
ヒルトン小田原スプリントヒル
スタートリスト

ゼッケン表

ゼッケン 氏名 フリガナ チーム名 １ヒート目 ２ヒート目
1 山本 敦 ヤマモト アツシ 湘南ベルマーレ 3組目 1組目
2 太田 明宏 オオタ アキヒロ Pinazou Test Team １組目 2組目
3 竹村 道 タケムラ トオル 2組目 1組目
4 島中 弘輔 シマナカ コウスケ evina 2組目 1組目
5 岩切 圭司 イワキリ ケイジ RedShoes １組目 2組目
6 井上 潔 イノウエ キヨシ 3組目 1組目
7 濱口 慶正 ハマグチ ヨシマサ 2組目 1組目
8 北條 智宏 ホウジョウ トモヒロ チーム・ウォークライド 3組目 1組目
9 佐々木 亮 ササキ リョウ Cycle Days 3組目 2組目

10 須藤 朗 スドウ アキラ 3組目 2組目
11 新谷 和洋 シンタニ カズヒロ SDL 2組目 2組目
12 平岩 大輔 ヒライワ ダイスケ 2組目 2組目
13 岡田 紀彦 オカダ ノリヒコ １組目 2組目
14 長島 悠貴 ナガシマ ユウキ SBC湘南平塚 3組目 3組目
15 山本 勝太 ヤマモト ショウタ VIVA☆ZAPPEI １組目 3組目
16 青柳 雅人 アオヤギ マサト フィッツ １組目 3組目
17 鈴木 龍 スズキ リュウ ミソノイレーシング 3組目 3組目
18 佐藤 智也 サトウ トモヤ RIDEDOWNS １組目 3組目
19 相原 忠洋 アイハラ タダヒロ 2組目 2組目
20 西村 崇 ニシムラ タカシ 2組目 3組目
21 宗 泰助 ソウ タイスケ １組目 1組目
22 松岡 洋 マツオカ ヨウ ＳＢＣ湘南平塚 3組目 3組目
23 島田 国昭 シマダ クニアキ 湘南パンダ １組目 1組目
24 石川 俊太郎 イシカワ シュンタロウ 2組目 3組目
25 岩佐 英敏 イワサ ヒデトシ 1組目 2組目
26 星野　努 ホシノ ツトム PASTA 3組目 1組目
27 池田 美幸 イケダ ミユキ
28 北條 直美 ホウジョウ ナオミ チーム・ウォークライド
29 加藤 龍之介 カトウ リュウノスケ



ヒルトン小田原スプリントヒル
スタートリスト

予選第1ヒート　1組目
ゼッケン 氏名 フリガナ チーム名

2 太田 明宏 オオタ アキヒロ Pinazou Test Team
5 岩切 圭司 イワキリ ケイジ RedShoes

13 岡田 紀彦 オカダ ノリヒコ
15 山本 勝太 ヤマモト ショウタ VIVA☆ZAPPEI
16 青柳 雅人 アオヤギ マサト フィッツ
18 佐藤 智也 サトウ トモヤ RIDEDOWNS 
21 宗 泰助 ソウ タイスケ
23 島田 国昭 シマダ クニアキ 湘南パンダ
25 岩佐 英敏 イワサ ヒデトシ チーム・ウォークライド

予選第1ヒート　２組目
ゼッケン 氏名 フリガナ チーム名

3 竹村 道 タケムラ トオル
4 島中 弘輔 シマナカ コウスケ evina
7 濱口 慶正 ハマグチ ヨシマサ

11 新谷 和洋 シンタニ カズヒロ SDL
12 平岩 大輔 ヒライワ ダイスケ
19 相原 忠洋 アイハラ タダヒロ
20 西村 崇 ニシムラ タカシ
24 石川 俊太郎 イシカワ シュンタロウ チーム・ウォークライド

予選第1ヒート　３組目
ゼッケン 氏名 フリガナ チーム名

1 山本 敦 ヤマモト アツシ 湘南ベルマーレ
6 井上 潔 イノウエ キヨシ
8 北條 智宏 ホウジョウ トモヒロ チーム・ウォークライド
9 佐々木 亮 ササキ リョウ Cycle Days

10 須藤 朗 スドウ アキラ
14 長島 悠貴 ナガシマ ユウキ SBC湘南平塚
17 鈴木 龍 スズキ リュウ ミソノイレーシング
22 松岡 洋 マツオカ ヨウ ＳＢＣ湘南平塚
26 星野　努 ホシノ ツトム PASTA

女子・同時スタート
27 池田 美幸 イケダ ミユキ
28 北條 直美 ホウジョウ ナオミ チーム・ウォークライド



ヒルトン小田原スプリントヒル
スタートリスト

予選第2ヒート　1組目
ゼッケン 氏名 フリガナ チーム名

21 宗 泰助 ソウ タイスケ
23 島田 国昭 シマダ クニアキ 湘南パンダ
3 竹村 道 タケムラ トオル
4 島中 弘輔 シマナカ コウスケ evina
7 濱口 慶正 ハマグチ ヨシマサ
1 山本 敦 ヤマモト アツシ 湘南ベルマーレ
6 井上 潔 イノウエ キヨシ
8 北條 智宏 ホウジョウ トモヒロ チーム・ウォークライド

26 星野　努 ホシノ ツトム PASTA

予選2ヒート目　２組目
ゼッケン 氏名 フリガナ チーム名

2 太田 明宏 オオタ アキヒロ Pinazou Test Team
5 岩切 圭司 イワキリ ケイジ RedShoes

13 岡田 紀彦 オカダ ノリヒコ
11 新谷 和洋 シンタニ カズヒロ SDL
12 平岩 大輔 ヒライワ ダイスケ
19 相原 忠洋 アイハラ タダヒロ
9 佐々木 亮 ササキ リョウ Cycle Days

10 須藤 朗 スドウ アキラ
25 岩佐 英敏 イワサ ヒデトシ チーム・ウォークライド

予選2ヒート目　３組目
ゼッケン 氏名 フリガナ チーム名

15 山本 勝太 ヤマモト ショウタ VIVA☆ZAPPEI
16 青柳 雅人 アオヤギ マサト フィッツ
18 佐藤 智也 サトウ トモヤ RIDEDOWNS 
20 西村 崇 ニシムラ タカシ
24 石川 俊太郎 イシカワ シュンタロウ チーム・ウォークライド
14 長島 悠貴 ナガシマ ユウキ SBC湘南平塚
17 鈴木 龍 スズキ リュウ ミソノイレーシング
22 松岡 洋 マツオカ ヨウ ＳＢＣ湘南平塚

女子・同時スタート
27 池田 美幸 イケダ ミユキ
28 北條 直美 ホウジョウ ナオミ チーム・ウォークライド

予選1ヒートと2ヒートの順位合計の少ないものを上位とします。
順位合計の数字が同点の場合は、2ヒート目の順位が上位なものを、より上位とします。

14名が準決勝進出。
10名が順位決定戦にまわる。
ただし、当日の出走人数により、増減があるので上記の限りではありません。


