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引き続きのコロナ禍、2021-2022シクロクロスシーズンに入りました。
昨年と比べて開催中止は少ないものの、他競技との兼ね合いで、参加
選手の日程が過密になっています。
今シーズンのSNEL CYCLOCROSS TEAMはエリートが3名、U23が2名、
マスターズが1名と6名の選手体制でシーズンを迎えました。
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2021-22　選手　スタッフ
2021-22　RIDER & STAFF
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男子エリート
Men Elite 

男子U23
Men U23

生年月日：1978/12/1
身長：165cm
体重：60kg

【プロフィール】

●シクロクロス以外の競技歴

自転車ロードレース(最高成績Jプロツアー7位)
デュアスロン(ジュニア世界選手権出場)
マウンテンバイク(XCOエリートライダー)

●一番印象に残っているレース

2015年中国遠征。海外のUCIレースでフルラップ完走が
出来たので。

● 得意または好きなコース

小貝川（茨城 CX取手）、寒河江（東北CX）

●自転車以外では何してるのが好き？

スポコンアニメの観賞

●今シーズンの目標またはアピールポイント

今年の全日本選手権のコースは得意な平たんスピード
コースなので過去最高成績を目指したい。

向山浩司
Koji Mukoyama

生年月日：1994/6/11
身長：170cm
体重：62kg

【プロフィール】
●シクロクロス以外の競技歴

サッカー12年

●一番印象に残っているレース

2018年の全日本選手権（大雪の中のレース）

●得意または好きなコース

シクロクロス東京（お台場）

●自転車以外では何してるのが好き？

家族と過ごす時間

●今シーズンの目標またはアピールポイント

全日本選手権、JCXレースでのシングルリザルト
AJOCCレース勝利

小久保 登志貴
Toshiki Kokubo

生年月日：1986/7/16
身長：173cm
体重：65kg

【プロフィール】

●シクロクロス以外の競技歴

幼稚園からスイミングスクールに通う。
中学～高校卒業まで競泳に打ち込む。
2011-2012 トライアスロンをかじる。
2013～現在 ロードレース参戦

●一番印象に残っているレース

2018-2019 東海CX #5 愛知牧場 C1
C1で初優勝。

●得意または好きなコース

前橋。苦手だけど好きなコース。

●自転車以外では何してるのが好き？

くつろぎながらのコーヒータイム。

●今シーズンの目標またはアピールポイント

全日本選手権でトップ10入り。
C1で1勝以上すること。

佐川 祐太
Yuta Sagawa

生年月日：2000/1/29
身長：171cm
体重：60kg

【プロフィール】

●シクロクロス以外の競技歴

マウンテンバイク、競泳、アルペンスキー

●一番印象に残っているレース

ジュニアで出場した2018年世界選手権

●得意または好きなコース

スーパークロス野辺山

●自転車以外では何してるのが好き？

登山、川遊び、スキー

●今シーズンの目標またはアピールポイント

今年の全日本選手権のコースは得意な平たんスピード
コースなので過去最高成績を目指したい。

積田 連
Ren Tsumita

生年月日：2001/3/6
身長：181cm
体重：63kg

【プロフィール】

●シクロクロス以外の競技歴

ロードレースを小3の頃から走ってます。(昔から自転車
一筋)

●一番印象に残っているレース

2019年に走った、世界選手権オーデンセ！
何もかも、日本とは全然違う雰囲気で圧巻でした。

●得意または好きなコース

愛知牧場（東海CX）の様な流れるように走れるコース

●自転車以外では何してるのが好き？

自転車以外は、アニメ鑑賞！ウィンドショッピング！

●今シーズンの目標またはアピールポイント

全日本選手権最低でも入賞、スタートのツッコミは誰に
も負けません！

小島 大輝
Daiki Kojima



Japan Cyclocross Series/UCI race

2021-22　レース

JCXシリーズ戦/
UCI公認レース

JAPCLOCROSS SERIES

2021-22　   RACE

全日本選手権
JapanNationalChampionships

◆マスターズ５０-59

今シーズンの開幕戦がJCF公認レースのJCXシリーズ戦になりました。
初戦の茨城シクロクロス取手ステージでは、向山選手が７位とシングルリザルト
を獲得。10位に小久保選手と入りました。小久保選手は、次の幕張クロスでも8位、
佐川選手も昨年の怪我から復帰し、ここまで好調ぶりを見せています。

生年月日：1967/4/21
身長：168cm
体重：66kg

【プロフィール】

●シクロクロス以外の競技歴

高校生の時にモトクロス(オートバイ)を始めて、スクータ
ーレース、ロードレース(オートバイ)、レーシングカート。
41歳からマウンテンバイクを始める。

●一番印象に残っているレース

2015年 幕張CXDay2の雨、泥の風雲たけし城的レースに
勝てた事。
もちろん2016年JCX選手権でマスターズ50で勝てた事も。

●得意または好きなコース

会場雰囲気でスーパークロス野辺山が好きです。特に泥
のコースの時。

●自転車以外では何してるのが好き？

愛犬と遊ぶ

●今シーズンの目標またはアピールポイント

今シーズンもレース開催が少なくなってしまうかもしれ
ないので、1戦1戦大事に走り、全日本選手権(JCX選手権)
での優勝に向けて頑張りたいと思います。

浅井 秀樹
  Hideki Asai

◆アンダー２３ ◆男子エリート

浅井 秀樹

11日(土) 12日(日)

積田 連
小島 大輝

小久保 登志貴
向山 浩司
佐川 祐太

【JCX#1】  2021.10.3(日)　茨城シクロクロス 第2戦 取手ステージ
【JCX#2】  2021.11.7(日)　  幕張クロス　幕張海浜公園
【JCX#3,4】  2021.11.13(土)-14(日)　スーパークロス野辺山 Day1,Day2　滝沢牧場【UCI C2】
【JCX#5】  2021.11.21(日)　関西シクロクロス 琵琶湖グランプリ　烏丸半島【UCI C2】
【JCX#6】  2021.11.28(日)　弱虫ペダルカップIN能登ゴルフ倶楽部　能登ゴルフ倶楽部
【JCX#9】  2022.2.20(日)　東海シクロクロスワイルドネイチャープラザ　ワイルドネイチャープラザ
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男子マスターズ
Men Masters

スタッフ
Staff

フォトグラファー
Photographer

代表 / 監督
General manager

Takahiro Suwa
諏訪　孝浩 小島　哲也

Tetsuya Kojima

小川　勇
Isamu Ogawa

酒井　健作
Kensaku Sakai

FABtroni+camera

森　知多
Chita Mori

積田　高治
Takaharu Tsumita

2021.12.11(土)〜12(日)　
第27回　全日本自転車選手権大会　シクロクロス　土浦大会
茨城県土浦市　りんりんポート土浦　川口公園周辺特設コース



2022年11月より。サイクラーズ株式会社様と
スポンサー契約を締結いたしました。
サイクラーズ様は、SNEL CYCLOCROSS TEAM
と同じ東京都大田区を本拠地とし、地元の
スポーツ振興支援の一環としてこの度ご支援
いただく事になりました。
今度ともどうぞよろしくお願いいたします。

サイクラーズ株式会社
https://www.tokometal.co.jp

2021-22　サポート

スポンサー
SPONCER

2021-22　 SUPPORT

海苔で健康推進委員会
http://www.nori-japan.com

川崎スマート矯正歯科
http://smart-kawasaki.com

板橋電気工事（株）

BIKESHOP SNEL
http://bikeshop-snel.com

サプライヤー
SUPPLIER

ABUS
https://www.diatechproducts.com/abus

vittoria
https://www.vittoria.com

BIORACER
https://cyclingwear.jp/bioracer

prologo
http://www.intermax.co.jp/products/prologo

NASK TRADING
http://www.nasktrading.biz/

KMC
http://mgc01.com/kmc

ITM
http://cycle-sports.globeride.jp/itm

NORTH WAVE
http://www.wslc.co.jp/bike/northwave

Muc-off
https://www.diatechproducts.com/muc-off

SALICE
https://cyclingwear.jp/category/salice

ATHLETUNE
http://www.athletune.com

CANNIBAL JAPAN
http://swacchi-cannibal.com

NAQI
http://www.morico-wave.jp/naqi

Ergo-Grip
http://www.ergo-grip.jp

NESK-ART
http://www.nesk-art.com

おたふく手袋
https://www.otafuku-glove.jp

TOPEAK
http://www.topeak.jp/index.html

WISHBONE
https://corridore.co.jp/course/wishbone

Magic One
http://mgc01.com/magic-one

COMPRESSPORT
http://www.compressport.jp

このような情勢の中、変わらぬご支援をいただき誠にありがとうございます。
ご期待に添えるような活躍をチーム一同がんばって参ります。
どうそよろしくお願いいたします。

SOLESTAR
https://www.rgtenterprises.com/brand-list-1/solestar-1


