
宮ヶ瀬クリテリウム2020　スタートリスト

ｽﾎﾟｰﾂ
周回数 10.5 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 6:45～7:55 試走 7:30～7:50

検車 7:00～8:00 ライダーズミーティング 7:55～8:05
スタート 8:10 スタート前整列 8:05

ゼッケン 名前 クラブ
21 桜井 誠 ロードロ
22 斉藤 玄 プロトン伊豆レーシング
23 斎藤 耕一 チドリサイクリングチーム
24 田澤 鉄平 チドリサイクリングチーム
25 Kimura Kohei チドリサイクリングチーム
26 石原 秋彦 ---チタンバイクの男---

27 河田 良介 ことりのおやつ
28 橋本 渡 YOUCAN大磯
29 本山 純之 YOUCAN海老名

30 堀 佑太朗 VIVA☆ZAPPEI
31 池ケ谷 康平 VENTOS ACT2
32 川本 貴志 TEAM YOU CAN
33 田宮 弘之 TEAM TRCB
34 佐々木 康憲 Team DKY
35 杉村 貫太 PINKY SCARLET 
36 アーロン ロング PERFURO

37 大村 芳明 Pedalist
38 光山 豊晴 NAMIBIA Project Cycling Team
39 Bayona Diego COLOMBIA
40 紫藤 仁 ARCCレーシングチーム
41 根本 暁斗 AGER Cycling Team
42 Spitz Benjamin 「 」
43 中内 陸
44 植村 輝
45 福元 祥文
46 渡部 潤治

47 今仲 保宏
48 白石 真之
49 畑中 亮治
50 戸取 大樹
51 Brian Blodgett
52 先崎 薫
53 福田 海響
54 高橋 優人
55 村田 悠輔
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宮ヶ瀬クリテリウム2020　スタートリスト

ﾋﾟｭｱﾋﾞｷﾞﾅｰ１組目
周回数 5.5 周（ローリング含む） エントリー 30 名
ローリング 2.5 周 出走 名

受付 6:45～7:55 試走 7:30～7:50

検車 7:12～8:27 ライダーズミーティング 7:55～8:05
スタート 8:42 スタート前整列 8:27

ゼッケン 名前 クラブ
61 大貫 貴史 冷麦自転車部
62 畔柳 政樹 天神会
63 足立 光 天神会
64 豊田 直樹 天神会
65 仲宗根 あんどれ 神奈川総合産業高等学校
66 小沼 颯平 まいぺーす

67 室住 竜哉 プロトン伊豆レーシング
68 加藤 光空 ふるさと村レーシング
69 沢野 晃 ブラウ・ブリッツェン

70 牧野 響暉 チー牛連合
71 良知 俊祐 チー牛連合
72 宮本 恭貴 チームのりりん
73 竹中 香流 たけのこ
74 中島 卓也 スクーデリアブリランテ
75 三平 将彦 クリニックみひら
76 内田 智典 あくあ・みら～じゅ

77 平野 智徳 YOU CAN
78 並木 太一郎 VAPOR CX TEAM
79 岡 大輔 Team Wise
80 相澤 柊斗 Team Eins
81 山本 駿 Team Eins
82 青木  大地 Team Eins
83 岩月 諒太郎 Team BFY Racing
84 内山 薫平 TCT
85 菅原 健一 sora 
86 老川 哲広 L-Breath Bike

87 長田 貴彦 E-WORKS@PINKY
88 都丸 藍音 COW GUMMA
89 湯澤 政明 Chennai Cyclist Club
90 高木 大輝 B'clover
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ﾋﾟｭｱﾋﾞｷﾞﾅｰ２組目
周回数 5.5 周（ローリング含む） エントリー 31 名
ローリング 2.5 周 出走 名

受付 6:45～7:55 試走 7:30～7:50

検車 7:37～8:52 ライダーズミーティング 7:55～8:05
スタート 9:07 スタート前整列 8:52

ゼッケン 名前 クラブ
101 菅原 陸 2R.Twins
102 菅原 蓮 2R.Twins
103 岩澤 寿将
104 濱口 慶正
105 三澤 進
106 霜出 祐輝

107 塙 洋雄
108 正木 秀和
109 百瀬 和樹

110 髙橋 一慶
111 井口 嵩
112 榎 翔吾
113 緑川 雄樹
114 近村 学
115 田中 正紀
116 松平 大介

117 南 秀治
118 畑山 雄海
119 田上 卓矢
120 植村 和彦
121 佐久間 清貴
122 崎原 圭一
123 佐藤 祐太
124 森田 貴之
125 島 侑希
126 大澤 祐希

127 金内 伸如
128 松井 良恭
129 上原田 梓
130 木村 尚人
131 沼沢 健介
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ﾋﾟｭｱﾋﾞｷﾞﾅｰ３組目
周回数 5.5 周（ローリング含む） エントリー 30 名
ローリング 2.5 周 出走 名

受付 6:45～7:55 試走 7:30～7:50

検車 8:02～9:17 ライダーズミーティング 7:55～8:05
スタート 9:32 スタート前整列 9:17

ゼッケン 名前 クラブ
141 藤井 淳次
142 望月 昌之
143 和田 一真
144 山崎 剛
145 本間 智和
146 平山 容丈

147 田仲 弘
148 川瀬 俊哉
149 遠藤 龍作

150 酒井 滉輔
151 山口 知洋
152 川澄 朋章
153 高井 朗
154 籠野 将史
155 宇都 一朗
156 小山 智久

157 金田 卓士
158 小浜 幸司
159 中條 友貴
160 上野 應介
161 西川 蒼平
162 大原 一平
163 細野 寛人
164 小糸 開
165 佐藤 和樹
166 若林 亮河

167 山里 一心
168 武田 凌
169 佐藤 正明
170 藤原 貴博

4/13
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バンビーノ
周回数 0.5 周（ローリング含む） エントリー 9 名
ローリング なし 周 出走 名

受付 8:30～9:50 試走 なし～

検車 9:00～10:15 ライダーズミーティング スタート前～
スタート 10:30 スタート前整列 10:15

ゼッケン 名前 クラブ
181 高山 武尊 TEAMタケティ
182 杉本 佳那恵 loosefish
183 綱嶋 一信 ELEVEN 
184 Bayona Tiana COLOMBIA
185 花島 正樹
186 出戸 哲彦

187 内田 莉紗子
188 酒井 昴
189 籠野 将斗

小学生1～3年生
周回数 1.5 周（ローリング含む） エントリー 10 名
ローリング 0.5 周 出走 名

受付 8:30～9:50 試走 10:02～10:12
検車 9:15～10:30 ライダーズミーティング スタート前～

スタート 10:45 スタート前整列 10:30

ゼッケン 名前 クラブ
201 杉本 健太朗 loosefish
202 綱嶋 勇音 ELEVEN 
203 花島 聡太
204 村田 心泰
205 正木 大翔

206 出戸 哲平
207 岡本 隼輔
208 廣岡 治樹
209 成瀬 奏音
210 尾崎 友哉
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宮ヶ瀬クリテリウム2020　スタートリスト

小学生4～6年生
周回数 2.5 周（ローリング含む） エントリー 14 名
ローリング 0.5 周 出走 名

受付 8:30～9:50 試走 10:02～10:12

検車 9:30～10:45 ライダーズミーティング スタート前～
スタート 11:00 スタート前整列 10:45

ゼッケン 名前 クラブ
221 綱嶋 凛々音 ボンシャンスクラブ
222 中島 航太 スクーデリアブリランテ
223 新藤 あんり がっぽり建設 自転車愛好会
224 渡辺 滉士 イオンバイクJr.レーシング
225 森岡 咲希 Yamanakako Cycling Club 
226 宮崎 克史 COW GUMMA

227 馬島 史弥 AVENTURA Cycling estrella
228 高村 拓豊
229 斉藤 優衣

230 芝山 瑠透
231 廣岡 旺樹
232 恵万 ロング
233 成瀬 謙汰
234 鈴木 孔明

小学生チャンピオン
周回数 2.5 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 8:30～9:50 試走 10:02～10:12
検車 9:30～10:45 ライダーズミーティング スタート前～

スタート 11:00 スタート前整列 10:45

ゼッケン 名前 クラブ

241 三上 将醐 チーム隼アスリチューン
242 青山 哲宗 SORA GRIT
243 野村 慧晴 AVENTURA CYCLING ESTRELLA
244 渡井 健太 #1-PRIMERA-
245 紺野 祐玄
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宮ヶ瀬クリテリウム2020　スタートリスト

中学生クラス
周回数 5.5 周（ローリング含む） エントリー 11 名
ローリング 1.5 周 出走 名

受付 8:30～9:50 試走 10:15～10:25

検車 9:51～11:06 ライダーズミーティング 9:50～10:00
スタート 11:21 スタート前整列 11:06

ゼッケン 名前 クラブ
251 佐々木 啄人 ボンシャンスACA
252 沢野 司 ブラウ・ブリッツェン
253 新藤 大翔 がっぱり建設 自転車愛好会
254 成瀬 怜 ウィンディー筑波
255 望月 蓮 Yamanakako Cycling Club
256 岩月 諒太郎 Team BFY Racing

257 石井 知東 MOCO
258 都丸 藍音 COW GUMMA
259 原田 拓朋 AVENTURA CYCLING ESTRERA

260 川代 剛一
261 渡辺 成

女子クラス
周回数 5.5 周（ローリング含む） エントリー 5 名

ローリング 2.5 周 出走 名

受付 8:30～9:50 試走 10:15～10:25
検車 10:13～11:28 ライダーズミーティング 9:50～10:00

スタート 11:43 スタート前整列 11:28

ゼッケン 名前 クラブ
271 山﨑 諒子 team Dky
272 幸城 はるか  
273 松井 紀子  

274 小野 響子  
275 ロング 恵美  
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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 29 名
ローリング 1.5 周 出走 名

受付 10:00～11:50 試走 12:13～12:33

検車 11:13～12:28 ライダーズミーティング 12:00～12:10
スタート 12:43 スタート前整列 12:28

ゼッケン 名前 クラブ
281 小林 毅瑠 尾根幹族(研修生)
282 齊藤 龍哉 尾根幹族
283 山本 星良 津久井高校自転車競技部
284 南波 和行 地獄の特訓部
285 小野木 正人 大福屋
286 三川 満張 大福屋

287 朝比奈 知樹 静岡北高校
288 宮川 大和 正則高等学校
289 今井 海凪 成城高校

290 井口 亮 雑兵
291 土井 幹太 埼玉大学FBC
292 井島 大樹 埼玉大学FBC
293 五嶋 壮太 埼玉大学FBC
294 山本 大地 今すぐ帰ってレポートやらなきゃ留年レーシング

295 内田 大介 気まぐれ猫の会
296 橋本 晴哉 往来教

297 棚橋 亮太 ワンダーOB
298 黒川 涼太 ゆるガチ
299 佐久間 崚 マイヨ組
300 佐藤 択海 まいぺーす
301 大場 望舜 まいぺーす
302 松本 雄大 ハッピーワクワクサイクリング
303 秋元 直也 ハッピーワクワクサイクリング
304 牧野 響暉 チー牛連合
305 良知 俊祐 チー牛連合
306 永田 進 チームリオン

307 大川 雄一郎 チームフラックス
308 大澤 奨太 チームフラックス
309 森 悠希 High Ambition 女子サイクリングアカデミー
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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 28 名
ローリング 1.5 周 出走 名

受付 10:00～11:50 試走 12:13～12:33

検車 11:39～12:54 ライダーズミーティング 12:00～12:10
スタート 13:09 スタート前整列 12:54

ゼッケン 名前 クラブ
311 中島 卓也 スクーデリアブリランテ
312 堀田 信 しおかるぴ
313 宮田 大樹 クラブ・ロードロ
314 成瀬 怜 ウィンディー筑波
315 井上 悠 Yamanakako Cycling Club
316 望月 蓮 Yamanakako Cycling Club

317 上野 真 ＶＩＶＡ雑兵
318 池ケ谷 康平 VENTOS ACT2
319 倉恒 悠司 TONY Racing

320 加藤 唯史 TONY Racing
321 吉田 光希 teamハニカム
322 高山 優 TEAMタケティ
323 井川 民夫 team ZERO
324 佐藤 郁之 Team YOU CAN
325 保坂 好明 Team Wise
326 伊勢 京介 TAMA COPPI

327 袴田 敏紹 SN@しおかるび
328 吉田 隼太郎 SBC Vertex Racing Team
329 西垣 麻杜 SAVE THE RIM BRAKE
330 加藤 俊 SAVE THE RIM BRAKE
331 中嶌 共生 NICO OZ
332 大澤 優樹 NAMIBIA PROJECT Cycling Team
333 青井 慎吾 NAMIBIA PROJECT cycling team
334 石川 修 MATTINO
335 白田 智 maggie
336 本田 啓仁 LINKVISIONGILASOLECYCLING

337 山中 健士朗 LINKVISION GIRASOLE CYCLING
338 松尾 彰久 KYB Racing
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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 28 名
ローリング 1.5 周 出走 名

受付 10:00～11:50 試走 12:13～12:33

検車 12:06～13:21 ライダーズミーティング 12:00～12:10
スタート 13:36 スタート前整列 13:21

ゼッケン 名前 クラブ
341 高橋 弘次 GTC FROM-M
342 菊田 直明 GROVE宮前平
343 星見 洋介 GROVE宮前平
344 久保田 正 Cina
345 高木 俊暢 7Gears
346 大塚 怜士 7Gears

347 久保田 諒介
348 小林 大佑
349 本田 淳人

350 大森 拓人
351 渡辺 智之
352 岡本 陽介
353 近政 諒
354 小泉 翔
355 高橋 瑛士
356 杉山 竜二

357 笠尾 大和
358 渡邉 宗将
359 小池 夏樹
360 成瀬 慎二
361 石坂 俊
362 坂本 憲亮
363 木村 恭大
364 三木 拓真
365 岩澤 寿将
366 矢口 友輝

367 夏堀 優輝
368 中條 友貴
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ミディアム
周回数 13.5 周（ローリング含む） エントリー 31 名
ローリング 1.5 周 出走 名

受付 10:00～11:50 試走 12:13～12:33

検車 12:32～13:47 ライダーズミーティング 12:00～12:10
スタート 14:02 スタート前整列 13:47

ゼッケン 名前 クラブ
371 西村 朝陽 東京都立大学
372 影森 信一郎 多摩ポタ
373 後藤 ゴウ 静岡北高校
374 片岡 徹 埼玉大学FBC
375 東 厚希 横浜高等学校
376 佐野 友哉 マビックジャパン テストチーム

377 福島 唯暉 つくし
378 三好 竜介 チドリサイクリングチーム
379 石川 靖洋 チーム・ウォークライド

380 石積 伸之 クラブ ロード・ロ
381 関 純夫 YOKOSUKA UNO RACING
382 権田 歩人 Yamanakako Cycling Club
383 稲葉 蒼 Yamanakako Cycling Club
384 大久保 由紀夫 TeamCOYOTE
385 日比 龍二 team ZERO
386 増子 連太郎 TAKAFUMI

387 松澤 柊太郎 SBC Vertex Racing Team
388 日向 隼人 SBC Vertex Racing Club
389 山口 凱生 sagan大好キッズ
390 藤本 元貴 sagan大好キッズ
391 永友 宏樹 MiNERVA-asahi(尾根幹族)
392 今井 亮太 MiNERVA-asahi
393 皆川 晃法 DEF Touring
394 千葉 哲也 BoomBoomCycling
395 松原 瑠南 AKIRUNO Cycling Academy Project
396 佐藤 智也 1CM銀座店

397 笹木 哲雄
398 生天目 直樹
399 生天目 隼人
400 馬場 慶三郎
401 小林 トシノア
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エキスパート
周回数 15.5 周（ローリング含む） エントリー 18 名
ローリング 1.5 周 出走 名

受付 10:00～11:50 試走 12:13～12:33

検車 13:11～14:26 ライダーズミーティング 12:00～12:10
スタート 14:41 スタート前整列 14:26

ゼッケン 名前 クラブ
411 宮本 鷹義 保土ヶ谷高校
412 三橋 大治郎 尾根幹族
413 石井 慎太郎 鶴ヶ島エクスプレッソ
414 山田 潤 静岡北高校
415 常富 柾生 静岡県立大学
416 大澤 康平 メンタル弱々レーシング

417 細越 学 メンタル弱々レーシング
418 目黒 大雅 ムーンライト
419 末岡 正充 ぼっちれーしんぐ

420 藤岡 傑 チーム・ウォークライド
421 小形 健作 チーム・ウォークライド
422 酒井 洋輔 ゲリラ豪雨
423 関谷 勇希 TONY Racing/CHERUBIM RT
424 高木 駿 PROJECT-Y
425 白鳥 興寛 ARCCレーシングチーム
426 平形 洋生 ARCCレーシングチーム

427 重田 一義 ARCCレーシングチーム
428 本田 裕大
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エリート
周回数 20.5 周（ローリング含む） エントリー 17 名
ローリング 1.5 周 出走 名

受付 10:00～11:50 試走 12:13～12:33

検車 13:54～15:09 ライダーズミーティング 12:00～12:10
スタート 15:24 スタート前整列 15:09

ゼッケン 名前 クラブ
1 橋本 友哉 落車
2 鈴木 一磨 尾根幹族
3 斎藤 啓太 天狗党
4 野上 太一 天狗党
5 河村 敦人 大福屋
6 岩辺 陸 静岡北高校

7 朝比奈 知樹 静岡北高校
8 松下 直暉 稲城FIETSクラスアクト
9 加藤 遼 ターマック欲しいレーシング

10 佐藤 裕太 TEAM YOU CAN
11 山本 敦 SBC Vertex Racing Team
12 長島 悠貴 PROJECT-Y
13 原田 敬文 pinazou test team
14 あべ木 関二 ChampionSystemJapanTestTeam
15 山内 一真
16 米田 紘貴

17 沢野 大地

13/13


