
ネッツトヨタ湘南プレゼンツ大磯クリテリウム　第2戦スタートリスト

スポーツ1組目
周回数 12 周（ローリング含む） エントリー 24 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 7:30～8:15 ライダーズミーティング 8:00～8:15

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
461 大石 力也 bici-okadaman
462 蓑部 潔 CROWN ROAD
463 野口 崇 CROWN ROAD
464 小川 富久 Firstbikes
465 佐竹 智宏 Guntner Asia Pacific

466 青井 慎吾
NAMIBIA PROJECT
Cycling Team

467 関谷 勇希 RT CHERUBIM
468 狩野 祐将 sbc vertex racing
469 太田 知季 SBC湘南藤沢
470 袴田 敏紹 Sel  Nervure@しおか
471 大脇 康政 Sel Nervure@しおかる
472 長塚 弘輝 SEO8214
473 石井 航平 TEAM VSE Racing
474 大竹 淳 teamSRT
475 東 貴裕
476 今村 秀孝
477 浅野 晴信
478 渡部 駿貴
479 千葉 崇広
480 小林 和真
481 小池 裕樹
482 添田 龍児
483 筒井 繁
484 藤原 昂樹



ネッツトヨタ湘南プレゼンツ大磯クリテリウム　第2戦スタートリスト

スポーツ2組目
周回数 12 周（ローリング含む） エントリー 26 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 7:30～8:30 ライダーズミーティング 8:00～8:15

スタート 8:45 スタート待機時間 8:30

ゼッケン 名前 クラブ
421 竹内 遼 VAX SAYAMA
422 仲 大介 VAX SAYAMA
423 堀 佑太朗 VIVA☆ZAPPEI
424 長南 勉 VIVA☆ZAPPEI
425 田村 陽 たかだフレンド
426 大澤 雅樹 たかだフレンド
427 松尾 隆人 チーム・ウォークライ
428 加藤 友昭 チーム・コバリン

429 蓮田 淳人
チームBM×ピングー愛
好会

430 太郎田 能之 チームバーニア

431 田澤 鉄平
チドリサイクリング
チーム

432 古舘 尚己 ちばサイクル
433 柳澤 諒 バイコロジー同好会
434 植田 敬介 バイコロジー同好会
435 友松 雅人 一橋大学サイクリング
436 堀江 郁人 駿河モンテロッソ
437 石渡 大輔 湘南浪漫

438 楠田 渓太
神奈川大学サイクリン
グ愛好会

439 横塚 暁人
440 井嶋 勇太
441 山岸 信久
442 中島 佑介
443 桜井 大樹
444 三好 竜介
445 前田 健

5 太郎田 水桜 ちゃりん娘



ネッツトヨタ湘南プレゼンツ大磯クリテリウム　第2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 35 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 7:30～8:55 ライダーズミーティング 8:00～8:15

スタート 9:10 スタート待機時間 8:55

ゼッケン 名前 クラブ
371 向原 千文 @HMN
372 中西 諒太郎 APEX
373 内海 悦幸 Colors Cycling Team
374 若月 勝慶 Colors Cycling Team
375 藤崎 幸夫 everfit24
376 和澤 大輔 FORCE
377 原田 樹希 funer  ALL
378 狩野 秀輔 GRBO
379 渡部 遥 kanateku
380 河野 謙 SAAG
381 網野 慎二 SAMURAI Heart
382 松崎 恵輔 SAMURAI HEART
383 奥村 隆雄 SBC湘南藤沢
384 須田 紳一 Shonan Avanzar
385 岡村 豊和 SHONAN AVANZAR
386 濱﨑 智大 TAKANAWA Cycling
387 犬塚 漢采 TAKANAWA Cycling
388 駒井 佑作 TAKANAWA Cycling
389 片山 丈人 team APEX
390 奥田 尚哉 THE GLORY BOYS
391 塙 洋雄
392 藤生 泰山
393 渡辺 京介
394 佐藤 達也
395 西垣 麻杜
396 増子 晴哉
397 川井 慎太郎
398 加藤 奨真
399 山口 夏季
400 益田 明
401 篠原 悠杜
402 工藤 勝
403 工藤 陸
404 中山 翔馬
405 林 航平



ネッツトヨタ湘南プレゼンツ大磯クリテリウム　第2戦スタートリスト

ピュアビギナー2組目
周回数 8 周（ローリング含む） エントリー 36 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 7:30～9:18 ライダーズミーティング 8:00～8:15

スタート 9:33 スタート待機時間 9:18

ゼッケン 名前 クラブ
321 村上 勇紀 TOHOCYCLINGTEAM
322 表 俊也 VIVA☆ZAPPEI
323 濱口 慶正 YOU CAN
324 狩谷 眞和 Y's road
325 松本 陸 ゲリラ豪雨
326 宮川 佳和 ジースマッシュ
327 四元 秀一 チームバーニア
328 長谷川 祐希 チームペンギン
329 藤原 拓朗 メタルソリッドギア
330 豊丸 裕太 金研OB
331 渡邊 真和 笹原サイクル

332 会田 知彦
湘南ベルマーレサイク
ルクラブ

333 加藤 峻 中島サイクル
334 安藤 唯杜 中島サイクル

335 渡邉 卓矢
東京都市大学サイクリ
ング部

336 白井 仁
東京都市大学サイクリ
ング部

337 柳澤 亮輔
東京都市大学サイクリ
ング部

338 岡田 大地 日本放送協会学園高校
339 上松 祐貴 尾根幹族
340 戸塚 寛道 尾根幹族
341 白坂 僚 葉月山の会 自転車部
342 川端 誠司
343 溝口 啓太
344 武田 貴之
345 井口 高志
346 木内 健太
347 上加 航平
348 木原 章博
349 土方 大輔
350 村松 隼人
351 佐藤 岳之
352 木内 誠也
353 坂上 明
354 池田 亘希
355 藤原 貴博
356 高山 遼



ネッツトヨタ湘南プレゼンツ大磯クリテリウム　第2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 12 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 8:25～9:40 ライダーズミーティング 8:00～8:15

スタート 9:55 スタート待機時間 9:40

ゼッケン 名前 クラブ
291 和久井 政孝 100miles
292 坂口 博之 100miles
293 吉池 司 Racing Cube
294 清水 篤二 SBC湘南藤沢
295 溪 裕司 team ARI
296 後藤 康成 team MASAMICHI

297 立川 満
ｽﾐﾀ･ｴｲﾀﾞｲ･ﾊﾟｰﾙｲｽﾞﾐ･ﾗ
ﾊﾞﾈﾛ

298 音成 隆文 チーム・ウォークライ
299 ディーン・カールソン チーム・ウォークライ
300 平賀 正 レザン山梨
301 阿部 浩
302 石田 孝



ネッツトヨタ湘南プレゼンツ大磯クリテリウム　第2戦スタートリスト

ミディアム
周回数 16 周（ローリング含む） エントリー 38 名
ローリング 1.5 周 出走 名

受付 8:15～10:00 試走 7:30～8:00
検車 8:55～10:10 ライダーズミーティング 10:00～10:15

スタート 10:25 スタート待機時間 10:10

ゼッケン 名前 クラブ
241 齊藤 龍哉 Corse rosse e nere
242 牧内 拓也 CYCLO NERO
243 松村 尚毅 Cyclo NERO
244 梶原 康平 DEVOTION
245 中村 渉 FM730
246 長島 嘉槻 funer(ファナー)
247 新井 正 HND@野良犬B-BOY

248 大木 孝俊
NAMIBIA PROJECT
cycling team

249 萩本 拓也 piacere  yama
250 腰原 伊織 Piacere Yama
251 長島 悠貴 PROJECT Y
252 三宅 勇輝 Rapha Cycling Club
253 三上 兼太朗 RSCCヒジカタサイクル
254 関 大地 SBC VertexRacingTeam
255 高村 拓也 Sel Nervure@しおかる
256 槐 三稜 Team GOCHI
257 川浪 祐太 TeamGOCHI
258 佐藤 拓海 TeamGOCHI
259 狩谷 源一郎 Y's road

260 韓 潤輝
アーティファクトレー
シングチーム

261 谷本 將洋 エキップUレーシング
262 酒田 直幸 エコダライダー
263 数馬 清宏 エンドウ商会
264 石川 靖洋 チーム・ウォークライ
265 服部 泰之 伊豆総合高校
266 石井 翔瑛 叡明高校
267 中島 啓 叡明高校
268 松浦 悟 駿河モンテロッソ
269 木口 勝海 湘南夜練
270 山口 芳輝 湘南夜練
271 小杉 春斗 川口市自転車競技連盟
272 廣瀬 篤 川口自転車競技連盟
273 山田 壮太郎 尾根幹族
274 七井 勇之介 尾根幹族
275 羽賀 弘太朗
276 山本 敏幸
277 中山 恭介
278 安岡 勇 Piacere Yama



ネッツトヨタ湘南プレゼンツ大磯クリテリウム　第2戦スタートリスト

ビギナー１組目
周回数 10 周（ローリング含む） エントリー 25 名
ローリング 1.5 周 出走 名

受付 8:15～10:00 試走 7:30～8:00
検車 9:24～10:39 ライダーズミーティング 10:00～10:15

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

201 大阿久 貴博
2nd SIDE cycle
racing team

202 北崎 大輔
2nd SIDE cycle
racing team

203 廣瀬 史也 first bikes
204 久留宮 智仁 First bikes
205 野澤 亮太 HND
206 福永 卓也 HVRL-ccc-
207 樋口 真之 MAGGIE
208 白田 智 MAGGIE
209 萩原 大介 MIVRO
210 岡田 浩和 NUCC O.B
211 中島 久允 激坂同好会
212 川口 健志 激坂同好会
213 宗像 伸明 激坂同好会

214 会田 拓磨
湘南ベルマーレサイク
ルクラブ

215 真山 敬司 湘南浪漫
216 大澤 優樹 正太郎レーシング
217 曽我 修次 正太郎レーシング
218 香取 大輝 都立高専 品川キャン
219 井浦 光翔 日本放送協会学園高校
220 酒井 洋輔
221 松本 寛輝
222 小林 宏和
223 石成 慶大
224 市石 浩章
225 古川 優



ネッツトヨタ湘南プレゼンツ大磯クリテリウム　第2戦スタートリスト

ビギナー２組目
周回数 10 周（ローリング含む） エントリー 25 名
ローリング 1.5 周 出走 名

受付 8:15～10:00 試走 7:30～8:00
検車 9:47～11:02 ライダーズミーティング 10:00～10:15

スタート 11:17 スタート待機時間 11:02

ゼッケン 名前 クラブ
161 永石 哲郎 Optimus
162 平田 仁 PARABOLAイワイシーガ
163 森 翔 RAFALe GEEK
164 清家 誉斗 RAFALe GEEK
165 山本 雄哉 Ridelife Giant
166 佐伯 祐輔 SBC厚木

167 髙橋 昭司
ShonanAvanzar(湘南ア
ヴァンサール)

168 前島 聡 Team S.S.R

169 田中 洋平
team SBC O村さんを
追、送る会

170 番屋 修平 u.D.n racing
171 土橋 達也
172 郷司 飛馬
173 鈴木 大祐
174 高木 俊暢
175 永野 智海
176 鈴木 一磨
177 田中 忠誠
178 小山 裕介
179 梶川 慈英
180 川野 正一郎
181 関根 律樹
182 ムハマド 宇沙真
183 山中 悠介
184 小坂 祐介
185 関原 誠



ネッツトヨタ湘南プレゼンツ大磯クリテリウム　第2戦スタートリスト

ビギナー３組目
周回数 10 周（ローリング含む） エントリー 24 名
ローリング 1.5 周 出走 名

受付 8:15～10:00 試走 7:30～8:00
検車 10:09～11:24 ライダーズミーティング 10:00～10:15

スタート 11:39 スタート待機時間 11:24

ゼッケン 名前 クラブ
121 芳賀 高明 VIVA☆ZAPPEI
122 安里 優希 viva☆zappei
123 長谷川 智浩 YOKOSUKA UNO RACING
124 伊藤 啓吾 あらかわZooRacing
125 永野 昇海 イナーメ信濃山形
126 田中 啓斗 いんなーろー
127 佐藤 伊織 ウィンディ筑波
128 澤田 稔 クラブろーたす
129 大久保 海斗 コマツ自転車部
130 嶋 翼 チーム社畜
131 古屋 優 チーム社畜
132 末平 大和 バイコロジー愛好会
133 三角 直人 パラボライワイ
134 小野崎 博倫 メタルソリッドギア
135 鈴木 真央
136 横塚 暁人
137 金内 伸如
138 土方 亮
139 小松 雅佳
140 中尾 拓人
141 古谷 智幸
142 小島 昭雄
143 浅井 慎吾
144 梶川 洸

中学生男子クラス
周回数 10 周（ローリング含む） エントリー 4 名
ローリング 1.5 周 出走 名

受付 8:15～10:00 試走 7:30～8:00
検車 10:32～11:47 ライダーズミーティング 10:00～10:15

スタート 12:02 スタート待機時間 11:47

ゼッケン 名前 クラブ
101 大塚 響 A2H3
102 塚越 一生 府中九中
103 藤島 悠平
104 村松 秀馬

バンビーノ
周回数 S2 周（ローリング含む） エントリー 1 名
ローリング  周 出走 名

受付 10:30～12:00 試走 12:37～12:52
検車 11:27～12:42 ライダーズミーティング スタート前～

スタート 12:57 スタート待機時間 12:42

ゼッケン 名前 クラブ
青1 三上 七彩



ネッツトヨタ湘南プレゼンツ大磯クリテリウム　第2戦スタートリスト

小学校1，2年生
周回数 S4 周（ローリング含む） エントリー 4 名
ローリング  周 出走 名

受付 10:30～12:00 試走 12:37～12:52
検車 11:37～12:52 ライダーズミーティング スタート前～

スタート 13:07 スタート待機時間 12:52

ゼッケン 名前 クラブ
緑61 冨山 暖 7速発進
緑62 白石 航
緑63 紺野 祐玄
緑64 星野 漣太郎

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

受付 10:30～12:00 試走 12:37～12:52
検車 11:47～13:02 ライダーズミーティング スタート前～

スタート 13:17 スタート待機時間 13:02

ゼッケン 名前 クラブ
黄31 三上 将醐 チーム隼ATHLETUNE
黄32 高井 英咲
黄33 野村 慧晴



ネッツトヨタ湘南プレゼンツ大磯クリテリウム　第2戦スタートリスト

エキスパート・エリート統合
周回数 24 周（ローリング含む） エントリー 41 名
ローリング 1.5 周 出走 名

受付 10:30～12:00 試走 12:22～12:37
検車 12:03～13:18 ライダーズミーティング 13:00～13:10

スタート 13:33 スタート待機時間 13:18

ゼッケン 名前 クラブ
41 奥澤 優也 AutoBahnGotemba
42 御堂 力哉 FORCE
43 宇佐美 颯基 GROVE鎌倉
44 石井 祥平 Honda 栃木
45 荒川 進之佑 Racing CUBE
46 紺野 元汰 SBC Vertex Racing
47 奥山 遼平 TEAM YOUCAN
48 大谷 航也 TeamGOCHI
49 井上 裕太郎 TONY Racing
50 永富 一騎 VENTOS FRECCIA
51 土屋 光城 VIVA☆ZAPPEI鬱

52 武井 裕
アーティファクトレー
シング

53 鎌田 真輝
アーティファクトレー
シングチーム

54 岩本 将平
アーティファクトレー
シングチーム

55 羽上田 明彦
アーティファクトレー
シングチーム

56 菅野 正勝 しおかるび

57 丸田 友之
スミタ・エイダイ・
パールイズミ・ラバネ

58 小形 健作 チーム・ウォークライ
59 内藤 敦志 チーム・ウォークライ
60 谷津 東馬 なるしまフレンド
61 森榮 晃彦 パラティアムTOKYO
62 吉田 光希 横浜高校自転車競技部
63 依田 翔大 甲府工業
64 風間 竜太 甲府工業
65 平松 和真 甲府工業
66 川久保 大海 彩北ツブラーゼ
67 山本 哲央 山梨選抜
68 大橋 一樹 山梨選抜
69 矢光 孝輔 山梨選抜
70 駒沢 正己 湘南浪漫
71 白尾 雄大 城北学園(東京)
72 渡邊 慧 多摩ポタ
73 武井 稜哉 日川高校
74 武山 竜也
75 小荷田 泰正
76 徳山 見晴
77 中内 豪人
78 中川 由人
79 鴨下 拓弥
80 原田 敬文
81 福嶋 航希

82 阿部 健弥
ウォークライド・シク
ロアカデミア

83 山本 敦 SBC Vertex Racing Team
84 SCOTT Jordan Rakuten Rouleurs



ネッツトヨタ湘南プレゼンツ大磯クリテリウム　第2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 8 名
ローリング 3 周 出走 名

受付 10:30～12:00 試走 12:22～12:37
検車 12:44～13:59 ライダーズミーティング 13:00～13:10

スタート 14:14 スタート待機時間 13:59

ゼッケン 名前 クラブ
21 太田 裕実 CLUBろーたす

22 鈴木 夏子
湘南ベルマーレサイク
ルクラブ

23 永野 潤美
24 永井 愛衣 キリPレーシング
25 中村 愛里 FM730 FUN to RIDE
26 青木 麗奈 funer
27 浅井 今日子 FORCE
28 金子 美幸

女子スポーツ
周回数 10 周（ローリング含む） エントリー 5 名
ローリング 1.5 周 出走 名

受付 10:30～12:00 試走 12:22～12:37
検車 13:04～14:19 ライダーズミーティング 13:00～13:10

スタート 14:34 スタート待機時間 14:19

ゼッケン 名前 クラブ

1 永野 日和鈴
スミタ・エイダイ・
パールイズミ・ラバネ

2 中島 悠里 甲府工業
3 石上 琴乃 Boardman Womens
4 藤田 佳代 Team Oyaji Asaren
5 太郎田 水桜 ちゃりん娘

チームタイムトライアル
周回数 2 周（ローリング含む） 名
ローリング  周 出走 名

受付 10:30～12:00 試走 12:22～12:37
検車 13:34～14:49 ライダーズミーティング 13:00～13:10

スタート 15:04 スタート待機時間 14:49

ゼッケン 名前 クラブ
501 鎌田 真輝
502 石井翔平
503 岩本翔平
504 武井 裕
505 羽上田 明彦
511 西石垣 誠友
512 川浪 裕太
513 福嶋 航希
514 冨田 倫啓
515 東 勝哉
516 佐藤 拓海

アーティファクト
レーシングチーム

Team GOCHI


