
宮ヶ瀬クリテリウム2022スタートリスト

ｽﾎﾟｰﾂ
周回数 9.5 周（ローリング含む） エントリー 16 名
ローリング  0.5周 出走 名

受付 6:45～7:55 試走 7:30～7:50
検車 なし ライダーズミーティング スタート前～

スタート 8:10 スタート前整列 8:05

ゼッケン 名前 フリガナ クラブ
31 有山　悠斗 アリヤマ　ユウト 川口市自転車競技連盟
32 山本　詠史 ヤマモト エイジ MIVRO

33 野村　慧晴 ノムラ ケイセイ
AVENTURA VICTORIA
RACING

34 見目　詠一 ケンモク　エイイチ クラブウェルダン
35 松本　心平 マツモト　シンペイ s'fida prego racing
36 土井　幹太 ドイ　カンタ EMU Speed Club
37 上野　真 ウエノ シン ＶＩＶＡ雑兵

38 土屋　光城 ザッペイ　ツチヤ
VIVA☆ZAPPEIエクスト
リーム

39 油井　航祐 ユイ　コウスケ
40 坂本　憲亮 サカモト　ケンスケ
41 庄山　均 ショウヤマ ヒトシ
42 笹木　哲雄 ササキ テツオ
43 清水　優人 シミズ　ユウト
44 中山　恭介 ナカヤマ　キョウスケ
45 濱崎　隆 ハマザキ　タカシ SBC Vertex Racing
46 石川　靖洋 イシカワ　ヤスヒロ チーム・ウォークライ

ﾋﾟｭｱﾋﾞｷﾞﾅｰ１組目
周回数 4.5 周（ローリング含む） エントリー 14 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 なし ライダーズミーティング スタート前～

スタート 8:40 スタート前整列 8:25

ゼッケン 名前 フリガナ クラブ
51 伊藤　優太 イトウ　ユウタ Team AVENTURA チーム
52 寺園　桜華 テラゾノ　オウカ Team AVENTURA チーム
53 久慈　光司朗 クジ　コウシロウ TeamAVENTURA チームB
54 秋山　聡 アキヤマ　サトシ teamAVENTURA.A
55 関根　一馬 セキネ　カズマ 電気通信大学
56 矢尾　海心 ヤオ　カイシン
57 平川　昇 ヒラカワ　ノボル
58 松葉　功将 マツバ　コウスケ
59 MAGLALANG　MARK マグララング　マーク
60 大和田　忠大 オオワダ　タダヒロ
61 田中　淳平 タナカ　ジュンペイ
62 萩原　瞳 ハギワラ　ヒトミ
63 南　瑛太 ミナミ　エイタ
64 成田　清瞳 ナリタ　サヤキ チーム・ウォークライ
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ﾋﾟｭｱﾋﾞｷﾞﾅｰ２組目
周回数 4.5 周（ローリング含む） エントリー 14 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 なし ライダーズミーティング スタート前～

スタート 9:02 スタート前整列 8:47

ゼッケン 名前 フリガナ クラブ
71 中島　啓次 ナカジマ　ケイジ TEAMルキデ☆バレヤ
72 中島　真治 ナカジマ　シンジ TEAMルキデ☆バレヤ
73 松浦　学 マツウラ　マナブ tetto
74 大川　準二 オオカワ　ジュンジ 中島サイクル
75 田村　政喜 タムラ マサキ 中島サイクル
76 大塚　玄一 オオツカ　ゲンイチ 中島サイクル
77 赤石　友樹 アカイシ　ユウキ 中島サイクル
78 佐藤　一星 サトウ　イッセイ
79 和田　一真 ワダ　カズマ
80 山崎　頌太 ヤマサキ　ショウタ
81 三澤　進 ミサワ　ススム
82 新井　誠 アライ　マコト
83 宮澤　工 ミヤザワ　タクミ
84 吉谷　浩正 ヨシタニ　ヒロマサ

ﾋﾟｭｱﾋﾞｷﾞﾅｰ３組目
周回数 4.5 周（ローリング含む） エントリー 13 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 なし ライダーズミーティング スタート前～

スタート 9:24 スタート前整列 9:09

ゼッケン 名前 フリガナ クラブ
91 北島　輝之 キタジマ　テルユキ NACK Racing
92 佐藤　隼輔 サトウ　シュンスケ ﾁｰﾑﾄﾞﾝﾎﾞｽｺォ
93 岡田　育也 オカダ　イクヤ ﾁｰﾑﾄﾞﾝﾎﾞｽｺォ
94 曾我部　朔永 ソガベ　サクト 麻溝の恥
95 小笠原　万里 オガサワラ　バンリ 麻溝の恥
96 渡邉　雄大 ワタナベ　ユウタ
97 内藤　龍海 ナイトウ　タツミ
98 長田　貴彦 オサダ　キミヒコ
99 金内　伸如 カネウチ ノブユキ

100 木下　博文 キノシタ ヒロフミ
101 山口　達郎 ヤマグチ タツロウ
102 宮崎　優人 ミヤザキ　ユウト YOUCAN

103 廣瀬　博子 ヒロセ　ヒロコ
サイタマサイクルプロ
ジェクト
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バンビーノ
周回数 0.5 周 エントリー 4 名
ローリング なし 出走 名

受付 8:30～9:50 試走 なし～
検車 なし 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 フリガナ クラブ
105 稲葉　桃子 イナバ　モモコ 伊豆CSC
106 村田　摩心 ムラタ　マコ
107 面谷　遼 オモダニ　リョウ
108 堀田　桜希 ホッタ　オウキ

小学生1～3年生
周回数 1.5 周 エントリー 5 名
ローリング なし 出走 名

受付 8:30～9:50 試走 9:51～10:01
検車 なし 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 フリガナ クラブ
111 稲葉　立 イナバ　タツル 伊豆CSC
112 村田　心泰 ムラタ　モトヤス

113 尾崎　友哉 オザキ　トモヤ
湘南ベルマーレトライ
アスロン

114 面谷　篤 オモダニ　アツシ
115 堀田　麗音 ホッタ　レイン

小学生チャンピオン+中学生
周回数 4.5 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 9:51～10:01
検車 なし 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

備考 ゼッケン 名前 フリガナ クラブ
小学生 116 根本　煌生 ネモト コウキ AVENTURA

小学生 117 渡井　健太 ワタイ　ケンタ
AVENTURA CYCLING
ESTRELLA

小学生 118 馬島　史弥 マジマ フミヤ
AVENTURA Cycling
Estrella

121 宮崎　優人 ミヤザキ　ユウト YOUCAN
122 山本　拓弥 ヤマモト　TAKUYA ラパス
123 芝山　瑠透 シバヤマ　ルイト ROUGH STONES
124 藤田　聖 フジタ　ゼン
125 飯島　鷲汰 イイジマ　シュウタ
126 笠井　正晴 カサイ　マサハル

127 小野寺　友希 オノデラ　トモキ
LINKVISIONGIRASOLECY
CRING

128 三上　将醐 ミカミ　ショウゴ
アスリチューン・コ
ラッジョU-19
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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 14 名
ローリング  0.5周 出走 名

受付 10:00～12:00 試走 11:34～11:54
検車 なし ライダーズミーティング スタート前～

スタート 12:04 スタート前整列 11:49

ゼッケン 名前 フリガナ クラブ
131 佐藤　直 サトウ　ナオ 2306
132 菅野　寛太 スガノ　カンタ 7Gears
133 高木　俊暢 タカギ　トシノブ 7Gears
134 黒崎　隆夫 クロサキ タカオ AIOLOS
135 堀田　英知 ホッタ　エイチ CLUB CFP
136 池谷　富生 イケガヤ トミオ Cycle Team 茶まる
137 松葉　風樹 マツバ　フウキ Phantom湘南
138 金子　裕太 カネコ　ユウタ Repas
139 糸井　陵汰 イトイ　リョウタ vite jambe
140 菅野　光 カンノ　ヒカル YOUCAN
141 大森　拓人 オオモリ　タクト
142 清水　優人 シミズ　ユウト
143 川野　裕太 カワノ　ユウタ
144 野妻　翔也 ノヅマ　ショウヤ Rx&CO

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 14 名
ローリング  0.5周 出走 名

受付 10:00～12:00 試走 11:34～11:54
検車 なし ライダーズミーティング スタート前～

スタート 12:30 スタート前整列 12:15

ゼッケン 名前 フリガナ クラブ
151 今井　友樹 イマイ　トモキ EMU speed club
152 青木　景志 アオキ　ケイシ EMU/ガンバルンバ
153 諏訪間　良樹 スワマ　ヨシキ KRF
154 小島　圭佑 コジマ　ケイスケ KRF
155 戸塚　寛道 トツカ　ヒロミチ ガンバルンバ
156 堀田　信 ホッタ　シン しおかるび
157 植垣　亮次 ウエガキ　リョウジ ナカジマサイクル
158 竹村　惇 タケムラ　ジュン
159 斉藤　祐 サイトウ　タスク
160 木川　玲 キカワ　リョウ
161 伊藤　優太 イトウ　ユウタ Team AVENTURA チーム
162 田中　淳平 タナカ　ジュンペイ
163 和田　一真 ワダ　カズマ
164 佐々木　孝治 ササキ　コウジ
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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 13 名
ローリング  0.5周 出走 名

受付 10:00～12:00 試走 11:34～11:54
検車 なし ライダーズミーティング スタート前～

スタート 12:56 スタート前整列 12:41
ゼッケン 名前 フリガナ クラブ

171 押尾　颯太 オスオ　ソウタ LEVANTE HOPE

172 大澤　優樹 オオサワ　ユウキ
NAMIBIA PROJECT
Cycling Team

173 中西　柊策 ナカニシ　シュウサク
NAMIBIA PROJECT
cycling Team

174 田口　雅丈 タグチ　マサヒロ
NAMIBIA PROJECT
Cycling Team

175 畔上　陽平 アゼガミ　ヨウヘイ ポンコツレーシング
176 石田　海都 イシダ　カイト 埼玉工業大学
177 佐藤　弘基 サトウ　コウキ 電気通信大学
178 松田　博也 マツダ　ヒロナリ
179 面谷　聡 オモダニ サトシ
180 鷹取　礼 タカトリ　ミチ
181 中島　将 ナカシマ　ススム
182 内藤　龍海 ナイトウ　タツミ

183 小野寺　友希 オノデラ　トモキ
LINKVISIONGIRASOLECY
CRING

184 石井　秀和 イシイ　ヒデカズ 地獄の特訓部

ミディアム+エキスパート
エリート（時差発走）
周回数 15.5 周（ローリング含む） エントリー 19 名
ローリング  0.5周 出走 名

受付 10:00～12:00 試走 11:34～11:54
検車 なし ライダーズミーティング スタート前～

スタート 13:23 スタート前整列 13:08
備考 ゼッケン 名前 フリガナ クラブ

11 福田　雄斗 フクダ　ユウト Rapha Cycling Club
12 日野　遥 ヒノ　ハル Team 一匹狼
13 本田　和愛 ホンダ　カズヨシ スマートコーチング
14 有川　慧 アリカワ　アキラ
15 畑中　亮治 ハタナカ リョウジ
16 松井　凜太 マツイ　リンタ 埼玉工業大学
17 駒沢　正己 コマザワ　マサキ
18 堀　佑太朗 ホリ ユウタロウ VIVA☆ZAPPEI
19 川嶋　修平 カワシマ　シュウヘイ MGM GROMA RACING
20 鈴木　一磨 スズキ　カズマ おねかんぞく
21 秋葉　龍之助 アキバ リュウノスケ RinRinRacing
22 引馬　悠希 ヒクマ　ハルキ Vite jambe
23 小形　健作 オガタ　ケンサク チーム・ウォークライ

エリートクラス表彰別
エリート 1 丹波　星那 タンバ　セナ
エリート 2 長谷川　大 ハセガワ　マサル
エリート 3 池谷　隆太 イケヤ　リュウタ
エリート 4 阿見寺　俊哉 アミジ　シュンヤ
エリート 5 三橋　大治郎 ミツハシ　ダイジロウ
エリート 6 長島　悠貴 ナガシマ　ユウキ
エリート 7 山本　敦 ヤマモト　アツシ

シニアクラス・女子クラスのレースキャンセルにつきまして
シニアクラスの皆様、女子クラスの皆様にご案内のメールを差し上げております。
届いていない場合は、恐れ入りますがcontact@walkride.jpまでご連絡くださいますよう
お願いいたします。
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