
ネッツトヨタ湘南プレゼンツ大磯クリテリウムスタートリスト

スポーツ1組目
周回数 12 周（ローリング含む） エントリー 31 名
ローリング 1 周 出走 名

受付 6:45～7:50 試走 7:25～7:50
検車 7:30～8:00 ライダーズミーティング 7:50～8:00

スタート 8:10 スタート待機時間 8:00

ゼッケン 名前 クラブ
581 坂大 一雄  Team Lion
582 杉本 健 Against All Racing
583 大崎 諒 A-Pad CYCLING TEAM
584 松本 安広 Araren8214
585 鈴木 健太 Araren8214
586 渡辺 京介 ＤＥＦtouring
587 小笠原 豊 DIVA自転車部
588 永石 哲郎 EQMEN RACING
589 山中 光 FORCE
590 吉谷 彬 impec racing
591 児玉 淳治 Le Poisson Rouge

592 新井 良平 LINKVISION GIRASOLE CYCLING

593 中山 洋平 MIVRO
594 袴田 敏紹 NAMIBIA PROJECT

595 光山 豊晴 NAMIBIA PROJECT CYCLING TEAM

596 山田 一誠 PUNTO ROSSO TOKYO
597 本間 拓未 Rapha Cycling Club
598 落合 拓郎 Rapha cycling club
599 中西 諒太郎 RCC
600 宮澤 悠斗 RCC JBCF
601 森 拓真 ReVelo
602 品岡 寛 ReVelo
603 武井 雄一郎 SVRT
604 菅野 広一 TEAM MASAMICHI
605 高崎 康平 Team NCC
606 滝 実紀 Team NCC
607 浜口 太志 Team NCC
608 冠木 貴明 TEAM VSE Racing
609 上野 真 VIVA☆ZAPPEI
610 井出 直人 VIVA☆ZAPPEI
611 持斉 秀和 VIVA☆ZAPPEI
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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スタートリスト

スポーツ2組目
周回数 12 周（ローリング含む） エントリー 31 名
ローリング 1 周 出走 名

受付 6:45～7:50 試走 7:25～7:50
検車 7:30～8:18 ライダーズミーティング 7:50～8:00

スタート 8:33 スタート待機時間 8:18

ゼッケン 名前 クラブ
541 加藤 将望 Teamカトキム
542 木村 公洋 Teamカトキム
543 中島 佑介 Tehepelo Cycling Club
544 池 侑樹 UKAUKA Cycling
545 堀 佑太朗 VIVA☆ZAPPEI
546 河原 慎一 VIVA☆ZAPPEI
547 高山 可愛 YRK□SiX
548 廣瀬 紀男 ｽﾏｰﾄｺｰﾁﾝｸﾞ
549 鈴木 孝 チーム・ウォークライド
550 塚越 一生 なるしまフレンド
551 軽部 拓実 橘学苑高等学校
552 芳賀 高明 蕎麦宗
553 渡辺 和博 三ツ矢サイダー
554 石塚 進一 色盲らいだぁす！
555 古徳 翔 色盲らいだぁず！
556 大澤 優樹 正太郎レーシング
557 林 康生 八ヶ岳CYCLING CLUB
558 山口 夏季 鳴沢小学校
559 井東 親吾
560 永井 瑠哉
561 小池 裕樹
562 小野 剣人
563 植草 海斗
564 森本 大心
565 清水 真利
566 赤松 学
567 天野 大地
568 田中 海来
569 浜名 航輝
570 野島 健太郎
571 髙橋 昭司
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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 35 名
ローリング 3 周 出走 名

受付 6:45～7:50 試走 7:25～7:50
検車 7:30～8:41 ライダーズミーティング 7:50～8:00

スタート 8:56 スタート待機時間 8:41

ゼッケン 名前 クラブ
501 松蔭 嘉輝 31
502 畔上 大智 31
503 尾嵜 亮 555
504 佐々木 耕久 555circle
505 石原 忠史 ALLEGRA
506 相川 光 atc
507 長谷川 祐希 CROWN ROAD
508 島村 浩一 Firstbikes
509 庄司 哲也 GOSLINIA60
510 土岐 宜範 GRBO
511 今宮 壮 Mariolo/Pedalist
512 渡邊 賢人 Mr.Mercury
513 小玉 新平 Next Azure Racing
514 比嘉 義人 Next Azure Racing
515 岡本 公伸 RabbitFoot
516 滝沢 祐一 SBC 厚木
517 佐藤 堅太郎 STRADA COSTIERA S班
518 平尾 公一 SUBARU・C・C
519 村井 岳洋 Team Night Owls
520 奥 優馬 TEAM STEALTH
521 佐藤 柾斗 TEAM STEALTH
522 山木 篤 TRHレーシング
523 武井 彰宏 VIVA☆ZAPPEI
524 辻 克典 YOU CAN
525 本山 純之 YOUCAN 海老名
526 竹下 友 YOUCAN大磯
527 高久 大介 YRK6
528 須田 皐太 アイカツ自転車部
529 井口 靖大 イナーメ信濃山形EFT
530 田中 鳳人 エンドウ商会
531 宮田 大樹 ゲリラ豪雨
532 藤野 英昭 コキコキタスク北海道
533 大久保 海斗 コマツ自転車部
534 戸田 徹弥 シクルマーモット
535 高橋 英克 シクルマーモット
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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 35 名
ローリング 3 周 出走 名

受付 6:45～7:50 試走 7:25～7:50
検車 7:30～9:01 ライダーズミーティング 7:50～8:00

スタート 9:16 スタート待機時間 9:01

ゼッケン 名前 クラブ
461 小森 青 チーム・ウォークライド
462 久保田 秀慈 チームコバリン
463 高岡 和佐 チーム肉汁
464 板倉 武 ノロッサR.C.
465 福田 耕平 ピスタチオブルーマン
466 岩田 剣聖
467 田畑 朗
468 伊藤 翔永
469 井上 清孝
470 奥山 俊輝
471 岡野 祐星
472 宮崎 拓史
473 宮崎 望史
474 宮本 雄介
475 近政 隆
476 桑田 豊
477 結城 聡
478 古長 麟太郎
479 戸田 将軍
480 江副 恵介
481 江澤 秀朋
482 高橋 瑛士
483 高木 翔太
484 佐々木 隆寛
485 佐々木 翔大
486 佐々木 翔矢
487 佐藤 勝也
488 佐藤 友哉
489 佐藤 蓮
490 佐藤 凜
491 佐野 篤
492 山田 亨
493 志田 拓也
494 寺崎 伸
495 秋山 舜
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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スタートリスト

ピュアビギナー3組目
周回数 8 周（ローリング含む） エントリー 34 名
ローリング 3 周 出走 名

受付 6:45～7:50 試走 7:25～7:50
検車 7:30～9:21 ライダーズミーティング 7:50～8:00

スタート 9:36 スタート待機時間 9:21

ゼッケン 名前 クラブ
421 小野寺 巽
422 松田 崚汰
423 松平 大介
424 松本 詩音
425 杉山 光正
426 菅野 誠
427 川野 将太郎
428 浅倉 隆佑
429 大塩 桂渡
430 大谷 大介
431 谷口 朋大
432 中井 天志
433 中村 公信
434 中條 友貴
435 長谷川 雄大
436 天野 優俊
437 田崎 裕也
438 渡辺 秀太
439 渡辺 悠樹
440 島田 佳和
441 藤井 秀治
442 藤原 貴博
443 藤本 元貴
444 奈須野 勝亮
445 那須 良太
446 鉢村 雄平
447 塙 洋雄
448 福田 悠斗
449 平川 昇
450 野妻 翔也
451 林 良昭
452 廣田 蒔怜
453 澤 靖夫
454 濱口 慶正
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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スタートリスト

シニア
周回数 10 周（ローリング含む） エントリー 15 名
ローリング 1 周 出走 名

受付 6:45～7:50 試走 7:25～7:50
検車 7:30～9:41 ライダーズミーティング 7:50～8:00

スタート 9:56 スタート待機時間 9:41

ゼッケン 名前 クラブ
401 森田 佳嗣 Swacchi
402 高橋 信宏 team APEX
403 鈴木 淳悦 Team APEX
404 木山 智 Team ARI
405 落合 雅哉 tem 自転車処風輪
406 上野 武義 サンクスサイクルラボ
407 立川 満 ｽﾐﾀ･ｴｲﾀﾞｲ･ﾊﾟｰﾙｲｽﾞﾐ･ﾗﾊﾞﾈﾛ

408 カールソン ディーン チーム・ウォークライド
409 池内 清晃 チーム・ウォークライド
410 遠山 良夫 フラシーボ
411 荏原 浩明 ペイスターズ
412 木口 勝海 湘南夜練
413 関 隆芳 湘南浪漫★NIMBLEWEAR
414 坂上 明
415 山田 朗
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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スタートリスト

ミディアム
周回数 15 周（ローリング含む） エントリー 40 名
ローリング 1 周 出走 名

受付 8:15～10:00 試走 7:25～7:50
検車 8:47～10:02 ライダーズミーティング 9:45～9:55

スタート 10:17 スタート待機時間 10:02

ゼッケン 名前 クラブ
351 鈴木 翔太郎 555サークル
352 高野 大喜 Bluegrass
353 大西 敏正 EFFECT
354 日比谷 篤史 EFFECT MONOKUSARACING
355 岩室 泰志 EMH
356 中山 恭介 HAMMAR BROSS!!
357 加賀美 一博 Heijitsu
358 日暮 明 heizithu
359 村上 翔馬 KANAGAWA Seagull
360 門井 健太 PUNTO ROSSO
361 田村 亮 RabbitFoot
362 羽田 健太 Rapha Cycling Club
363 田中 裕大郎 Rapha Cycling Club
364 菅佐原 順 ReVelo
365 斎藤 將揮 TEAM VSE Racing
366 多田 純司 teambee
367 大山 勝司 teamアイラッチ
368 中川  茂 wincome＆ケルビムRC
369 阿部 倫也 アングルドロア
370 皆川 大希 オォォンレーシング
371 酒井 洋輔 ゲリラ豪雨
372 斎藤 義幸 スマートコーチング
373 藤岡 傑 チーム・ウォークライド
374 笠倉 知弥 にょーきょー
375 山本 康雄 パラティアムTOKYO
376 宮脇 浩 ピスタチオ・ブルーマン
377 安藤 大貴 ボッチレーシング
378 堀江 亮 横浜自転車倶楽部
379 松浦 雅史 駿河モンテロッソ
380 瀧口 治仁 湘南夜練
381 高橋 和也 千葉県立流山北高等学校
382 木村 文彦 地獄の特訓部
383 林 伊吹 八ヶ岳CYCLING CLUB
384 日比 龍二
385 佐久間 陸
386 菊地 喜久
387 須藤 良太
388 冨岡 健寛
389 柳瀬 豪
390 黒川 涼太
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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スタートリスト

バンビーノ
周回数 S2 周（ローリング含む） エントリー 9 名
ローリング  周 出走 名

受付 8:15～10:00 試走 ～
検車 9:25～10:40 ライダーズミーティング スタート前～

スタート 10:55 スタート待機時間 10:40

ゼッケン 名前 クラブ
331 越中谷 景士 ↑THE CRAZY ENGINE↑
332 宮崎 暖大 FIRST KIDS
333 澤渡 幹太 Team セオ扇橋
334 尾崎 友哉 サンキッズ国府すみれ組
335 赤羽 欧亮 みどり幼稚園
336 岡 知希 リニアモーターカー
337 花島 正樹
338 尾形 有咲
339 冨山 陽向

小学生1～3年生
周回数 2 周（ローリング含む） エントリー 12 名
ローリング  周 出走 名

受付 8:15～10:00 試走 10:40～10:50
検車 9:35～10:50 ライダーズミーティング スタート前～

スタート 11:05 スタート待機時間 10:50

ゼッケン 名前 クラブ
311 渡井 健太 ＃1-PRIMERA-
312 下村 せりあ ♯1PRIMERA
313 山岸 大洲 GLT
314 舟橋 慈裕 GROVE鎌倉
315 鈴木 蓮大 sbc平塚
316 澤渡 晃 Team セオ扇橋
317 宇埜 遼太郎
318 花島 聡太
319 宮崎 克史
320 篠原 大季
321 杉田 晃大
322 尾形 明咲
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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スタートリスト

小学生4～6年生
周回数 5 周（ローリング含む） エントリー 15 名
ローリング  周 出走 名

受付 8:15～10:00 試走 10:40～10:50
検車 9:35～10:50 ライダーズミーティング スタート前～

スタート 11:05 スタート待機時間 10:50

ゼッケン 名前 クラブ
291 青山 哲宗 SORA GRIT
292 筒井 楓 Team山登(ヤマト)
293 大石 哲平 伊豆ＣＳＣ
294 永田 博人 公田小学校
295 本間 くるみ 湘南ベルマーレ
296 月見里 櫂
297 芝山 瑠透
298 上光 遍
299 菅田 馨
300 浅沼 佳吾
301 田上 遼佑
302 渡辺 和
303 島田 航羽
304 尾形 心咲
305 澤 晴貴

小学生チャンピオン
周回数 5 周（ローリング含む） エントリー 9 名
ローリング  周 出走 名

受付 8:15～10:00 試走 10:40～10:50
検車 9:35～10:50 ライダーズミーティング スタート前～

スタート 11:05 スタート待機時間 10:50

ゼッケン 名前 クラブ

271 皆木 海音 AVENTURA CYCLING ESTRELLA

272 原田 拓朋 AVENTURA CYCLING ESTRELLA

273 野村 慧晴 AVENTURA CYCLING ESTRELLA

274 佐竹 清亮 cycleclub3UP.
275 齊藤 隼平 Team   MJR
276 平泉 洋喜 Team MJR
277 三上 将醐 チーム隼ATHLETUNE
278 紺野 祐玄
279 細井 渚吾
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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スタートリスト

中学生男子クラス
周回数 8 周（ローリング含む） エントリー 10 名
ローリング 1 周 出走 名

受付 8:15～10:00 試走 7:25～7:50
検車 9:50～11:05 ライダーズミーティング 9:45～9:55

スタート 11:20 スタート待機時間 11:05

ゼッケン 名前 クラブ
251 舟橋 裕人 GROVE鎌倉
252 鈴木 康麟 sbc平塚
253 山本 率揮 Team MJR
254 筒井 和 Team山登(ヤマト)
255 井口 靖大 イナーメ信濃山形EFT
256 本井 大裕 チーム 壬生 BB
257 鈴木 悠介 ブラウブリッツェンU15
258 松本 真寛
259 望月 蓮
260 鈴木 智大
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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スタートリスト

チームタイムトライアル
周回数 3 周（ローリング含む） エントリー 9 名
ローリング  周 出走 名

受付 8:15～10:00 試走 7:25～7:50
検車 10:00～11:29 ライダーズミーティング 9:45～9:55

スタート 11:38 スタート待機時間 11:29

ゼッケン クラブ 氏名
211 菅佐原 順
212 品岡 寛
213 森 拓真
214 鈴木 一磨
215 長友 宏樹
216 宇佐美 颯基
217 中山 恭介
218 カールソン ディーン
219 鈴木 孝
220 松尾 隆人
221 二階堂 尚志
222 阿部 健弥
223 藤岡 傑
224 山本 敦
225 原田 大祐
226 小林 秀行
227 庄司 祐介
228 本山 純之
229 斎藤 義幸
230 酒井 洋輔
231 日比 龍二
232 古川 由貴
233 齊藤 龍哉
234 七井 勇之助
235 山田 壮太郎
236 松本 陸
237 鈴木 悠介
238 古澤 典
239 手塚 正義
240 本井 大裕
241 土屋 光城
242 松井 芳賢
243 上野 真
244 長南 勉

尾根幹族

ブラウブリッツェンU15

VIVA☆ZAPPEI

ReVelo

裏尾根幹族

なかやま～ず・中山入り

にかいどぅーず

YOUCAN海老名

スマートコーチング
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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 37 名
ローリング 1 周 出走 名

受付 10:30～12:00 試走 12:18～12:43
検車 11:18～12:33 ライダーズミーティング 12:10～12:20

スタート 12:48 スタート待機時間 12:33

ゼッケン 名前 クラブ
171 廣末 海 31
172 上田 政利 ALLEGRA
173 菅田 有記 Astral Nexus
174 佐藤 悠翔 Astral Nexus 
175 佐々木 久 bikeport R.R
176 田中 翔悟 bikeport R.R
177 木村 真紀人 bikeport Wolf
178 大坂 誠 CHB
179 鈴木 真央 Club Well done!
180 中村 真人 CYCLO NERO
181 阿見 龍生 DEF Touring
182 内澤 明 DEF touring
183 渡辺 京介 ＤＥＦtouring
184 高村 拓也 E-WORKS@PINKY
185 長田 貴彦 E-WORKS@PINKY
186 仲林 蓮 EXTENDED VAX PROVA
187 片野 貴司 GCC
188 石原 哲也 heitanhompo
189 小林 祐輝 innocent
190 古川 由貴 Lion MERIDA
191 熊王 秀哉 MAINES
192 鈴木 一真 MAINES
193 松本 秀 MIVRO
194 萩原 大介 MIVRO
195 大場 翔生 Rapha cycling club
196 奥田 尚哉 Rapha Cycling Club 
197 中山 明 Rapha Cycling Club 
198 佐伯 祐輔 SBC
199 柴田 慶輔 SBC湘南藤沢
200 鈴木 康麟 sbc平塚
201 竹久 渉 team APEX
202 近藤 直樹 TEAM MILANO
203 山本 晃揮 Team MJR
204 小林 文弥 Team MJR
205 佐藤 拓 TEAM RED BEAR
206 内田 明治 team TEC
207 Philipp Roland Team WGN
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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 37 名
ローリング 1 周 出走 名

受付 10:30～12:00 試走 12:18～12:43
検車 11:38～12:53 ライダーズミーティング 12:10～12:20

スタート 13:08 スタート待機時間 12:53

ゼッケン 名前 クラブ
131 高木 俊暢 TEAM YOU CAN
132 菅野 光 TEAM YOUCAN
133 石川 和正 TEAM YOUCAN
134 濱田 修幸 TeamWANGUN 
135 一口 裕輝則 Tehepelo Cycling Club
136 原田 真志 Tehepelo Cycling Club
137 寺北 智之 Tehepelo Cycling Club
138 相賀 崇 TONY Racing
139 松尾 良 T-WANGUN
140 片桐 史智 T-WGN
141 伊藤 彰男 VIVA☆ZAPPEI
142 今井 裕愛 Youcan
143 宮川 佳久 エスペランサ
144 中尾 健一 エフェクト
145 塩谷 咲人 エンドウ商会
146 高松 大樹 ゲリラ豪雨

147 内藤 州
スミタ・エイダイ・パールイズ
ミ・ラバネロ

148 小座間 芳徳 チームDADA
149 富田 駿 トムズサイクリング
150 東條 崇史 ピコリバイシクル
151 小宮 健吾 ピコリバイシクルアトランタ
152 古澤 典 ブラウ・ブリッツェン
153 手塚 正義 ブラウ・ブリッツェン
154 石原 圭太 ヘイタンホンポ
155 久野 隆宏 ワカバクラブ
156 三田 健二 ワカバクラブ
157 阿見 裕一 浦の星自転車部
158 岩田 剣聖
159 田畑 朗
160 伊藤 直哉
161 間野 隆
162 宮本 鷹義
163 細井 宏泰
164 桜井 大樹
165 山口 朋輝
166 室住 竜哉
167 手塚 功一
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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 38 名
ローリング 1 周 出走 名

受付 10:30～12:00 試走 12:18～12:43
検車 11:58～13:13 ライダーズミーティング 12:10～12:20

スタート 13:28 スタート待機時間 13:13

ゼッケン 名前 クラブ
91 佐々木 亮 NAMIBIA PROJECT
92 吉川 大地 Rapha Cycling Club
93 増田 竜大 Rapha Cycling Club
94 松尾 隆人 チーム・ウォークライド
95 山根 理史 チーム・ウォークライド
96 神田 裕教 加瀬塾
97 近藤 良亮 呉南
98 渡辺 智之 呉南
99 前島 勝也 千葉500
100 三川 満張 大福屋
101 青木 義忠 地獄の特訓部
102 斉藤 幸成 地獄の特訓部
103 中泉 正博 地獄の特訓部
104 廣瀬 靖 地獄の特訓部
105 宗像 洋輝 霧雨魔理沙を愛でる会
106 小沼 新
107 小池 光征
108 小嶋 茂
109 上野 遼河
110 清水 義久
111 清田 翼
112 斉藤 慎吾
113 石山 祐太
114 村田 悠輔
115 大岩根 白峰
116 大場 実
117 池原 洋
118 長田 裕貴
119 栃倉 充輝
120 南波 和行
121 平林 一哉
122 蜂谷 龍生
123 龍池 哲也
124 林 茂樹
125 鈴木 岳司
126 棈木 俊一
127 苑田 輝一郎
128 川口 真矢
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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スタートリスト

エキスパート
周回数 20 周（ローリング含む） エントリー 26 名
ローリング 1 周 出走 名

受付 10:30～12:00 試走 12:18～12:43
検車 12:18～13:33 ライダーズミーティング 12:10～12:20

スタート 13:48 スタート待機時間 13:33

ゼッケン 名前 クラブ
61 玄蕃 充 A-Pad CYCLING TEAM
62 増子 雄士 ASTAMA
63 土井 裕幸 ASTAMA
64 嶋崎 大 bikeport R.R
65 関谷 勇希 CHERUBIM RT
66 小村 太朗 CICADA
67 皆川 晃法 DEF Touring
68 三井 裕樹 Rapha Cycling Club
69 矢野 大介 Rapha Cycling Club
70 三宅 勇輝 Rapha Cycling Club 
71 目黒 大雅 Team Moonlight
72 土屋 光城 VIVA☆ZAPPEI
73 松井 芳賢 VIVA☆ZAPPEI
74 田中 兼太郎 VZE
75 高野 聖人 あらズー
76 酒井 凜 サイクルフリーダム
77 阿部 健弥 チーム・ウォークライド
78 古川 優 チーム・ウォークライド
79 齋藤 健太朗 チーム就活
80 河野 仁 チャクボタレーシング
81 伊藤 侑也 構造計画研究所
82 松浦 悟 駿河モンテロッソ
83 齊藤 龍哉 尾根幹族
84 永友 宏樹 尾根幹族(MCC)
85 千葉 裕貴
86 野村 龍司
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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 11 名
ローリング 3 周 出走 名

受付 10:30～12:00 試走 12:18～12:43
検車 12:53～14:08 ライダーズミーティング 12:10～12:20

スタート 14:23 スタート待機時間 14:08

ゼッケン 名前 クラブ
41 有海 早貴 bikeport R.R
42 青山 麻衣子 team 龍二
43 野口 晶子 VIVA☆雑兵
44 石川 春美 チーム小須田
45 富田 美穂 トムズサイクリング
46 原田 莉圭 万騎中水泳部2年
47 羽多野 里香
48 加藤 有美
49 森出 美樹
50 川上 由利恵
51 白崎 芙美子
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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スタートリスト

エリート
周回数 30 周（ローリング含む） エントリー 32 名
ローリング  周 出走 名

受付 10:30～12:00 試走 12:18～12:43
検車 13:15～14:30 ライダーズミーティング 12:10～12:20

スタート 14:45 スタート待機時間 14:30

ゼッケン 名前 クラブ
1 高岡 亮寛 Roppongi Express
2 高橋 誠 Roppongi Express
3 高見澤 海人 Roppongi Express
4 佐藤 智也 Roppongi Express
5 山本 敦 SBC Vertex Racing Team
6 鳥倉 必勝 SBC Vertex Racing Team
7 長南 勉 VIVA☆ZAPPEI

8 東 勝哉 サイクルフリーダム・レーシング

9 栗原 佑弥 サイタマサイクルプロジェクト

10 小形 健作 チーム・ウォークライド
11 大城 奨 にょーきょー
12 石井 慎太郎 ロードベェク愛好会
13 増子 連太郎 大福屋

14 河村 敦人 大福屋 p/b 土のこファーム新堂

15 古谷 朋一 内房レーシングクラブ
16 山田 壮太郎 尾根幹族
17 鈴木 一磨 尾根幹族
18 七井 勇之介 尾根幹族
19 松本 陸 尾根幹族（ゲリラ豪雨）
20 阿部 日向 風速Racing

21 棈木 関二
Champion System Japan Test
Team

22 新村 穣 CS Slinger
23 宇佐美 颯基 GROVE鎌倉
24 松村 尚毅 Peek a Boo
25 橋爪 大樹 Peek-a-Boo
26 相楽 誠 Rapha Cycling Club
27 中 瑞希 Rapha Cycling Club
28 永富 一騎
29 吉村 健央
30 小堀 陽人
31 菅野 将志
32 木村 翔
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