
12 月 23 日 湘南シクロクロス第 2 戦 開成水辺スポーツ公園 

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 三改木 英隆 ミゾロギ ヒデタカ C.viento 

7 箭内 秀平 ヤナイ シュウヘイ 日本ろう自転車競技協会 

8 香西 真介 コウザイ シンスケ チバポンス 

9 秋山 悟郎 アキヤマ ゴロウ GRUPPO ACQUA TAMA 

10 青木 誠 アオキ マコト gruppo acqua tama 

11 池本 真也 イケモト シンヤ 和光機器 

12 浜頭 恭 ハマガシラ ヤスシ GRUPPO ACQUA TAMA 

13 山口 博久 ヤマグチ ヒロヒサ GRUPPO ACQUA TAMA 

14 橋口 潤一郎 ハシグチ ジュンイチロウ TEAM 轍屋 

15 山川 惇太郎 ヤマカワ シュンタロウ Team CHAINRING 

16 武田 耕大 タケダ コウダイ ARAI MURACA 

17 山本 和弘 ヤマモト カズヒロ 弱虫ペダルシクロクロスチーム 

18 森本 禎介 モリモト テイスケ Tonic CX Team Japan 

19 高野 淳 タカノ アツシ TEAM YOUCAN 

20 北島 篤志 キタジマ アツシ ckrin.com 

21 斉藤 亮 サイトウ リョウ BRIDGESTONE ANCHOR CYCLING TEAM 

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

23 佐野 友哉 サノ トモヤ TEAM YOUCAN 

24 澤木 紀雄 サワキ ノリオ GIANT/MET/T-serv 

25       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12 月 23 日 湘南シクロクロス第 2 戦 開成水辺スポーツ公園 

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 

1 高柴 元 タカシバ ゲン メイドさん学科自転車部 

2 大瀬戸 芳和 オオセト ヨシカズ W.V.OTA-twin 

3 須崎 真也 スザキ シンヤ AboveBikeStoreCycleClub 

4 江川 樹一郎 エガワ キイチロウ Team Dirty Wheels 

5 浅香 隆幸 アサカ タカユキ Team CUORE 

6 勝田 鉄心 カツタ テッシン   

7 佐宗 広明 サソウ ヒロアキ UNDERGROUND WORKS 

8 藤田 拓海 フジタ タクミ SNELCYCLOCROSSTEAM 

9 福田 昌弘 フクダ マサヒロ なるしまフレンド 

10 堀 智昭 ホリ トモアキ   

11 高 日亮 コウ ニチリョウ Acqua Tama 

12 佐藤 真一 サトウ シンイチ キヤノン CC 

13 中曽 佑一 ナカソ ユウイチ Team Cuore 

14 祖川 雄司 ソガワ ユウジ   

15 山口 雄大 ヤマグチ タケヒロ Pinazou Test Team 

16 西村 和洋 ニシムラ カズヒロ チームアウタートップ 

17 宮崎 景涼 ミヤザキ ケイスケ   

18 石政 徹 イシマサ トオル TEAM TAMAGAWA 

19 佐藤 修平 サトウ シュウヘイ SYNERZY 

20 大久保 英人 オオクボ ヒデト U.G.Works Bio-Racer Cycling team 

21 辻 陽介 ツジ ヨウスケ Heart View 

22 岡井 良文 オカイ ヨシフミ トラクターレーシング 

23 腰山 雅大 コシヤマ マサヒロ 662CCC 

24 田口 純也 タグチ ジュンヤ 662-496 部 

25 角田 祐一 ツノダ ユウイチ W.V.OTA twin 

26 村崎 進 ムラサキ ススム TEAM TAMAGAWA 

27 山瀧 純一 ヤマタキ ジュンイチ 山瀧軍団 

28 服部 森彦 ハットリ モリヒコ CROSS YAMANASHI 

29 岡林 秀樹 オカバヤシ  ヒデキ B-SOUL 

30 森下 奏 モリシタ ススム 042-703-9122 

31 鈴木 説澄 スズキ アキスミ MilePost BMC Racing 

32 渡邊 卓人 ワタナベ タクト 25LAS BICYCLE WORKS 

33 吉崎 徹 ヨシザキ トオル ARAI MURACA 

34 金子 恵治 カネコ ケイジ TEAM TAMAGAWA 

35 キッタ 淳一郎 キッタ ジュンイチロウ ＴＥＡＭユキリン 

36 横山 健太郎 ヨコヤマ ケンタロウ Team12so 



12 月 23 日 湘南シクロクロス第 2 戦 開成水辺スポーツ公園 

カテゴリー3 午前 ９：４５スタート 

ゼッケン 選手名 フリガナ チーム名 

1 平尾 圭介 ヒラオ ケイスケ   

2 間野 友輔 マノ ユウスケ TEAM・Y 

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

4 藤森 義真 フジモリ ヨシナオ チーム埼玉県人 

5 早瀬 憲太郎 ハヤセ ケンタロウ TeamARI 

6 木本 哲司 キモト テツジ TEAM BONSAI ASTRONAUTICS 

7 塚田 幸司 ツカダ コウジ   

8 古野 裕一 フルノ ユウイチ チームオヤジ朝練 

9 鈴木 剛 スズキ タケシ Team YOU CAN 

10 横山 聡 ヨコヤマ アキラ HADANO Cyclocross team 

11 増田 憲彦 マスタ゛ ノリヒコ HWC 

12 美濃部 貴幸 ミノベ タカユキ チームオーベスト 

13 遠藤 勝博 エンドウ マサヒロ 042-703-9122 

14 佐々 秀治 ササ ヒデハル   

15 三田 創 ミタ ハジメ Pinazou Test Team 

16 花田 祥史 ハナタ゛ ヨシフミ チームサイクルプラス 

17 猪原 正人 イノハラ マサト BLUE LUG 

18 森 天孝 モリ ソラタカ   

19 黄田 昭彰 コウダ アキテル クロスピストンズ 

20 神谷 洋介 カミヤ ヨウスケ growing raceing team 

21 佐伯 隆広 サエキ タカヒロ 0823(おやじサ）Racing！ 

22 屋田 憲吾 オクダ ケンゴ Pinazou Test Team 

23 増田 輝之 マスダ テルユキ FAST LANE Racing 

24 藤村 英司 フジムラ エイジ A:Ge by www.team-rh.com 

25 船山 崇 フナヤマ タカシ アクアタマ 

26 蛯子 裕樹 エビコ ヒロキ Team Vassago Japan 

27 中村 守伸 ナカムラ モリノブ   

28 今関 尚樹 イマセキ ナオキ tanebi 

29 井出 貴之 イデ タカユキ Team YOU CAN 

30 渡辺 智則 ワタナベ トモノリ   

31 一瀬 貴士 イチノセ タカシ TEAM YOU CAN 

32 鈴木 雄助 スズキ ユウスケ   

 

    



 

 

33 北田 博樹 キタダ ヒロキ ウゴーレーシング 

34 小川 千晶 オガワ チアキ REALIZE ME 

35 太田 明宏 オオタ アキヒロ Pinazou Test Team 

36 數馬 清宏 カズマ キヨヒロ エンドウ商会 

37 川上 悠介 カワカミ ユウスケ   

38 鈴木 龍 スズキ リュウ SEKIYA 

39       

40       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12 月 23 日 湘南シクロクロス第 2 戦 開成水辺スポーツ公園 

カテゴリー３午後 １３：４０スタート 

ゼッケン 選手名 フリガナ チーム名 

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

2 武井 良祐 タケイ リョウスケ monokusa racing 

3 金井 詠一 カナイ エイイチ   

4 河村 豪士 カワムラ ゴウジ W.V.OTA twin 

5 三田 創 ミタ ハジメ Pinazou Test Team 

6 小嶋 太郎 コジマ タロウ 日本ろう自転車競技協会 

7 江越 昇也 エゴシ ショウヤ WESTBERG/ProRide 

8 杉山 雄太郎 スギヤマ ユウタロウ CCY 昭島 

9 世田 仁 セタ ジン 042-703-9122 

10 山入端 悠 ヤマノハ ユウ TEAM BONSAI ASTRONAUTICS 

11 松井 良介 マツイ リョウスケ   

12 松田 洋 マツダ ヒロシ 神奈川大学サイクリング愛好会 

13 東 俊之 アズマ トシユキ   

14 鈴木 悠史 スズキ ユウシ   

15 松田 浩幸 マツダ ヒロユキ REALIZE ME 

16 牧内 拓也 マキウチ タクヤ   

17 神谷 知明 カミヤ トモアキ GIANT/MET/T-SERV. 

18 草道 聡 クサミチ ソウ   

19 境野 高宏 サカイノ タカヒロ ノーランズ 

20 山本 敦 ヤマモト アツシ 湘南ベルマーレ 

21 大泉 裕之 オオイズミ ヒロユキ 湘南ベルマーレ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12 月 23 日 湘南シクロクロス第 2 戦 開成水辺スポーツ公園 

カテゴリー４午前 ９：００スタート 

ゼッケン 選手名 フリガナ チーム名 

1 三村 周平 ミムラ シュウヘイ   

2 永田 雄也 ナガタ カツヤ CODE BIKE 

3 戸田 淳 トダ ジュン ブリヂストンサイクリング部 

4 佐藤 為 サトウ オサム   

5 太田 甫 オオタ ハジメ   

6 永末 一朗 ナガスエ イチロウ   

7 伊東 佑馬 イトウ ユウマ Mk3 

8 藤原 稔 フジワラ ミノル BEX ISOYA 

9 塩田 哲哉 シオダ テツヤ CYCLE WITCHES 

10 松田 光司 マツダ コウジ crimson 

11 新井 郁矢 アライ フミヤ   

12 石井 公宏 イシイ キミヒロ ホネオリゾンタル 

13       

14       

15       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12 月 23 日 湘南シクロクロス第 2 戦 開成水辺スポーツ公園 

カテゴリー４午後 １１：５０スタート 

ゼッケン 選手名 フリガナ チーム名 

1 渋谷 正徳 シブヤ マサノリ   

2 稲垣 武志 イナガキ タケシ   

3 中野 江一郎 ナカノ コウイチロウ   

4 家入 雄二 イエイリ ユウジ   

5 高橋 峰代 タカハシ ミネヨ 足柄茶房 飯沢本店 

6 柴崎 篤郎 シバサキ アツロウ   

7 小郷 寛史 オゴウ ヒロシ   

8 清野 一樹 セイノ カズキ Team MANEW 

9 上野 悠佑太 ウエノ ユウタ Team MOMO 

10 大沼 周太 オオヌマ シュウタ   

11 黒沢 一喜 クロサワ カズキ   

12 池部 真弥 イケベ シンヤ Team MANEW 

13 海保 洋平 カイホ ヨウヘイ AQULS RACING TEAM 

14 後藤 大地 ゴトウ ダイチ Team MOMO 

15 足立 文夫 アダチ フミオ PAX PROJECT 

16 石原 隆広 イシハラ タカヒロ   

17 山森  正人 ヤマモリ マサト   

18 室住 竜哉 ムロズミ タツヤ   

19 臼井 康二 ウスイ コウジ   

20 西田 誠二 ニシダ セイジ TOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12 月 23 日 湘南シクロクロス第 2 戦 開成水辺スポーツ公園 

カテゴリージュニア U15 １5：1０スタート 

ゼッケン 選手名 フリガナ チーム名 

1 林宝 健人 リンポウ タケト ベーグル ワン 

2 相原 士穏 アイハラ シオン 湘南ベルマーレクラブ 

 
 

12 月 23 日 湘南シクロクロス第 2 戦 開成水辺スポーツ公園 

カテゴリー小学生１〜３ １５：１０スタート 

ゼッケン 選手名 フリガナ チーム名 

1 林宝 美希歩 リンポウ ミキホ  ベーグル ワン 

2 小暮 勘士 コグレ カンジ 悪ガキッズ 

3 江越 柾也 エゴシ マサヤ WESTBERG/ProRide 

4 渡辺 瑞基 ワタナベ ミズキ   

        

12 月 23 日 湘南シクロクロス第 2 戦 開成水辺スポーツ公園 

カテゴリー小学生４〜６ １５：１０スタート 

ゼッケン 選手名 フリガナ チーム名 

1 石政 慎之助 イシマサ シンノスケ TEAM TAMAGAWA 

 
12 月 23 日 湘南シクロクロス第 2 戦 開成水辺スポーツ公園 

カテゴリーレディース１ １0：2０スタート 

ゼッケン 選手名 フリガナ チーム名 

1 坂本 沙弥 サカモト サヤ TeamCUORE 

2 鈴木 美香子 スズキ ミカコ ckirin.com 

    

    12 月 23 日 湘南シクロクロス第 2 戦 開成水辺スポーツ公園 

カテゴリーマスターズ２ １１：００スタート 

ゼッケン 選手名 フリガナ チーム名 

1 早瀬 久美 ハヤセ クミ TeamARI 

2 斉藤 佳寿実 サイトウ カスミ   

3 香西 杏子 コウザイ キョウコ なるしまフレンド 

4 曽我 江里子 ソガ エリコ ベーグルワン 

5 藤原 幸子 フジワラ サチコ BEX ISOYA 

6 辻 瑞穂 ツジ ミズホ Heart View 

 
 
 



12 月 23 日 湘南シクロクロス第 2 戦 開成水辺スポーツ公園 

カテゴリーマスターズ１ １0：2０スタート 

ゼッケン 選手名 フリガナ チーム名 

1 玉田 雄三 タマダ ユウゾウ look papa no hands 

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

3 水竹 真一 ミズタケ シンイチ チームスキップ 

4 柴田 晃 シバタ アキラ Cycle club 3up 

5 小田島 貴弘 オダジマ タカヒロ Club SY-Nak 

6 曽我 聡 ソガ サトル ベーグルワン 

7 佐野 修司 サノ シュウジ cycleclub3up 

8 山藤 健二 ヤマフジ ケンジ MUUR zero 

9 楠 雅喜 クスノキ マサキ 自転車工房エコー 

10 加藤 高生 カトウ タカオ team12so 

11 高山 秀樹 タカヤマ ヒデキ   

12 有持 真人 アリモチ マサヒト Team  ARI 

13 菅原 純 スガワラ ジュン 輪工房 

14 大野 ニ美雄 オオノ フミオ gruppo acqua tama 

15 瀬戸 幸正 セト ユキマサ ベーグルワン 

16 諏訪 孝浩 スワ タカヒロ W.V.OTA twin 

17 松村 晃秀 マツムラ アキヒデ CLUB viento 

18 平野 擴稔 ヒラノ ヒロトシ SNEL 

19 安藤 誉 アンドウ タカシ   

20 島村 芳人 シマムラ ヨシヒト cycleclub 3UP 

        

12 月 23 日 湘南シクロクロス第 2 戦 開成水辺スポーツ公園 

カテゴリーマスターズ２ １１：００スタート 

ゼッケン 選手名 フリガナ チーム名 

1 井上 友文 イノウエ トモフミ synerzy 

2 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 

3 斎藤 裕司 サイトウ ユウジ   

4 島中 弘輔 シマナカ コウスケ evina 

5 内藤 寛孝 ナイトウ ヒロタカ ベーグルワン 

6 稲 寛彰 イネ ヒロアキ   

7 渡辺 和志 ワタナベ マサシ   

8 北沢 純 キタザワ ジュン Team ARI 

9 久保 義二 クボ ヨシジ 千代田エネルギー 

10       

 


