
ネッツトヨタ湘南プレゼンツ大磯クリテリウムスタートリスト

スポーツ1組目
周回数 12 周（ローリング含む） エントリー 43 名
ローリング 1 周 出走 名

受付 6:45～7:50 試走 7:25～7:50
検車 7:30～8:00 ライダーズミーティング 7:50～8:00

スタート 8:10 スタート待機時間 8:00

ゼッケン 名前 クラブ
石原 秋彦 ■■■チタンバイクの男■■■

松本 安広 Ararenn8214
小柳 俊夫 Clichy Cycling Club
鈴木 涼 cyclist  OGGI
渡辺 京介 ＤＥＦtouring
岩室 泰志 EMH
山中 光 FORCE
長谷川 匠 GROVE鎌倉
佐藤 優人 GROVE青葉台
谷口 弘晃 ｉｒｉｓ自転車部
今宮 壮 Mariolo/Pedalist
久保田 明久 moffmoffpudding
杉本 健 PUNTO ROSSO TOKYO
門井 健太 PUNTOROSSO
土田 夕亮 Rapha Cycling Club
本間 拓未 Rapha Cycling Club
中西 諒太郎 RCC
小川 剛 ReVelo
山口 直也 ReVelo
三林 靖 Team Lion
中島 卓二 Team MONTAGNA
森 孝太郎 UKAUKA Cycling 
河原 慎一 VIVA☆ZAPPEI
八田 雄一 ゲリラ豪雨
石川 昌憲 このレース、二郎のついでだから

佐藤 泰介 すね毛レーシング
酒井 洋輔 スマートコーチング
三井 薫 チームESR
野澤 平和 ちばサイクル
中島 佑介 てへぺろさいくりんぐくらぶ

柳澤 周作 なるしまフレンド
宮脇 浩 ピスタチオ・ブルーマン
吉武 将也 ラモーンバイクス
軽部 拓実 橘学苑高等学校
佐柄  勝弘 佐柄三兄弟
大澤 優樹 正太郎レーシング
豊 遼平
小池 裕樹
阿部 浩
松永 優斗
中原 涼太
塚越 一生
鈴木 紳之助
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ピュアビギナー
周回数 8 周（ローリング含む） エントリー 69 名
ローリング 3 周 出走 名

受付 6:45～7:50 試走 7:25～7:50
検車 7:30～8:41 ライダーズミーティング 7:50～8:00

スタート 8:56 スタート待機時間 8:41

ゼッケン 名前 クラブ
松蔭 嘉輝 31
廣末 海 31
石原 忠史 ALLEGRA
相川 光 atc
高橋 國士 BEX ISOYA
佐藤 圭 BRENDA
吉村 甲斐 COWGUMMA
長谷川 祐希 CROWN ROAD
島村 浩一 Firstbikes
木崎 真 GROVE青葉台
岡田 浩和 NRI
柴田 慶輔 SBC湘南藤沢
石山 祐太 team Cys
竹下 友 TEAM YOUCAN 
岸田 倫空 VIVA☆ZAPPEI
武井 彰宏 VIVA☆ZAPPEI
平野 智徳 YOU CAN
柴田 和馬 YOUCAN 大磯
濱口 慶正 YOUCAN大磯
加藤 悠哉 Zero Extreme
田邊 駿也 Zero Extreme
鈴木 智也 Zero Extreme
土岐 宜範 チーム桔梗
金巻 智匡 チーム桔梗
宮本 雄介 チーム桔梗
川合 学 フリー
阿見 裕一 浦の星自転車部
天野 大地 今日も1日頑張るぞい
山崎 翔馬
栗原 圭佑
田中 真吾
天野 優俊
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戸谷 勇斗
小池 寛記
深澤 陽一
中村 文大
松平 大介
渡辺 智之
佐川 拓哉
中川 直人
井東 親吾
平川 昇
中田 尚宏
佐野 篤
永井 瑠哉
本多 悠史
伊藤 翔永
西嶋 傑
岡本 祐樹
上原 代耀
米田 拓弥
菅原 雄一
小河原 貴弘
佐藤 友哉
島田 佳和
宮崎 望史
木田 敏也
川口 真矢
山田 亨
南波 和行
小澤 聖
佐々木 隆寛
田畑 朗
桑田 豊
山田 耕平
永田 一博
阿部 裕志
岩月 諒太郎
苑田 輝一郎
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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スタートリスト

シニア
周回数 10 周（ローリング含む） エントリー 12 名
ローリング 1 周 出走 名

受付 6:45～7:50 試走 7:25～7:50
検車 7:30～9:41 ライダーズミーティング 7:50～8:00

スタート 9:56 スタート待機時間 9:41

ゼッケン 名前 クラブ
橋隅 和明 FARs YOKOHAMA
澤田 龍之 SPADE ACE
鈴木 淳悦 Team Apex
木山 智 Team ARI
木口 勝海 Team ARI
落合 雅哉 team 自転車処風輪
谷田 哲 viva雑兵
立川 満 ｽﾐﾀ･ｴｲﾀﾞｲ･ﾊﾟｰﾙｲｽﾞﾐ･ﾗﾊﾞﾈﾛ

遠山 良夫 フラシーボ
鶴沢 和彦 湾岸サイクリングユナイテッド

岩田 全弘
坂上 明

ミディアム
周回数 15 周（ローリング含む） エントリー 22 名
ローリング 1 周 出走 名

受付 8:15～10:00 試走 7:25～7:50
検車 8:47～10:02 ライダーズミーティング 9:45～9:55

スタート 10:17 スタート待機時間 10:02

ゼッケン 名前 クラブ
細谷 直 ARCCレーシング
曽我 啓一郎 Cyclist OGGI
舟橋 潤 GROVE鎌倉
日暮 明 heizithu
野邊 一宏 Pedalist
菅佐原 順 ReVelo
田代 穣 Road Hackers
齋藤 多嘉志 SBC Vertex Racing Team
山本 勝太 SBC Vertex Racing Team
袴田 敏紹 SN@しおかるび
佐々木 海 Team GOCHI
市川 貴浩 UKAUKA cycling
土屋 光城 VIVA☆ZAPPEI
小林 樹生 イナーメ信濃山形
斎藤 義幸 スマートコーチング
高橋 和也 千葉県立流山北高等学校
日向 隼人 二輪道331
日比 龍二
徳山 見晴
菊地 喜久
竹内 碧海
豊 遼平
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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スタートリスト

バンビーノ
周回数 S2 周（ローリング含む） エントリー 10 名
ローリング  周 出走 名

受付 8:15～10:00 試走 ～
検車 9:25～10:40 ライダーズミーティング スタート前～

スタート 10:55 スタート待機時間 10:40

ゼッケン 名前 クラブ
越中谷 景士 ↑THE CRAZY ENGINE↑
宮崎 暖大 FIRST KIDS
尾崎 友哉 サンキッズ国府さくら組
武藤 澪 たちばな幼稚園わんぱく組

佐柄 興 佐柄三兄弟
松本 薫
花島 聡太
冨山 陽向
染川 謙太
内田 大夢

小学生1～3年生
周回数 2 周（ローリング含む） エントリー 11 名
ローリング  周 出走 名

受付 8:15～10:00 試走 10:40～10:50
検車 9:35～10:50 ライダーズミーティング スタート前～

スタート 11:05 スタート待機時間 10:50

ゼッケン 名前 クラブ
濱田 隆太朗 Cycle DNA
舟橋 慈裕 GROVE鎌倉

土田 心渚
ツッチー&アカザワーン
オールスターズ

佐柄 凛 佐柄三兄弟
赤尾杉 夏斗
宮崎 克史
芝山 瑠透
佐藤 匠
染川 優太
永田 博人
宇埜 遼太郎
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小学生4～6年生
周回数 5 周（ローリング含む） エントリー 10 名
ローリング  周 出走 名

受付 8:15～10:00 試走 10:40～10:50
検車 9:35～10:50 ライダーズミーティング スタート前～

スタート 11:05 スタート待機時間 10:50

ゼッケン 名前 クラブ
石田 晴眞 ＣＯＷＧＵＭＭＡ
都丸 藍音 ＣＯＷＧＵＭＭＡ
青山 哲宗 SORA GRIT
筒井 楓 team山登（ヤマト）
大石 哲平 伊豆ＣＳＣ
本間 くるみ 湘南ベルマーレ
田上 遼佑
島田 航羽
宮崎 拓史
月見里 櫂

小学生チャンピオン
周回数 5 周（ローリング含む） エントリー 9 名
ローリング  周 出走 名

受付 8:15～10:00 試走 10:40～10:50
検車 9:35～10:50 ライダーズミーティング スタート前～

スタート 11:05 スタート待機時間 10:50

ゼッケン 名前 クラブ
舟橋 裕人 GROVE鎌倉
山本 率揮 Team MJR
平泉 洋喜 Team MJR
斉藤 隼平 Team- MJR
村上 颯太 TeamMJR
筒井 和 team山登（ヤマト）
野村 慧晴
水谷 悠平
望月 蓮
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中学生男子クラス
周回数 8 周（ローリング含む） エントリー 14 名
ローリング 1 周 出走 名

受付 8:15～10:00 試走 7:25～7:50
検車 9:50～11:05 ライダーズミーティング 9:45～9:55

スタート 11:20 スタート待機時間 11:05

ゼッケン 名前 クラブ
石田 航太 ＣＯＷＧＵＭＭＡ
北村 青空 COWGUMMA
大場 翔生 Rapha  Cycling Club
岩田 剣聖 Reds
松本 詩音 Reds
鈴木 康麟 SBC厚木
原 維吹樹 Team山登(ヤマト)
由井 雛斗 川上中学校
塚越 一生
鈴木 真央
岩月 諒太郎
鈴木 紳之助
鈴木 悠介
山田 潤

特別種目（ケイリン）
周回数 S3 周（ローリング含む） エントリー 12 名
ローリング  周 出走 名

受付 8:15～10:00 試走 7:25～7:50
検車 10:00～11:29 ライダーズミーティング 9:45～9:55

スタート 11:38 スタート待機時間 11:29

ゼッケン 名前 クラブ
吉村 甲斐 COWGUMMA
菅佐原 順 ReVelo
土屋 光城 VIVA☆ZAPPEI

齊藤 宏樹
スミタ・エイダイ・パー
ルイズミ・ラバネロ

内藤 州
スミタ・エイダイ・パー
ルイズミ・ラバネロ

中島 佑介 てへぺろさいくりんぐくらぶ

佐柄  勝弘 佐柄三兄弟
廣瀬 資郎 多摩ポタ
小野 晟太朗 東海大学
井東 親吾
吉村 健央
鴨下 拓弥
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ビギナー
周回数 10 周（ローリング含む） エントリー 68 名
ローリング 1 周 出走 名

受付 10:30～12:00 試走 12:18～12:43
検車 11:18～12:33 ライダーズミーティング 12:10～12:20

スタート 12:48 スタート待機時間 12:33

ゼッケン 名前 クラブ
佐々木 久 Bikeport 
田中 翔悟 bikeport R.R
木村 真紀一人 bikeport.Rapid.Racing
礒 暢秋 bikeportR.R
大坂 誠 CHB
石田 航太 ＣＯＷＧＵＭＭＡ
北村 青空 COWGUMMA
小笠原 豊 DIVA自転車部
磯崎 泰亮 ＥＣＣＣ
乙津 知駿 evina
金 承會 GROVE鎌倉
加藤 正暁 GROVE鎌倉
中山 新 GROVE鎌倉
林 恭彦 GROVE港北
末柄 嘉之 J3
樋口 真之 MAGGIE
白田 智 MAGGIE
堀田 信 MINORRIDERS
田辺 弥央 nm7Racing
山田 一誠 PUNTO ROSSO TOKYO
大場 翔生 Rapha  Cycling Club
奥田 尚哉 Rapha Cycling Club
吉谷 彬 starbucks racing
坂村 哲也 team Cys
黒瀧 星矢 team DNF
遠矢 陸人 team DNF
大西 輝 Team GOCHI

Philipp Roland Team Wangun
高山 可愛 Team YRK□SIX
相賀 崇 TONY Racing
持斉 秀和 VIVA  ZAPPEI
井出 直人 VIVA☆ZAPPEI
松蔭 英輝 お魚チンパンジー
長田 貴彦 しおかるび
戸田 徹弥 シクルマーモット
内藤 州 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ
板倉 武 ノロッサR.C.
林 拓弥 マーキュリー
神田 裕教 加瀬塾
崎原 健呂 河瀬茉希にこの走りを捧ぐ
廣瀬 資郎 多摩ポタ
武藤 圭吾 第3営業局自転車部
廣瀬 靖 地獄の特訓部
有本 周平 冬虫夏草
河合 利宗 冬虫夏草
高橋 瑛士 風早Racing
木村 恭大 風早Racing
阿部 日向 風速Racing
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宗像 洋輝 霧雨魔理沙を愛でる会
牛久 晋佑
山口 智大
佐倉 健仁
若林 良太
斉藤 慎吾
上野 達弘
駒井 裕太
黒澤 奨平
安藤 大貴
冨岡 健寛
山口 明彦
河辺 健
門松 海樹
菅原 慧人
山崎 頌太
島津  真乃介
鈴木 真央
鈴木 悠介
市之瀬 桂典
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エキスパート
周回数 20 周（ローリング含む） エントリー 27 名
ローリング 1 周 出走 名

受付 10:30～12:00 試走 12:18～12:43
検車 12:18～13:33 ライダーズミーティング 12:10～12:20

スタート 13:48 スタート待機時間 13:33

ゼッケン 名前 クラブ

波田野 達
サイクルフリーダム・
レーシング

嶋崎 大 bikeport R.R
関谷 勇希 CHERUBIM RT
小南舘 純 GROVE鎌倉
橋岡 宏茂 KINAN AACA
山崎 響平 ReVelo
長島 純郎 Roppongi Express
板橋 聡 Roppongi Express
鈴木 一磨 SAUCE DEVELOPMENT(尾根幹族)

渡辺 拓也 SBC vertex racing team
佐藤 拓海 Team GOCHI
目黒 大雅 Team Moonlight
吉田 晴彦 TEAM SPORT KID
池田 隼佑 TEAM SPORTS KID
山崎 諭 TRAILBLAZER
松井 芳賢 VIVA☆ZAPPEI
石井 慎太郎 チームイエロー
河野 仁 チャクボタレーシング
阿島 哲夫 なるしまフレンド
松浦 悟 駿河モンテロッソ
北林 大地 都立八王子桑志高等学校
齊藤 龍哉 尾根幹族
小田島 篤 湾岸サイクリング・ユナイテッド

遠藤 尚
吉村 健央
野村 龍司
工藤 政幸
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女子ビギナー
周回数 7 周（ローリング含む） エントリー 11 名
ローリング 3 周 出走 名

受付 10:30～12:00 試走 12:18～12:43
検車 12:53～14:08 ライダーズミーティング 12:10～12:20

スタート 14:23 スタート待機時間 14:08

ゼッケン 名前 クラブ
片浦 瑞希 bikeport R.R
有海 早貴 bikeport R.R
原田 莉圭 M中水泳部1年
程 瑶楓 Team GOCHI
今 真奈美 Team MONTAGNA

野口 晶子
おたふくレーシング with
VIVA☆ZAPPEI

庄田 愛子 信州大学
岩辺 愛理
山﨑 諒子
栃倉 未来
熊倉 絵美

女子スポーツ
周回数 9 周（ローリング含む） エントリー 2 名
ローリング 1 周 出走 名

受付 10:30～12:00 試走 12:18～12:43
検車 13:11～14:26 ライダーズミーティング 12:10～12:20

スタート 14:41 スタート待機時間 14:26

ゼッケン 名前 クラブ
水谷 彩奈
永野 日和鈴 成蹊高校
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エリート
周回数 30 周（ローリング含む） エントリー 28 名
ローリング  周 出走 名

受付 10:30～12:00 試走 12:18～12:43
検車 13:31～14:46 ライダーズミーティング 12:10～12:20

スタート 15:01 スタート待機時間 14:46

ゼッケン 名前 クラブ
村山 悠平 AVENTURA AIKOH VICTORIA RACING

大澤 昌輝 BREZZA-KAMIHAGI
藤田 勉 FIETS
元木 晶央 FORCE
蠣崎 藍道 GoMore WHIZKID
宇田川 塁 GoMore Whizkid
石原 悠希 GoMore WHIZKID
真保 雅俊 KANAGAWA Seagull
長島 悠貴 PROJECT Y
銀山 耕一 Roppongi Express
山本 健一 Roppongi Express
菊川 実紀 Roppongi Express
塩野 淳平 VENTOS FRECCIA
小貫 耕平 VENTOS FRECCIA
長南 勉 VIVA☆ZAPPEI

山下 太一
アーティファクトレーシ
ングチーム

岡 泰誠 イナーメ信濃山形
石橋 諒大 サンクスサイクルラボ西葛西

照屋 貴己あ サンクスサイクルラボ西葛西

岡野 竜希 順天堂大学
阿部 直英 竹芝サイクルレーシング
小野寺 慶 那須ブラーゼン
細田 雄一 博慈会
七井 勇之介 尾根幹族
松本 陸 尾根幹族
小林 昂心 風魔横浜
小堀 陽人
鴨下 拓弥
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