
ネッツトヨタ湘南プレゼンツ大磯クリテリウム　第7戦スタートリスト

模擬レースクラス（男女混走）
周回数 4 周（ローリング含む） エントリー 6 名
ローリング  周 出走 名

受付 6:45～8:00 試走 7:30～8:00
検車 7:30～8:05 ライダーズミーティング 8:00～8:10

スタート 8:20 スタート待機時間 8:15

ゼッケン 名前 クラブ
561 内海 ひろき
562 植松 公彦
563 加藤 遼一
564 村田 悠輔
565 加藤 伊津美
566 小西 伸明 チームウォークライド

バンビーノ
周回数 0.5 周（ローリング含む） エントリー 2 名
ローリング なし 周 出走 名

受付 6:45～8:00 試走 8:00～8:15
検車 7:30～8:35 ライダーズミーティング スタート前～

スタート 8:50 スタート待機時間 8:35

ゼッケン 名前 クラブ
黄21 久崎 琳 キューブゴーゴーRT
黄22 大塚 陽太 A2H3

小学校1，2年
周回数 2 周（ローリング含む） エントリー 4 名
ローリング 0.5 周 出走 名

受付 6:45～8:00 試走 8:00～8:15
検車 7:30～8:35 ライダーズミーティング スタート前～

スタート 8:50 スタート待機時間 8:35

ゼッケン 名前 クラブ
赤101 大塚 大夢 A2H3
赤102 前田 悠晴 Team 悠有
赤103 皆木 海音
赤104 紺野 祐玄
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ネッツトヨタ湘南プレゼンツ大磯クリテリウム　第7戦スタートリスト

小学校3，4年
周回数 4 周（ローリング含む） エントリー 8 名
ローリング 0.5 周 出走 名

受付 6:45～8:00 試走 8:00～8:15
検車 7:30～8:48 ライダーズミーティング スタート前～

スタート 9:03 スタート待機時間 8:48

ゼッケン 名前 クラブ
緑1 若林 蔵月 BIKE TOWN
緑2 三上 将醐 チーム隼ATHLETUNE
緑3 原田 拓朋 ミニReady Go Japan
緑4 佐藤 結希
緑5 野村 慧晴
緑6 浅沼 佳吾
緑7 児玉 庵吏
緑8 小林 賢弥

小学校5，6年
周回数 4 周（ローリング含む） エントリー 3 名
ローリング 0.5 周 出走 名

受付 6:45～8:00 試走 8:00～8:15
検車 7:30～8:48 ライダーズミーティング スタート前～

スタート 9:03 スタート待機時間 8:48

ゼッケン 名前 クラブ
黄11 森 海人 SNEL

黄12 橋本 知秀
スミタ・エイダイ・
パールイズミ・ラバネ

黄13 高橋 翔 cycleclub 3UP
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ネッツトヨタ湘南プレゼンツ大磯クリテリウム　第7戦スタートリスト

ピュアビギナー1組目
周回数 8 周（ローリング含む） エントリー 43 名
ローリング 3 周 出走 名

受付 6:45～8:00 試走 7:30～8:00
検車 7:40～9:03 ライダーズミーティング 8:00～8:10

スタート 9:18 スタート待機時間 9:03

ゼッケン 名前 クラブ
461 山梨 充照 CHB
462 大坂 誠 CHB
463 中村 恵太 CircleCycle
464 伊藤 智史 CROWN ROAD
465 中村 拓哉 DEF-touring
466 横山 直毅 EAT 2
467 森田 英樹 lair
468 永石 哲郎 Optimus
469 長橋 希 OUTER ONLY
470 田中 圭 OUTER ONLY
471 穴澤 幸三 RC-KAZ
472 河野 謙 SAAG
473 山口 大裕 SBC厚木
474 上森 寛之 SBC港北センター南店
475 飯田 廣美 STRADA COSTIERA
476 池谷 光司 Team 4zeroII
477 平井 良彦 Team 4zeroII
478 丸屋 勝良 TEAM Dky
479 福島 彰男 Team Gruppetto
480 玉嵜 晃太朗 TEAM ICAN TOKYO
481 和澤 大輔 TeamDky
482 大塚 惠三 VIVA☆ZAPPEI
483 峰岸 智志 VIVA☆ZAPPEI
484 竹下 友 YOU CAN
485 濱口 慶正 YOU CAN
486 浜津 武広 ジースマッシュ

487 立岩 藤吾
スミタ・エイダイ・
パールイズミ・ラバネ

488 田中 敦 チーム・バーニングマ
489 岡崎 日向 富士見
490 黒田 竜 武田学園
491 川井 慎太郎 武田学園
492 大宿 英介 武田学園
493 益田 明 立川CSR
494 伏見 透 立川ＣＳＲ
495 藤原 貴博
496 金井 優輝
497 大野 茂樹
498 大谷 大介
499 岡本 公伸
500 小宮 龍司
501 大城 優也
502 野村 和弘 備北
503 酒井 寛幸 Milbeaut?
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ネッツトヨタ湘南プレゼンツ大磯クリテリウム　第7戦スタートリスト

ピュアビギナー2組目
周回数 8 周（ローリング含む） エントリー 42 名
ローリング 3 周 出走 名

受付 6:45～8:00 試走 7:30～8:00
検車 8:08～9:23 ライダーズミーティング 8:00～8:10

スタート 9:38 スタート待機時間 9:23

ゼッケン 名前 クラブ
511 橋本 裕貴
512 留目 夕陽
513 森 琢也
514 小林 和真
515 藤生 泰山
516 鳥成 秀祐
517 竹田 龍馬
518 狩野 秀輔
519 武田 貴之
520 山田 悠太
521 深澤 陽一
522 岡部 朋晶
523 菅谷 輝樹
524 松本 宙也
525 小林 誠弥
526 酒井 洋輔
527 中西 諒太郎
528 浜本 隼生
529 藤 大輔
530 菅原 陸
531 千葉 修之介
532 溝口 啓太
533 磯村 栄一
534 山本 皓太
535 山口 夏季
536 上加 航平
537 若月 勝慶
538 安藤 唯杜
539 吉川 真介
540 吉澤 大地
541 久保 和寿
542 白岩 利映
543 田村 謙吾
544 長島 直樹
545 青野 亮太
546 狩野 祐将
547 宮川 澄也
548 小澤 聖
549 青木 伽維
550 青木 利玖
551 田村 亮
552 長谷川 祐希
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ネッツトヨタ湘南プレゼンツ大磯クリテリウム　第7戦スタートリスト

ミディアム
周回数 17 周（ローリング含む） エントリー 37 名
ローリング 1.5 周 出走 名

受付 6:45～8:00 試走 7:30～8:00
検車 8:28～9:43 ライダーズミーティング 8:00～8:10

スタート 9:58 スタート待機時間 9:43

ゼッケン 名前 クラブ
411 渡瀬 義雄 C.C.YOU
412 河田 徹也 FGA
413 斎藤 剛 FORCE
414 荒井 大輔 GROVE鎌倉
415 戸田 裕一 GROVE港北
416 新居 啓志 Lotus
417 野村 勉 MAMECYCLINGTEAM ARI
418 今宮 壮 MARIOLO/Pedalist
419 橋爪 大樹 Peek-a-Boo
420 袴田 敏紹 Sel Nervure@しおかる
421 山本 学 Sel Nervure＠しおかる
422 高村 拓也 Sel Nervure@しおかる
423 大脇 康政 Sel Nervure@しおかる
424 安宅 将貴 SEO8214
425 大森 勇弥 Team BYF Racing
426 鬼塚 裕之 TEAM VSE racing
427 井上 裕太郎 TONY Racing
428 青木 健至 アングルドロア
429 石森 充昭 イナーメ信濃山形
430 佐藤 大 しクロチェリスタ
431 齋藤 健太朗 チーム・ウォークライ
432 伊藤 広 チーム・ウォークライ
433 鈴木 孝 チーム・ウォークライ
434 石川 靖洋 チーム・ウォークライ
435 大澤 淳真 チームＣＢ
436 岩本 和真 ニンニク魔剤
437 湯浅 博貴 ニンニク魔剤
438 増田 朋寧 パラティアムTOKYO

439 新 陵輔
ワンダーサイクリング
同好会OB

440 小野 剣人 駿河モンテロッソ
441 能勢 佳直 湘南高校

442 三枝 豊
明星大学サイクリング
愛好会

443 中山 恭介
444 五十嵐 滉太
445 戸嶋 祥吾
446 羽賀 弘太朗
447 日暮 明
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ネッツトヨタ湘南プレゼンツ大磯クリテリウム　第7戦スタートリスト

シニア
周回数 12 周（ローリング含む） エントリー 19 名
ローリング 1.5 周 出走 名

受付 6:45～8:00 試走 7:30～8:00
検車 8:58～10:13 ライダーズミーティング 8:00～8:10

スタート 10:28 スタート待機時間 10:13

ゼッケン 名前 クラブ
381 荒木 新一 チーム・ウォークライ
382 ディーン・カールソン チーム・ウォークライ
383 木山 智 Team ARI

384 立川 満
ｽﾐﾀ･ｴｲﾀﾞｲ･ﾊﾟｰﾙｲｽﾞﾐ･ﾗ
ﾊﾞﾈﾛ

385 溪 裕司 team ARI
386 後藤 康成 teamMASAMICHI
387 平賀 正 レザン
388 池内 清晃 チーム・ウォークライ
389 荏原 浩明 ペイスターズ
390 吉田 裕児 SDL50
391 新谷 和洋 SDL50
392 中野 孔生 ナカノチャンネル
393 山田 朗 緑区夜練
394 西田 亮三 u.D.n Racing
395 木口 勝海 Team ARI
396 秋元 哲雄 湘南愛輪会
397 筒井 繁 TONY  RACING
398 坂口 博之 100miles
399 村田 健
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ネッツトヨタ湘南プレゼンツ大磯クリテリウム　第7戦スタートリスト

ビギナー1組目
周回数 10 周（ローリング含む） エントリー 35 名
ローリング 1.5 周 出走 名

受付 8:30～10:15 試走 7:30～8:00
検車 9:28～10:43 ライダーズミーティング 10:15～10:25

スタート 10:58 スタート待機時間 10:43

ゼッケン 名前 クラブ
231 浅田 裕哉 2touhei
232 木村 貢大 ３１ビット級
233 保谷 紘司 555CIRCLE
234 安井 有介 555CIRCLE
235 大塚 響 A2H3
236 青木 義忠 ALDP
237 廣瀬 靖 ALDP
238 三竹 康之 ALDP
239 大友 守 ARCCレーシングチーム
240 戸塚 優月 C.C.YOU
241 望月 賢太 CLUB.viento
242 工藤 遊大 CLUBviento
243 佐々木 英和 COLORｓ
244 吉村 甲斐 COW GUMMA
245 正井 圭 CROWN ROAD
246 千葉 崇広 CROWN ROAD
247 和田 万博 CVSTOS
248 皆川 晃法 DEF-touring
249 藤江 克彦 GEEKS and NERDS
250 広谷 悠貴 HIRAKO.mode
251 折戸 光太郎 K3C - webCG
252 前田 修 Le Pierre
253 大澤 豊 MAME CYCLING TEAM
254 瀧口 治仁 MAME CYCLING TEAM
256 照山 聖岳 Next Azure Racing
257 三宅 勇輝 Rapha Cycling Club
258 植松 公彦 SBC湘南藤沢
259 飯田 広之 STRADA COSTIERA
260 佐藤 堅太郎 STRADA COSTIERA with
261 武田 雄美 take-D.A.
262 武田 拓也 take-D.A.
263 忍足 ひろき TCD cycling team
264 近藤 直樹 TEAM MILANO
265 清水 達美 TEAM SAITEN
266 市川 隆太 立教新座中学校
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ネッツトヨタ湘南プレゼンツ大磯クリテリウム　第7戦スタートリスト

ビギナー2組目
周回数 10 周（ローリング含む） エントリー 35 名
ローリング 1.5 周 出走 名

受付 8:30～10:15 試走 7:30～8:00
検車 9:51～11:06 ライダーズミーティング 10:15～10:25

スタート 11:21 スタート待機時間 11:06

ゼッケン 名前 クラブ
281 岩本 海 Team Shams
282 山崎 知熙 team燃えるごみ
283 堀江 空 Team燃えるゴミ
284 中尾 太郎 TONY Racing
285 山口 肇 TONY Racing
286 松山 強 TONY Racing
287 番屋 修平 U.D.N Racing
288 伊藤 彰男 VIVA☆ZAPPEI
289 古木 貴裕 VIVA☆ZAPPEI
290 今井 裕愛 You Can
291 北尾 雅文 Y's road
292 永野 昇海 イナーメ信濃山形
293 塩谷 咲人 エンドウ商会

294 伊藤 克幸
コンタパンチ＆いん
なーろー

295 淡路 知樹 スピードスプレッド
296 矢島 祐貴 スピードスプレッド
297 桑原 利成 チーム・ウォークライ
298 越地 幸一 チーム・ウォークライ
300 前田 圭 ワイズロード
301 中村 元紀 横浜高校自転車競技部
302 香川 淳 横浜自転車倶楽部
303 白取 春映 鬼走 -表彰奪取-
304 秋元 洋輝 御殿場西高校
305 金内 伸如 湘南あんこうチーム

306 会田 拓磨
湘南ベルマーレサイク
ルクラブ

307 真山 敬司 湘南浪漫
308 中條 颯斗 焼きまんじゅうOYT

309 楠田 渓太
神奈川大学サイクリン
グ愛好会

310 木原 泰睦 川崎PRNG
311 工藤 浩太 日本ろう自転車競技協
312 長瀬 直也 明星大学

313 三枝 豊
明星大学サイクリング
愛好会

314 小島 昭雄
315 石成 慶大
316 加藤 遼一
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ネッツトヨタ湘南プレゼンツ大磯クリテリウム　第7戦スタートリスト

ビギナー3組目
周回数 10 周（ローリング含む） エントリー 35 名
ローリング 1.5 周 出走 名

受付 8:30～10:15 試走 7:30～8:00
検車 10:13～11:28 ライダーズミーティング 10:15～10:25

スタート 11:43 スタート待機時間 11:28

ゼッケン 名前 クラブ
331 鈴木 康麟
332 松下 大介
333 山田 泰蔵
334 松村 章寛
335 森 修弥
336 長塚 弘輝
337 武安 春輝
338 栃倉 学
339 阿見 龍生
340 安蔵 勇二
341 田中 博
342 郷司 飛馬
343 永野 智海
344 眞榮城 玄太
345 栗原 佑弥
346 奥柿 海輝
347 小林 宏和
348 大澤 優樹
349 鈴木 一磨
350 池田 稔
351 長田 将士
352 細井 勇士
353 佐藤 拓
354 浅野 晴信
355 苣木 麟太郎
356 岡村 豊和
357 細川 大輔
358 鈴木 岳司
359 山田 壮太郎
360 吉田 光
361 ムハマド 宇沙真
362 矢野 達也
363 犬塚 隆徳
364 白石 哲也
365 大越 拓郎
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ネッツトヨタ湘南プレゼンツ大磯クリテリウム　第7戦スタートリスト

エキスパート
周回数 25 周（ローリング含む） エントリー 33 名
ローリング 1.5 周 出走 名

受付 8:30～10:15 試走 7:30～8:00
検車 10:36～11:51 ライダーズミーティング10:15～10:25

スタート 12:06 スタート待機時間 11:51

ゼッケン 名前 クラブ
181 牧内 拓也 CYCLO NERO
182 小南舘 純 GROVE鎌倉
183 宍戸 宗太 MIVRO
184 松村 尚毅 peek a boo
185 荒川 進之佑 Racing CUBE
186 秋葉 龍之助 RinRinRacing
187 久下谷 任祥 ＳＢＣ湘南藤沢
188 佐藤 修平 SYNERZY
189 渡辺 敏 Team ARI
190 嶋崎 大 bikeport
191 高橋 里氏 TEAM YOUCAN
192 田中 兼太郎 u.D.n Racing
193 稲葉 謙一 VIVA☆ZAPPEI
194 廣政 哲治 VIVA☆ZAPPEI極

195 手柴 憲人
アーティファクトレー
シングチーム

196 扇原 勇二 あらかわZoo Racing
197 長島 嘉槻 オーターニ

198 長尾 宏樹
スミタ・エイダイ・
パールイズミ・ラバネ

199 小荷田 泰正
スミタ・エイダイ・
パールイズミ・ラバネ

200 内藤 敦志 チーム・ウォークライ
201 小形 健作 チーム・ウォークライ
202 太郎田 能之 チームバーニア
203 谷津 東馬 なるしまフレンド
204 椎崎 一生 ペダル小僧
205 松岡 宏和 リマサンズ
206 加藤 淳一 竹芝サイクルレーシン
207 齊藤 龍哉 尾根幹族
208 井澤 龍信
209 高橋 幸也
210 阿部 直幸
211 宇佐美 颯基
212 野村 龍司
213 祖川 雄司
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ネッツトヨタ湘南プレゼンツ大磯クリテリウム　第7戦スタートリスト

スポーツ1組目
周回数 14 周（ローリング含む） エントリー 33 名
ローリング 1.5 周 出走 名

受付 10:30～12:00 試走 12:43～13:08
検車 11:43～12:58 ライダーズミーティング 12:00～12:05

スタート 13:13 スタート待機時間 12:58

ゼッケン 名前 クラブ
101 保谷 紘司 555CIRCLE
102 廣瀬 紀男 555circle
103 安井 有介 555CIRCLE
104 小幡 嘉一 AKRACING
105 斉藤 彪雅 AutoBahn  Gotemba
106 増野 裕介 AutoBahnGotemba
107 黒木 信吾 BICI CERCATORE
108 増谷 優太郎 C.C.YOU
109 武山 竜也 Free Five
110 北井 哲 GOSLINIA 60
111 塗本 慎吾 GOSLINIA 60
112 菅野 勝幸 MAME CYCLING TEAM

113 大木 孝俊
NAMIBIA PROJECT
cycling team

114 中島 佑介 NTT-TX サイクリング部
115 萩原 由正 orz
116 腰原 伊織 Piacere Yama
117 冨岡 敦志 SBC厚木
118 大曽根 和登 SHOWA
119 深村 涼介 トヨタ東京自動車大学
120 黒田 侑 team grupetto
121 松浦 京佑 TeamGOCHI
122 上野 真 VIVA☆ZAPPEI
123 松井 芳賢 VIVA☆ZAPPEI
124 堀 佑太朗 VIVA☆ZAPPEI
125 山崎 裕樹 VIVA☆ZAPPEI
126 松本 洋輔 YOUCAN 八王子

127 羽上田 明彦
アーティファクトレー
シングチーム

128 神田 浩平 エンドウ商会
129 早乙女 彰洋 チーム・ウォークライ
130 松尾 隆人 チーム・ウォークライ
131 吉川 聡 チーム・ウォークライ
132 木下 崇範 チーム・ウォークライ
133 田村 秀樹 チーム田村医院
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ネッツトヨタ湘南プレゼンツ大磯クリテリウム　第7戦スタートリスト

スポーツ2組目
周回数 14 周（ローリング含む） エントリー 33 名
ローリング 1.5 周 出走 名

受付 10:30～12:00 試走 12:43～13:08
検車 12:10～13:25 ライダーズミーティング 12:00～12:05

スタート 13:40 スタート待機時間 13:25

ゼッケン 名前 クラブ
141 塩野 将志 ナカノチャンネル
142 矢内 尚人 ナカノチャンネル
143 板倉 武 ノロッサR.C.
144 前田 健 ハマーブロス！

145 田中 匠
ベルマーレサイクルク
ラブ

146 鈴木 哲朗 よこぱん
147 佐々木 能樹 リマサンズ
148 山之内 壮真 横浜高校自転車競技部
149 福嶋 純一郎 湘南浪漫
150 石渡 大輔 湘南浪漫
151 高村 達史 中島サイクル
152 吉村 健央 中島サイクル
153 木下 大功 平塚農業高等学校
154 梅田 誠弘 獨協大学自転車部
155 佐久間 崚
156 内田 悠紀
157 関 大地
158 堀江 亮
159 小池 裕樹
160 藤原 昂樹
161 窪 昌之
162 平田 稔喜
163 小沢 泰樹
164 菊池 清志
165 木口 勝海 Team ARI
166 井嶋 勇太
167 記虎 正幸
168 小林 輝
169 皆川 大希
170 小林 樹生
171 吉川 大介
172 吉川 敬介
173 井上 慶亮
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ネッツトヨタ湘南プレゼンツ大磯クリテリウム　第7戦スタートリスト

女子ビギナー
周回数 7 周（ローリング含む） エントリー 15 名
ローリング 3 周 出走 名

受付 10:30～12:00 試走 12:43～13:08
検車 12:37～13:52 ライダーズミーティング 12:00～12:05

スタート 14:07 スタート待機時間 13:52

ゼッケン 名前 クラブ
71 白石 淳子 lotus
72 森 知多 SNEL
73 和澤 裕美 TeamDky
74 黒澤 愛美 くらぶせっしょん

75 阿部 セラ
スミタ・エイダイ・
パールイズミ・ラバネ

76 鴨志田 恵里
77 岩上 桃子
78 永野 潤美
79 太田 真奈美
80 宮本 麻由
81 江口 由佳
82 山越 祥子
83 高工 飛鳥
84 加藤 伊津美
85 高津戸 由香

女子スポーツ
周回数 12 周（ローリング含む） エントリー 6 名
ローリング 1.5 周 出走 名

受付 10:30～12:00 試走 12:43～13:08
検車 12:57～14:12 ライダーズミーティング 12:00～12:05

スタート 14:27 スタート待機時間 14:12

ゼッケン 名前 クラブ
51 藤田 佳代 Team Oyaji Asaren

52 永野 日和鈴
スミタ・エイダイ・
パールイズミ・ラバネ

53 太郎田 水桜 ちゃりん娘
54 村瀬 美緒
55 宇都宮 あゆみ
56 野口 晶子
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ネッツトヨタ湘南プレゼンツ大磯クリテリウム　第7戦スタートリスト

エリート
周回数 40 周（ローリング含む） エントリー 39 名
ローリング 0 周 出走 名

受付 10:30～12:00 試走 12:43～13:08
検車 13:27～14:42 ライダーズミーティング 12:00～12:05

スタート 14:57 スタート待機時間 14:42

ゼッケン 名前 クラブ
1 土井 裕幸 ASTAMA
2 増子 雄士 ASTAMA
4 渡辺 拓也 BREZZA-KAMIHAGI
5 小清水 拓也 CYCLO NERO

6 仙波 真人
GIANT INTERNAL
FELLOWS TEAM

7 里 誠 Roppongi Express
8 佐藤 智也 Roppongi Express
9 高岡 亮寛 Roppongi Express
10 有益 伸一 SAUCE DEVELOPMENT
11 菅野 正勝 Sel Nervure@しおかる
12 嶋津 翔天 team APEX
13 倉本 裕介 Team Oltre
14 佐野 友哉 TEAM YOUCAN
15 山下 太一 TeamGOCHI
16 永富 一騎 VENTOS FRECCIA
17 原田 敬文 VENTOSFRECCIA
18 土屋 光城 VIVA☆ZAPPEI極
19 原田 裕貴 YOKOSUKA UNO RACING
20 三平 隆文 ｱｰﾃｨﾌｧｸﾄﾚｰｼﾝｸﾞﾁｰﾑ

21 武井 裕
アーティファクトレー
シングチーム

22 山本 雅道
シエルヴォ奈良ＭＩＹ
ＡＴＡ－ＭＥＲＩＤＡ
レーシングチーム

23 鴨下 拓弥
スミタ エイダイ パー
ルイズミ ラバネロ

24 檜村 奏太
スミタ・エイダイ・
パールイズミ・ラバネ

25 二階堂 尚志 チーム・ウォークライ
26 鳥倉 必勝 チーム・ウォークライ
27 菅谷 照生 チームコバリン
28 河野 仁 チャクボタレーシング
29 森榮 晃彦 パラティアムTOKYO
30 依田 翔大 甲府工業高校
31 風間 竜太 甲府工業高校
32 河村 敦人 大福屋
33 福嶋 航希
34 山岸 大地
35 山本 敦
36 北村 虎之介
37 小野 晟太朗
38 奥山 遼平 TEAM YOUCAN
39 紺野 元汰 Team SBC

40 高田 雄太
ウォークライド・シク
ロアカデミア
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