
ネッツトヨタ湘南プレゼンツ大磯クリテリウム　第4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 26 名
ローリング 1 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
451 増野 裕介 AutoBahnGotemba
452 正井 圭 CROWN ROAD
453 皆川 晃法 DEF Touring
454 千葉 崇広 DEF Touring
455 深村 涼介 DEF Touring
456 前田 茂和 DEF Touring
457 沢野 大地 EXTENDED VAX PROVA
458 藤田 和男 GROVE 港北
459 舟橋 潤 GROVE 鎌倉
460 阿部 直樹 GROVE 港北
461 浜中 誠 駿河モンテロッソ
462 堀江 郁人 駿河モンテロッソ
463 小野 剣人 駿河モンテロッソ
464 斉藤 彪雅 駿河モンテロッソ
465 真山 敬司 湘南浪漫
466 加藤 正暁 
467 増田 英行
468 留目 夕陽
469 浅野 晴信
470 関根 裕幸
471 松浦 耕介
472 林 航平
473 小池 裕樹
474 山口 大裕
475 浅野 真人 グローブ鎌倉
476 土方 亮
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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　第4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 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
411 藤上 敏彦 H.C.C
412 中島 佑介 NTTTXてへぺろっ
413 平田 仁 PARABOLAイワイシーガル
414 石渡 宏典 pompier c.c.
415 菅佐原 順 ReVelo
416 齋藤 多嘉志 SBC Vertex Racing Team
417 黒川 涼太 SBC横浜戸塚
418 高橋 昭司 ShonanAvanzar
419 塩野 淳平 Team cys
420 番屋 修平 u.D.n Racing
421 増田 佑哉 Y's Road
422 長谷川 新
423 早乙女 彰洋 チーム・ウォークライド
424 加藤 友昭 チーム・コバリン
425 渡邉 俊彦 チームとの
426 古舘 尚己 ちばサイクル
427 野澤 平和 ちばサイクル
428 近藤 健太郎 東京工業大学
429 吉田 蒼馬 東京工業大学
430 玉置 千智 東京工業大学
431 鈴木 哲朗 風魔横浜
432 蛭田 智啓 風魔横浜
433 酒井 洋輔
434 相原 武
435 武井 雄一郎 SVRT

436 永野 日和鈴
スミタ・エイダイ・パールイズ
ミ・ラバネロ

2/14



ネッツトヨタ湘南プレゼンツ大磯クリテリウム　第4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 27 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 鈴木 翔太郎 555サークル
373 村田 貴則 CircleCycle
374 若月 勝慶 Colors cycling Team
375 長谷川 祐希 CROWN ROAD
376 須藤 遊野 funer
377 荒川 泰輝 funer
378 梅井 覚 GLT
379 三浦 裕一 GMCF
380 望月 琢磨 GOSLINIA6
381 庄司 哲也 GOSLINIA6
382 桑島 敏洋 H.C.C
383 深澤 陽一
384 山本 和正
385 星 操
386 益田 明
387 淳昌 松井
388 竹田 晃由
389 二宮 真魚
390 石橋 拓也
391 成沢 雄太
392 溝口 啓太
393 高橋 司
394 中原 拓哉
395 水野 晋宏
396 桜井 宥亘
397 笹 欣博
398 沢野 健二
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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　第4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 27 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
331 佐々木 亮 NAMIBIA PROJECT Cycling Team
332 光山 豊晴 NAMIBIA PROJECT（仮）
333 棚網 良貴 Riddim Rider C.C
335 松本 和仁 Team Gruppetto
336 西嶋 傑 Teamまちさが@猫天
337 高橋 歩夢 TMCIT
338 高橋 弘樹 TOKYO FUN RIDE
339 持斉 秀和 VIVA☆ZAPPEI
340 表 俊也 VIVA☆ZAPPEI
341 濱口 慶正 YOU CAN
342 本山 純之 YOUCAN
343 原田 大祐 YOUCAN
344 斉藤 玄 エンドウ商会
345 渡部 遥 かなテク

346 吉田 慎太郎
スミタ・エイダイ・パールイズ
ミ・ラバネロ

347 浅井 主 チームMIO
348 松田 健太郎 チームミオ
349 木下 幸一 チームミオ
350 井川 弘貴 尾根幹族
351 永友 宏樹 尾根幹族
352 戸塚 寛道 尾根幹族
353 武田 貴之 風魔横浜
354 倉増 宗幸 風魔横浜
355 武井 彰宏
356 宮脇 浩
357 和田 龍司
358 藤原 貴博
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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　第4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 11 名
ローリング 1 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
311 坂口 博之 100miles
312 桑原 正樹 GSエバーウィン
313 清水 篤二 SBC湘南藤沢
314 中島 嘉男 T-CORRERE
315 後藤 康成 team MASAMICHI
316 狩谷 源一郎 Y's road

317 立川 満
スミタ・エイダイ・パールイズ
ミ・ラバネロ

318 中野 孔生 ナカノチャンネル
319 遠山 良夫 フラシーボ
320 松本 謙 レザン山梨サイクリングクラブ
321 山田 朗 緑区夜練
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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　第4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 42 名
ローリング 1 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
261 西川 直希  tokyo ventos freccia
262 藤波 怜 （有）だいしゅきホールディング
263 小杉 春斗 555circle
264 皆川 大希 apex
265 長島 嘉槻 funer(ファナー)
266 今宮 壮 Mariolo / Pedalist
267 袴田 敏紹 NAMIBIA PLOJECT
268 大脇 康政 NAMIBIA PROJECT
269 高村 拓也 NAMIBIA PROJECT CT
270 伊藤 彰秀 Pinazou Test Team
271 桑原 充 Rapha Cycling Club
272 三井 裕樹 Rapha Cycling Club
273 宮本 浩志 Rapha Cycling Club
274 今村 秀孝 Rapha Cycling Club
275 関谷 勇希 RT CHERUBIM
276 鈴木 健太 SEO8214
277 菅野 広一 TEAM MASAMICHI
278 井上 慶亮 TMCIT
279 青木 友佑 u.D.n Racing
280 橋本 和樹 ULTIMATE RAMEN TEAM
281 小林 和真 VENTOS FRECCIA
282 稲葉 謙一 VIVA☆ZAPPEI
283 松井 芳賢 VIVA☆ZAPPEI
284 堀 佑太朗 VIVA☆ZAPPEI
285 北村 虎之介 イナーメ信濃山形
286 大竹 淳 ウカウカ

287 齊藤 宏樹
スミタ・エイダイ・パールイズ
ミ・ラバネロ

288 石川 靖洋 チーム・ウォークライド
289 鈴木 孝 チーム・ウォークライド
290 太郎田 能之 チームバーニア
291 大木 孝俊 ラモーンズ
292 石井 翔瑛 叡明高校
293 藤井 涼介 叡明高校
294 石渡 大輔 湘南浪漫
295 藤城 昭臣 風磨横浜
296 鈴木 稜平 保土ヶ谷高校
297 武藤 奎
298 日暮 明
299 石井 慎太郎
300 岩波 猛 湘南浪漫
301 古川 優 チーム・ウォークライド
302 関 隆芳 湘南浪漫
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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　第4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 24 名
ローリング 1 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
231 原口 晋彦 2nd SIDE cycle racing team
232 松村 尚毅 2nd SIDE
233 北崎 大介 2nd SIDE cycle racing team
234 木村 貢大 32ビット級
235 大塚 響 A2H3
236 廣瀬 靖 ALDP
237 青木 義忠 ALDP
238 中村 恵太 CircleCycle
239 内澤 明 DEF touring
240 廣瀬 史也 first bikes
241 堀之内 俊 i Legami 湘南
242 清水 智彦 IMEレーシング
243 樋口 真之 MAGGIE
244 白田 智 MAGGIE
245 老川 哲広 MCT
246 斎藤 義幸 MCT
247 高橋 創一 MIVRO
248 石井 純一 NAMIBIA PROJECT
249 青井 慎吾 NAMIBIA PROJECT
250 白石 哲也 nasi
251 塩谷 咲人
252 武部 恭也
253 渡辺 京介
254 佐藤 伊織 ウィンディー 筑波
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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　第4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 23 名
ローリング 1 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
201 宇田 陽一 NTT-TX サイクリング部
202 一口 裕輝則 NTT-TX サイクリング部
203 森 大 Pedalist
204 細川 大輔 pedalist
205 本間 拓未 Rapha Cycling Club
206 山口 太一 Riddim Rider c.c
207 間野 隆 RoadC-AmongField
208 植松 公彦 SBC湘南藤沢
209 澁谷 剛 SHONAN AVANZAR
210 坂村 哲也 team Cys
211 小林 善之 TEAM KAFTHY
212 相賀 崇 TONY Racing
213 中村 尚樹 T-WGN
214 増子 晴哉 VIVA☆ZAPPEI
215 芳賀 高明 VIVA☆ZAPPEI
216 伊藤 彰男 VIVA☆ZAPPEI
217 鹿山 晃志
218 黒澤 奨平
219 布田 直也
220 飯田 速人
221 傳田 聖也
222 吉本 敬生
223 中西 諒太郎 APEX
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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　第4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 23 名
ローリング 1 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
171 上野 真 ＶＩＶＡ☆ＺＡＰＰＥＩ
172 安里 優希 VIVA☆ZAPPEI
173 山中 悠介 ウカウカ
174 井野元 英二 オレンジ
175 澤田 稔 クラブろーたす
176 高木 颯 チームY
177 遠矢 陸人 チームY
178 石倉 玄太 チームY
179 満生 将成 チームミツイキ
180 板倉 武 ノロッサR.C.
181 東條 崇史 ピコリバイシクル アトランタ
182 小宮 健吾 ピコリバイシクルアトランタ
183 会田 拓磨 ベルマーレサイクルクラブ
184 清家 誉斗 伊波杏樹さんにこの走りを捧げま
185 中島 卓二 横浜自転車倶楽部
186 山本 佳和 限界！YRS
187 田中 悠雅
188 小柳 俊夫
189 鈴木 大祐
190 西澤 直紀
191 金内 伸如
192 郷司 飛馬
193 小林 宏和
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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　第4戦スタートリスト

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 6 名
ローリング 1 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
161 藤島 悠平 ボンシャンス
162 松村 成
163 廣田 竜堂
164 佐藤 峻 府中九中
165 塚越 一生 府中九中
166 佐藤 伊織 ウィンディー 筑波

バンビーノ
周回数 S2 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 11:27～12:42 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
151 三上 七彩
152 中村 椋太郎
153 高岡　映美 Roppongi Express

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
141 高橋 彩乃
142 前田 悠晴
143 根本 煌生 Cycle DNA
144 高岡 耀 Roppongi Express
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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　第4戦スタートリスト

小学校3，4年生
周回数 5 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 11:47～13:02 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
131 三上 将醐 チーム隼ATHLETUNE
132 青山 哲宗 SORA GRIT/一番坂レーシング
133 野村 慧晴
134 高岡 惺 Roppongi Express

小学校5，6年生
周回数 5 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 11:47～13:02 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
121 高橋 朔太郎
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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　第4戦スタートリスト

エキスパート
周回数 24 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 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
81 田久保 優弥 （有）だいしゅきホールディング
82 梅津 祐希 BICI CERATORE
83 長瀬 寛之 B-SOUL
84 元木 晶央 FORCE
85 小南舘 純 GROVE鎌倉
86 宮本 訓寛 GROVE港北
87 高見澤 篤史 ＭＫⅢ
88 長島 悠貴 PROJECT Y
89 相楽 誠 Rapha Cycling Club
90 遠藤 優 Roppongi Express
91 関 大地 SBC Vertex Racing Team
92 中島 佑樹 SBC Vertex Racing Team
93 中村 永 Squadra di LAVORANTE
94 奥山 遼平 TEAM YOUCAN
95 井上 裕太郎 TONY Racing
96 池 侑樹 TRAILBLAZER
97 土屋 光城 VIVA★ZAPPEI-Extreme
98 扇原 勇二 あらかわZoo Racing
99 髙野 聖人 あらかわzoo racing

100 丸田 友之
スミタ・エイダイ・パールイズ
ミ・ラバネロ

101 長尾 宏樹
スミタ・エイダイ・パールイズ
ミ・ラバネロ

102 小形 健作 チーム・ウォークライド
103 内藤 敦志 チーム・ウォークライド
104 阿島 哲夫 なるしまフレンド
105 松浦 悟 駿河モンテロッソ
106 中田 誠人 城北高校
107 近藤 大稀 夕立レーシング
108 羽賀 弘太朗
109 野村 龍司
110 吉田 光希
111 御堂 力哉 FORCE
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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　第4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 9 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
61 太田 裕実 CLUBろーたす
62 浅井 今日子 FORCE
63 早福 佳乃子 FORCE

64 平野 弓子
スミタ・エイダイ・パールイズ
ミ・ラバネロ

65 野口 真亜瑠 ノッタサイクル
66 上野 梓 多摩にゅ
67 太田 靖子 風魔横浜
68 山形 有希 風魔横浜
69 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 4 名
ローリング 1 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
51 太郎田 水桜 ちゃりん娘

52 船橋 星来
スミタ・エイダイ・パールイズ
ミ・ラバネロ

53 阿部 セラ
スミタ・エイダイ・パールイズ
ミ・ラバネロ

54 石上 琴乃 high ambition womens cycling
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エリート
周回数 35 周（ローリング含む） エントリー 44 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
1 岡林 秀樹 B-SOUL
2 西沢 倭義 CiervoNARA
3 倉本 裕介 Grove港北
4 田渕 君幸 KhodaaBloom
5 菅野 正勝 NAMIBIA PROJECT
6 浅海 健太 RCC
7 紺野 元汰 SBC Vertex Racing Team
8 飯塚 和弘 team APEX
9 有村 尚輝 VENTOS FRECCIA

10 香山 飛龍 VENTOS FRECCIA
11 石塚 将人 WCU
12 前川 太一 WCU
13 山本 哲央 Whiz kid

14 山下 太一
アーティファクト・レーシン
グチーム

15 武井 裕
アーティファクトレーシング
チーム

16 菊地 悠介 ウォークライド・バイク

18 福岡 直樹
シエルヴォ奈良 MIYATA-MERIDA
レーシングチーム

19 山本 雅道
シエルヴォ奈良MIYATA-MERIDAレー
シングチーム

20 阿部 健弥 チーム・ウォークライド
21 内野 直也 東京ヴェントス
22 野口 泰 ノッタサイクル
23 高清水 天翔 ボンシャンス
24 伊澤 将也 横浜高校自転車競技部
25 森 勇太 駒澤大学
26 駒沢 正己 湘南浪漫
27 白尾 雄大 城北学園(東京)
28 阿部 直英 竹芝サイクルレーシング
29 Bossis Tom 東京ヴェントス
30 Ballet Alexandre 東京ヴェントス
31 増田 弘誠 東京ヴェントス
32 岸 崇仁 那須ブラーゼン
33 高木 友明 風魔横浜
34 松井 夢源 保土ヶ谷高校
35 小田島 篤 湾岸サイクリング・ユナイテッド
36 湯浅 博貴
37 鴨下 拓弥
38 安宅 将貴
39 中川 由人
40 山本 敦
41 山岸 大地 Team Eurasia-IRC tire
42 鳥倉 必勝
43 高岡 亮寛 Roppongi Express
44 宇佐美 颯基 GROVE鎌倉
45 小野寺 慶 卍レーシング東京支部
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