
ネッツトヨタ湘南プレゼンツ宮ケ瀬クリテリウム第２戦スタートリスト

小学生1、2年生
周回数 1.5 周（ローリング含む） エントリー 5 名
ローリング 0.5 周 出走 名

受付 6:30～7:40 試走 7:40～7:50
検車 6:20～7:35 ライダーズミーティング スタート前～

スタート 7:50 スタート待機時間 7:35

ゼッケン 名前 クラブ
311 馬島 史弥 Cycle DNA
312 李 将顕 楽天ルーラーズ
313 赤岩 新太郎
314 中山 怜
315 小島 岬

小学生3、4年生
周回数 2.5 周（ローリング含む） エントリー 9 名
ローリング 0.5 周 出走 名

受付 6:30～7:40 試走 7:40～7:50
検車 6:31～7:46 ライダーズミーティング スタート前～

スタート 8:01 スタート待機時間 7:46

ゼッケン 名前 クラブ
291 青山 哲宗 SORA GRIT
292 佐竹 清亮 アラスカワークス

293 中仙道 侑毅
イオンバイクＪｒ.レーシン
グ＆怪しい道調査隊

294 三上 将醐 チーム隼ATHLETUNE
295 平井 進之介
296 野村 慧晴
297 紺野 祐玄
298 金子 幸広
299 小島 広路

小学生5、6年生
周回数 2.5 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 6:30～7:40 試走 7:40～7:50
検車 6:31～7:46 ライダーズミーティング スタート前～

スタート 8:01 スタート待機時間 7:46

ゼッケン 名前 クラブ
281 秋谷 光亮 cycleDNA 
282 原田 拓朋 team sorriso
283 熊倉 明楽
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ネッツトヨタ湘南プレゼンツ宮ケ瀬クリテリウム第２戦スタートリスト

バンビーノ
周回数 0.5 周（ローリング含む） エントリー 5 名
ローリング なし 周 出走 名

受付 6:30～7:40 試走 なし～
検車 6:43～7:58 ライダーズミーティング スタート前～

スタート 8:13 スタート待機時間 7:58

ゼッケン 名前 クラブ
271 内田 大夢
272 秋山 楓
273 金子 岳広
274 小島 夕輝
275 森田 直央 ゆありなワークス

ピュアビギナー1組目
周回数 7.5 周（ローリング含む） エントリー 27 名
ローリング 2.5 周 出走 名

受付 6:30～7:40 試走 7:10～7:40
検車 6:51～8:06 ライダーズミーティング 7:40～7:50

スタート 8:21 スタート待機時間 8:06

ゼッケン 名前 クラブ
231 多田 尚史 acu-power Racing Team
232 村田 貴則 CircleCycle
233 庄司 哲也 GOSLINIA60
234 望月 琢磨 GOSLINIA60
235 小笠原 豊 MOOK RC
236 河野 謙 SAAG
237 緒方 勇輝 TDU二部サイクリング同好会

238 坪井 元 TDU二部サイクリング同好会

239 Urista Scott Team ODZ
240 澤田  康宏
241 永島 祐太
242 金子 賢人
243 高瀬 将映
244 郷司 飛馬
245 福田 博文
246 赤岩 新
247 杉本 満則
248 佐藤 綾太
249 波多野 厚也
250 中田 大樹
251 大島 義昭
252 今橋 敦
253 山口 格
254 本咲 薫
255 天野 優俊
256 金子 朋嗣
257 春日井 大樹
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ネッツトヨタ湘南プレゼンツ宮ケ瀬クリテリウム第２戦スタートリスト

ピュアビギナー2組目
周回数 7.5 周（ローリング含む） エントリー 27 名
ローリング 2.5 周 出走 名

受付 6:30～7:40 試走 7:10～7:40
検車 7:10～8:25 ライダーズミーティング 7:40～7:50

スタート 8:40 スタート待機時間 8:25

ゼッケン 名前 クラブ
191 高山 可愛 YRK6
192 星川 輝 YRK6
193 佐藤 勇一郎 YRK6
194 樅山 将康 ローソソ
195 木田 敏也 ローソソ
196 原田 良太 ローソソ
197 井口 高志 九段中等教育学校
198 井口 靖大 九段中等教育学校
199 小清水 純一 正太郎レーシング
200 大澤 優樹 正太郎レーシング
201 廣田 悠大 町田市自転車推進連盟
202 金内 伸如
203 深津 裕一
204 廣田 蒔怜
205 ムラカミ ジュン
206 秋山 二朗
207 大曽根 一
208 星 篤史
209 大場 望舜
210 本 章宏
211 高山 英之
212 呉 松紀
213 林 凛太朗
214 高原 宏明
215 戸田 将軍
216 藤原 貴博
217 堀込 大樹
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ネッツトヨタ湘南プレゼンツ宮ケ瀬クリテリウム第２戦スタートリスト

ビギナー1組目
周回数 7.5 周（ローリング含む） エントリー 21 名
ローリング 1.5 周 出走 名

受付 7:50～9:50 試走 10:00～10:30
検車 9:00～10:15 ライダーズミーティング 9:50～10:00

スタート 10:30 スタート待機時間 10:15

ゼッケン 名前 クラブ
161 大坂 誠 CHB
162 高橋 翔 cycleclub 3UP
163 島村 浩一 Firstbikes
164 青木 勲 GROVE宮前平
165 菊田 直明 GROVE宮前平
166 浅川 尚紀 Gruppetto
167 中尾 拓人 Hirako.mode
168 菅原 朋樹 HVRL-ccc-
169 福永 卓也 HVRL-ccc-
170 小松 千尋 k.オマツと武マイク
171 奥田 勇 LEPUS
172 三澤 進 MEDALIST.bd

173 石井 純一
NAMIBIA PROJECT Cycling
Team

174 門井 健太 PUNTOROSSO
175 田結庄 洋平 Rapha Cycling Club
176 田中 裕大郎 Rapha Cycling Club
177 成沢 雄太
178 中村 公信
179 小川名 啓
180 瀧口 吉郎
181 浜本 隼生
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ネッツトヨタ湘南プレゼンツ宮ケ瀬クリテリウム第２戦スタートリスト

ビギナー2組目
周回数 7.5 周（ローリング含む） エントリー 21 名
ローリング 1.5 周 出走 名

受付 7:50～9:50 試走 10:00～10:30
検車 9:24～10:39 ライダーズミーティング 9:50～10:00

スタート 10:54 スタート待機時間 10:39

ゼッケン 名前 クラブ
131 太田 知季 SBC
132 瓜生 聖樹 SKZU
133 平尾 公一 SUBARU・C・C
134 柿原 裕介 ＳＵＢＡＲＵ・Ｃ・Ｃ
135 河野 和哉 Team Coyote
136 塚越 一生 team Cys
137 小川 空石 ventos freccia
138 持斉 秀和 VIVA☆ZAPPEI
139 井出 直人 VIVA☆ZAPPEI
140 新原 秀作 YJCR
141 越田 祐史 おれんじ
142 井野元 英二 オレンジ
143 桑原 隆浩 チームF
144 品田 祐太 チームF
145 岡島 正一 チームF
146 安田 誠士郎
147 竹内 上総
148 橋本 祐樹
149 小林 晴樹
150 三輪 建
151 青木 逹徳
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ネッツトヨタ湘南プレゼンツ宮ケ瀬クリテリウム第２戦スタートリスト

ビギナー3組目
周回数 7.5 周（ローリング含む） エントリー 21 名
ローリング 1.5 周 出走 名

受付 7:50～9:50 試走 10:00～10:30
検車 9:48～11:03 ライダーズミーティング 9:50～10:00

スタート 11:18 スタート待機時間 11:03

ゼッケン 名前 クラブ
101 木津谷 雄一 な組
102 中井 啓佑 な組
103 小宮 健吾 ピコリバイシクルアトランタ

104 大森 健太 ピコリバイシクルアトランタ

105 東條 崇史 ピコリバイシクルアトランタ

106 山口 広生 ブラッキー山本
107 李 顕一 楽天ルーラーズ
108 小林 龍成 神奈川工科大学自転車部
109 山口 夏季 鳴沢小学校
110 小柳 俊夫
111 松永 優斗
112 大平 柊
113 羽賀 弘太朗
114 鈴木 紳之助
115 高橋 瑛士
116 有元 太朗
117 村上 慧介
118 本多 英明
119 中井 拓登
120 新井 航太
121 齋藤 光輝
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ネッツトヨタ湘南プレゼンツ宮ケ瀬クリテリウム第２戦スタートリスト

スポーツ
周回数 10.5 周（ローリング含む） エントリー 20 名
ローリング 1.5 周 出走 名

受付 7:50～9:50 試走 10:00～10:30
検車 10:12～11:27 ライダーズミーティング 9:50～10:00

スタート 11:42 スタート待機時間 11:27

ゼッケン 名前 クラブ
71 長瀬 寛之 B-SOUL
72 高橋 翔 cycleclub 3UP
73 曽我 啓一郎 cyclist OGGI
74 齋藤 雅彦 GROVE宮前平
75 大倉 純 GROVE港北
76 武井 雄一郎 SBC Vertex Racing Team
77 三林 靖 Team Lion
78 大久保 由紀夫 teamCOYOTE
79 塩野 淳平 VENTOS FRECCIA
80 堀 佑太朗 VIVA☆ZAPPEI
81 上原 峻 ウォークライド
82 金子 幸信 クラブ ロードロ
83 松尾 隆人 チーム・ウォークライド
84 藤岡 傑 チーム・ウォークライド
85 上原 雅主 焼きまんじゅうOYT
86 吉村 甲斐 焼きまんじゅうOYT
87 坂巻 徹
88 原 鉄馬
89 日比 龍二
90 飯塚 剛士

ミディアム
周回数 13.5 周（ローリング含む） エントリー 12 名
ローリング 1.5 周 出走 名

受付 9:30～12:05 試走 12:35～12:55
検車 11:48～13:03 ライダーズミーティング 12:05～12:15

スタート 13:18 スタート待機時間 13:03

ゼッケン 名前 クラブ
51 白井 隆之 CCPP
52 深村 涼介 DEF touring
53 三上 兼太朗 RSCCヒジカタサイクル

54 中川 茂
ケルビム＆wincomeレーシン
グチーム

55 片山 雄司 たかだフレンド
56 萩原 茂 チーム・ウォークライド
57 佐久間 陸 室蘭工業大学
58 松浦 耕介
59 駒沢 正己
60 藤田 智
61 渡辺 拓也
62 中島 佑介
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女子ビギナー＋女子スポーツ
周回数 5.5 周（ローリング含む） エントリー 4 名
ローリング 2.5 周 出走 名

受付 9:30～12:05 試走 12:35～12:55
検車 12:25～13:40 ライダーズミーティング 12:05～12:15

スタート 13:55 スタート待機時間 13:40

ゼッケン 名前 クラブ
41 岡田 香織 でゅぽんたん
42 大倉 優華 GROVE港北
43 永井 愛衣 トマト大好き
44 鈴木 いずき

エキスパート
周回数 15.5 周（ローリング含む） エントリー 7 名
ローリング 1.5 周 出走 名

受付 9:30～12:05 試走 12:35～12:55
検車 12:48～14:03 ライダーズミーティング 12:05～12:15

スタート 14:18 スタート待機時間 14:03

ゼッケン 名前 クラブ
21 土屋 修平 Bumpy Path
22 飯岡 英之 GOSLINIA60
23 戸田 裕一 GROVE港北
24 塗本 慎吾 Team avanti
25 高木 駿 Team avanti
26 土屋 光城 VIVA☆ZAPPEI
27 野村 龍司

エリート
周回数 20.5 周（ローリング含む） エントリー 8 名
ローリング 1.5 周 出走 名

受付 9:30～12:05 試走 12:35～12:55
検車 13:29～14:44 ライダーズミーティング 12:05～12:15

スタート 14:59 スタート待機時間 14:44

ゼッケン 名前 クラブ
1 佐藤 裕太 TEAM YOUCAN
2 今井 大悟 VENTOS FRECCIA
3 山下 太一 アーティファクトレーシング

4 公文 拓真 ウォークライド・バイク
5 阿部 健弥 チーム・ウォークライド
6 西野 智久 チーム・ウォークライド
7 古川 優 チーム・ウォークライド
8 棈木 関二
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