ハヤト 湘南ベルマーレ・ユース 

715 綾野 尋 アヤノ ヒロ Team-K 

 


