
加藤　遼 カトウ　リョウ
高橋　翔 タカハシ　ショウ
佐久間　崚 サクマ　リョウ
Bossis　Tom ボシス　トム
小倉　功太郎 オグラ　コウタロウ
武井　裕 タケイ　ユウ VC福岡
山口　和来 ヤマグチ　カズキ
あべ木　関二 アベキ　カンジ
山本　敦 ヤマモト　アツシ
落合　康生 オチアイ コウセイ
萩原　茂 ハギワラ　シゲル チーム・ウォークライド
山崎　諭 ヤマザキ　サトシ
蠣崎　藍道 カキザキ　ランドウ ホダカファクトリーレーシング

宮ケ瀬クリテリウム2021第２戦
リザルト　エリート
順位 ゼッケン 氏名 カナ クラブ 周回 タイム トップ差

【開催日】2021年9月25日（日）
【協　賛】株式会社 隼、サイクロン
【協　力】宮ケ瀬ダム周辺振興財団



夏堀　優輝 ナツボリ　ユウキ チームBMレーシング
吉岡　拓哉 ヨシオカ　タクヤ イナーメ信濃山形
阿部　健弥 アベ　ケンヤ チーム・ウォークライド
紺野　涼太 コンノ　リョウタ 東海大学トライアスロンBOMBERS

村上　翔馬 ムラカミ　ショウマ フィッツ
見崎　銀次 ミサキ　ギンジ
池谷　隆太 イケヤ　リュウタ
西山　琢馬 ニシヤマ　タクマ
影森　信一郎 カゲモリ シンイチロウ 多摩ポタ
宇井　陽平 ウイ　ヨウヘイ

宮ケ瀬クリテリウム2021第２戦
リザルト　エキスパート
順位 ゼッケン 氏名 カナ クラブ 周回 タイム トップ差

【開催日】2021年9月25日（日）
【協　賛】株式会社 隼、サイクロン
【協　力】宮ケ瀬ダム周辺振興財団



竹中　香流 タケナカ　カヲル
加藤　直樹 カトウ　ナオキ
内田　崇志 ウチダ　タカシ ゆるライド
永井　健太 ナガイ　ケンタ お魚チンパンジー
穂苅　健吾 ホカリ　ケンゴ 戸塚朝練
Dukiling　Dagyan　Naza Dukiling　Dagyan　Naza

坂本　憲亮 サカモト　ケンスケ
左田　龍脩 サダ　リュウスケ 叡明高校
岩月　諒太郎 イワツキ リョウタロウ
日比　龍二 ヒビ　リュウジ
目黒　大雅 メグロ　タイガ 社会人1年目レーシング
和田　啓吾 ワダ　ケイゴ
工藤　輝 クドウ　ヒカル
篠原　徹 シノハラ　トオル
伊藤　尚紀 イトウ　ナオキ
小池　夏樹 コイケ　ナツキ
西田　玲遠 ニシダ　レオン
松本　陸 マツモト　リク
石井　慎太郎 イシイ　シンタロウ 三郷島エクスプレッソ
山木　敏嗣 ヤマキ　サトシ
小林　野亜 コバヤシ　ノア 東海大学トライアスロンbomb

日向　隼人 ヒュウガ ハヤト
近政　諒 チカマサ　リョウ
吉田　英生 ヨシダ　ヒデオ
松尾　剛之 マツオ タケユキ
高橋　和也 タカハシ　カズヤ
渡邊　太智 ワタナベ　タイチ
木幡　直希 コハタ　ナオキ
吉田　智行 ヨシダ　トモユキ
草野　伸行 クサノ　ノブユキ
高橋　優人 タカハシ　ユウト
市川　陽都 イチカワ　ヒナト 御殿場西高等学校
渡部　潤治 ワタナベ　ジュンジ GROVE宮前平
穴澤　桜晴 アナザワ　オウセイ
加藤　峻 カトウ　シュン
青木　逹徳 アオキ　タツノリ
高橋　瑛士 タカハシ　アキヒト
松浦　耕介 マツウラ　コウスケ
川嶋　修平 カワシマ　シュウヘイ GROVE鎌倉
野村　慧晴 ノムラ ケイセイ
神山　宜遵 カミヤマ　ノブユキ
斎藤　健 サイトウ　タケシ アトリエフルーブ
池谷　隆太 イケヤ　リュウタ
大久保　由紀夫 オオクボ ユキオ

宮ケ瀬クリテリウム2021第２戦
リザルト　スポーツ・ミディアム統合
順位 ゼッケン 氏名 カナ クラブ 周回 タイム トップ差

【開催日】2021年9月25日（日）
【協　賛】株式会社 隼、サイクロン
【協　力】宮ケ瀬ダム周辺振興財団



南波　和行 ナンバ　カズユキ 地獄の特訓部
北川　魁之介 キタガワ　カイノスケ たかだフレンドレーシング
内海　優成 ウツミ　ユウセイ
北川　和真 キタガワ　カズマ
塩崎　真和 シオザキ　マオ
高木　俊暢 タカギ　トシノブ
大野　陽平 オオノ　ヨウヘイ
有山　悠斗 アリヤマ　ユウト team PAWAPURO

河村　和輝 カワムラ　カズキ
五十嵐　陵 イガラシ　リョウ エンドウ商会
徳山　見晴 トクヤマ　ミハル 東京電機大学サイクリング部
加藤　浩一 カトウ　ヒロカズ チームSUZAKI

鈴木　ともや スズキ　トモヤ
中島　海礼 ナカシマ　カイレイ
畠中　健太 ハタナカ　ケンタ
河野　奨平 コウノ　ショウヘイ
工藤　海 クドウ　カイ 東京電機大学サイクリング部
河野　総一郎 コウノ　ソウイチロウ
田村　秀星 タムラ　シュウセイ
高野　保真 タカノ ヤスナオ
西垣　麻杜 ニシガキ　アサト
佐藤　一星 サトウ　イッセイ
大石　哲平 オオイシ テッペイ 静岡北中
持斉　秀和 ジサイ　ヒデカズ
加藤　唯史 カトウ　タダシ
今野　真菜 コンノ　マナ エンドウ商会
舟橋　洋介 フナハシ　ヨウスケ
岩田　剣聖 イワタ　ケンセイ
吉田　光希 ヨシダ　コウキ チームアボカドRacing

谷口　大介 タニグチ　ダイスケ
ワン　ラフィク ワン　ラフィク
AMIR　FARHAN アミル　ファルハン
小島　駿介 コジマ　シュンスケ
岸　大地 キシ　ダイチ
菅野　光 カンノ　ヒカル
長友　海音 ナガトモ　カイト
山本　教夫 ヤマモト ノリオ
米山　雅武 ヨネヤマ　マサム GSJ東京支部
佐野　篤 サノ　アツシ
川上　夢 カワカミ　ユメ
石井　秀和 イシイ　ヒデカズ

宮ケ瀬クリテリウム2021第２戦
リザルト　ビギナー
順位 ゼッケン 氏名 カナ クラブ 周回 タイム トップ差

【開催日】2021年9月25日（日）
【協　賛】株式会社 隼、サイクロン
【協　力】宮ケ瀬ダム周辺振興財団



下地　登愛 シモジ　トウア
竹田　悠人 タケダ　ユウト
市原　直弥 イチハラ　ナオヤ ゴリラアンサンブル
岡田　育也 オカダ　イクヤ
水村　虎ノ介 ミズムラ　トラノスケ
宇佐美　大輔 ウサミ　ダイスケ
乾　龍太郎 イヌイ　リョウタロウ
小野　響子 オノ　キョウコ
井浦　翔 イウラ　ショウ
右田　楓華 ミギタ　フウカ
樋口　玲緒 ヒグチ　レオ
恒友　崇志 ツネトモ　タカシ
永山　璃祈 ナガヤマ　リキ
佐藤　隼輔 サトウ　シュンスケ
押鴨　智輝 オシガモ　トモキ
勝　陽色 カツ　ヒイロ
岡本　祐樹 オカモト　ユウキ 地獄の特訓部
宮崎　優人 ミヤザキ　ユウト
仲田　道人 ナカダ　ミチヒト
牛久　晋佑 ウシク　シンスケ

宮ケ瀬クリテリウム2021第２戦
リザルト　ピュアビギナー1組目
順位 ゼッケン 氏名 カナ クラブ 周回 タイム トップ差

【開催日】2021年9月25日（日）
【協　賛】株式会社 隼、サイクロン
【協　力】宮ケ瀬ダム周辺振興財団



大久保　勇輝 オオクボ　ユウキ
岡野　亘輝 オカノ　コウキ
小島　駿介 コジマ　シュンスケ
志村　隆司 シムラ リュウジ
宮下　直己 ミヤシタ　ナオキ
宇佐美　悠斗 ウサミ　ハルト
岩崎　栄司 イワサキ　エイジ 東京電機大学サイクリング部
稲葉　恵人 イナバ　ケイト
中條　友貴 チュウジョウ　ユウキ ゴリラアンサンブル
平川　昇 ヒラカワ　ノボル
中島　啓次 ナカジマ　ケイジ
上原　龍雅 ウエハラ　リュウガ
小山　来晟 コヤマ　ライセイ
中島　真治 ナカジマ　シンジ
小見　昌義 オミ　マサヨシ
野妻　翔也 ノヅマ　ショウヤ
田母神　浩太 タモガミ　コウタ
石井　済 イシイ　ワタル
大澤　城太郎 オオサワ　ジョウタロウ
藤江　祐輝 フジエ　ユウキ 東京電機大学

宮ケ瀬クリテリウム2021第２戦
リザルト　ピュアビギナー2組目
順位 ゼッケン 氏名 カナ クラブ 周回 タイム トップ差

【開催日】2021年9月25日（日）
【協　賛】株式会社 隼、サイクロン
【協　力】宮ケ瀬ダム周辺振興財団



三上　将醐 ミカミ　ショウゴ
東　諒 ヒガシ　マコト
芝山　瑠透 シバヤマ　ルイト
花島　聡太 ハナシマ　ソウタ
黒木　大登 クロキ　ヤマト
尾崎　友哉 オザキ　トモヤ 湘南ベルマーレトライアスロン

宮ケ瀬クリテリウム2021第２戦
リザルト　小学生チャンピオン
順位 ゼッケン 氏名 カナ クラブ 周回 タイム トップ差

【開催日】2021年9月25日（日）
【協　賛】株式会社 隼、サイクロン
【協　力】宮ケ瀬ダム周辺振興財団


