
宮ケ瀬クリテリウム2022 第２戦 スタートリスト 2022/9/25

エリート・エキスパート統合
周回数 40 周（ローリング含む） エントリー 18 名
ローリング 1 周 出走 名

受付 7:30～7:45 試走 7:30～8:10
検車 7:30～8:00 ライダーズミーティング ～

スタート 8:15 スタート待機時間 8:00

チェック欄 ゼッケン 名前 フリガナ クラブ
エリート 1 小林　直貴 コバヤシ　ナオキ one-up cerezo racing
エリート 2 河村　敦人 カワムラ　アツト EXTENDED VAX SAYAMA
エリート 3 遠藤　優 エンドウ ユウ Roppongi Express
エリート 4 青木　峻二 アオキ シュンジ

エリート 5 鈴木　清之介 スズキ　セイノスケ
湘南工科大学附属高等学
校

エリート 6 五十嵐　誠人 イガラシ マコト 竹芝サイクルレーシング

エリート 7 北川　和真 キタガワ　カズマ
LINKVISION GIRASOLE
CYCLING

エリート 8 武井　裕 タケイ　ユウ VC福岡

エリート 9 藤本　元貴 フジモト　ゲンキ
LINKVISION GIRASOLE
CYCLING

エリート 10 丹波　星那 タンバ　セナ 明星大学
エリート 11 菅野　将志 カンノ　マサシ HIRAKO.mode

エリート 12 長島　悠貴 ナガシマユウキ
NAMIBIA PROJECT
Cycling Team

エリート 13 鈴木　康麟 スズキ　コウリン

エキスパート 21 関谷　勇希 セキヤ　ユウキ TONY Racing
エキスパート 22 藤上　敏彦 フジカミ トシヒコ H.C.Cチーム不死神
エキスパート 23 岡田　隼季 オカダ　シュンキ アニマルウーピーパイ
エキスパート 24 山形　駿 ヤマガタ　シュン アニマルウーピーパイ
エキスパート 25 山本　敦 ヤマモト　アツシ SBC Vertex Racing Team
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宮ケ瀬クリテリウム2022 第２戦 スタートリスト 2022/9/25

スポーツ・ミディアム統合
周回数 25 周（ローリング含む） エントリー 25 名
ローリング 1 周 出走 名

受付 7:30～9:15 試走 9:20～9:40
検車 8:15～9:30 ライダーズミーティング ～

スタート 9:45 スタート待機時間 9:30

チェック欄 ゼッケン 名前 フリガナ クラブ
ミディアム 31 木部　匠 キベ　タクミ 狛江スケボー部
ミディアム 32 目黒　大雅 メグロ　タイガ いしぴーれーしんぐ
ミディアム 33 松浦　耕介 マツウラ　コウスケ
ミディアム 34 鈴木　伸 スズキ　シン Club Well done!
ミディアム 35 工藤　僚二 クドウ　リョウジ
ミディアム 36 石坂　俊 イシザカ　シュン ヴェントス
ミディアム 37 日暮　将和 ヒグラシ　マサカズ AutoBahnGotemba
ミディアム 38 浅倉　隆佑 アサクラ　リュウスケ パインヒルズ90
ミディアム 39 南部　元紀 ナンブ　モトノリ
ミディアム 40 金子　裕太 カネコ　ユウタ vite jambe
ミディアム 41 今本　未悠 イマモト　ミユウ 駒澤大学
ミディアム 42 袴田　敏紹 ハカマダ　トシアキ しおかるび
ミディアム 43 秋山　舜 アキヤマ　シュン SBC Vertex Racing Team

ミディアム 44 内海　優成 ウツミ　ユウセイ
NAMIBIA PROJECT
Cycling Team

スポーツ 51 嶋　草太 シマ　ソウタ

スポーツ 52 田口　雅丈 タグチ　マサヒロ
NAMIBIA Project Cycling
Team

スポーツ 53 北原　渡 キタハラ　ワタル
スポーツ 54 伊藤　良徳 イトウ　リョウトク たかだフレンド
スポーツ 55 間山　大輔 マヤマ　ダイスケ
スポーツ 56 平　直也 タイラ　ナオヤ KPRB
スポーツ 57 手塚　功一 テヅカ コウイチ KPRB
スポーツ 58 菊地　省吾 キクチ　ショウゴ
スポーツ 59 内藤　龍海 ナイトウ　タツミ
スポーツ 60 望月　賢太 モチヅキ ケンタ CLUB.viento
スポーツ 61 青井　慎吾 アオイ　シンゴ Cyclone
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宮ケ瀬クリテリウム2022 第２戦 スタートリスト 2022/9/25

ビギナー1組目
周回数 20 周（ローリング含む） エントリー 29 名
ローリング 1 周 出走 名

受付 7:30～9:53 試走 9:20～9:40
検車 8:50～10:08 ライダーズミーティング ～

スタート 10:23 スタート待機時間 10:08

チェック欄 ゼッケン 名前 フリガナ クラブ
71 高木　俊暢 タカギ　トシノブ 7Gears
72 菅野　寛太 スガノ　カンタ 7Gears
73 嶋　剛 シマ ツヨシ AVEL北陸
74 小林　大起 コバヤシ　タイキ BLUE SKY Racing
75 尾上　公要 オノウエ　コウヨウ Blue Sky Racing
76 藤田　敦 フジタ　アツシ Burger Boyz
77 堀田　英知 ホッタ　エイチ CLUB CFP
78 大澤　優樹 オオサワ　ユウキ Cycloneのファンファン
79 諏訪間　良樹 スワマ　ヨシキ KRF
80 小島　圭佑 コジマ　ケイスケ KRF

81 小野寺　友希 オノデラ　トモキ
LINKVISION GIRASOLE
CYCLING

82 南　秀治 ミナミ　シュウジ monokusa
83 髙橋　一慶 タカハシ　イッケイ Monokusa Racing

84 高橋　俊次 タカハシ　トシツグ
Team BORDERWOOD
Racing

85 上原　龍雅 ウエハラ　リュウガ Team FITTE
86 水村　虎ノ介 ミズムラ　トラノスケ TeamFITTE
87 北郷　弘樹 キタゴウ　ヒロキ
88 平田　龍也 ヒラタ　リュウヤ
89 関戸　康 セキド　ヤスシ
90 関戸　創海 セキド　タクミ
91 南　圭郁 ミナミ ヨシフミ
92 吉野　颯馬 ヨシノ　ソウマ
93 宗像　縁太郎 ムナカタ　エンタロウ
94 森　恭平 モリ　キョウヘイ
95 木下　博文 キノシタ ヒロフミ
96 出川　勇也 デガワ　ユウヤ
97 若林　良太 ワカバヤシ　リョウタ
98 斉川　彪樹 サイカワ　ヒョウキ 越智工業レーシング
99 越智　敏明 オチ　トシアキ
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宮ケ瀬クリテリウム2022 第２戦 スタートリスト 2022/9/25

ビギナー2組目
周回数 20 周（ローリング含む） エントリー 29 名
ローリング 1 周 出走 名

受付 7:30～10:26 試走 9:20～9:40
検車 9:30～10:41 ライダーズミーティング ～

スタート 10:56 スタート待機時間 10:41

チェック欄 ゼッケン 名前 フリガナ クラブ
100 工藤　颯太 クドウ　ソウタ お魚チンパンジー
101 佐藤　隼輔 サトウ　シュンスケ チームドンﾎﾞスコ
102 岡田　育也 オカダ　イクヤ チームドンﾎﾞスコ
103 植垣　亮次 ウエガキ　リョウジ ナカジマサイクル
104 伊藤　大輔 イトウ　ダイスケ ブラウブリッツェン
105 吉田　智行 ヨシダ　トモユキ ヤマダレーシング

106 櫻井　佑 サクライ　ユウ
レースのテンポ気持ちよす
ぎだろ！

107 恒友　崇志 ツネトモ　タカシ
レースのテンポ気持ちよす
ぎだろ！

108 内山　栄良 ウチヤマ　ヒデヨシ 駒澤大学自転車競技部
109 野澤　直矢 ノザワ　ナオヤ 駒澤大学自転車部
110 水谷　海輝 ミズタニ　カイキ 正則高等学校
111 鈴木　颯 スズキ　カケル 正則高等学校
112 大谷　立樹 オオタニ　タツキ 正則高等学校
113 雪下　遥哉 ユキシタ　ハルヤ 正則高等学校
114 神山　佳汰 カミヤマ　ケイタ 正則高等学校
115 狩野　憲二 カノウ　ケンジ 平日温泉ライダース
116 兼井　和幸 カネイ　カズユキ
117 小柏　靖直 コガシワ ヤスナオ
118 髙橋　光生 タカハシ　コウセイ
119 西垣　麻杜 ニシガキ　アサト
120 坂本　憲亮 サカモト　ケンスケ
121 鷹取　礼 タカトリ　ミチ
122 大槻　駿介 オオツキ　シュンスケ
123 中村　竜太 ナカムラ　リュウタ
124 田中　淳平 タナカ　ジュンペイ
125 佐藤　直 サトウ　ナオ
126 佐藤　達典 サトウ　タツノリ
127 成田 清瞳 ナリタ　サヤキ ウォークライド
128 石井　秀和 イシイ　ヒデカズ 地獄の特訓部

129 三上　将醐 ミカミ　ショウゴ
アスリチューン・コ
ラッジョU-19
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宮ケ瀬クリテリウム2022 第２戦 スタートリスト 2022/9/25

ピュアビギナー1組目
周回数 15 周（ローリング含む） エントリー 28 名
ローリング 4 周 出走 名

受付 7:30～11:59 試走 9:20～9:40
検車 11:00～12:14 ライダーズミーティング ～

スタート 12:29 スタート待機時間 12:14

チェック欄 ゼッケン 名前 フリガナ クラブ
131 菊池　崇 キクチ　タカシ Grand man’s bar
132 岸本　隆太郎 キシモト　リュウタロウ Grand man’s bar

133 小野寺　友希 オノデラ　トモキ
LINKVISION GIRASOLE
CYCLING

134 芝山　瑠透 シバヤマ　ルイト ROUGH STONES
135 保科　魁一 ホシナ　カイイチ SEASTORY
136 中田　宗也 ナカダ　ソウヤ SEASTORY
137 越智　進太郎 オチ　シンタロウ shimogaku
138 清水　貴淑 シミズ　タカトシ team ARCC
139 須藤　真央 スドウ　マヒロ U2 Bikes
140 高橋　煌 タカハシ　コウ アニマルウーピーパイ
141 右田　楓華 ミギタ　フウカ チーム ドンボスコ
142 市川　想来 イチカワ　ソラ チーム　ドンボスコ
143 江川　慧和 エガワ　ケイナ ドン・ボスコ
144 水野谷　太一 ミズノヤ　タイチ
145 安西　範晃 アンザイ　ノリアキ
146 花岡　仁志 ハナオカ　ジンシ
147 南　瑛太 ミナミ　エイタ
148 三村　隆浩 ミムラ　タカヒロ
149 田中　淳平 タナカ　ジュンペイ
150 山口　達郎 ヤマグチ タツロウ
151 西山　千智 ニシヤマ　チサト
152 滝口　敬司 タキグチ　ケイジ
153 山上　高広 ヤマガミ　タカヒロ
154 松葉　功将 マツバ　コウスケ

155 清水　幸太郎 シミズ　コウタロウ
東林のエースと日本縦断の
人

156 川瀬　貴裕 カワセ　タカヒロ
東林のエースと日本縦断の
人

157 石川　充彦 イシカワ　ミツヒコ

158 佐々木　博基 ササキ　ヒロキ
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宮ケ瀬クリテリウム2022 第２戦 スタートリスト 2022/9/25

ピュアビギナー2組目
周回数 15 周（ローリング含む） エントリー 27 名
ローリング 4 周 出走 名

受付 7:30～12:32 試走 9:20～9:40
検車 11:30～12:47 ライダーズミーティング ～

スタート 13:02 スタート待機時間 12:47

チェック欄 ゼッケン 名前 フリガナ クラブ
159 根本　卓也 ネモト　タクヤ ブロッサムレーシング
160 川上　夢 カワカミ　ユメ ぽよぽよレーシング
161 中島　啓次 ナカジマ　ケイジ ルキデ☆バレヤ
162 中島　真治 ナカジマ　シンジ ルキデ☆バレヤ

163 安藤　誠太 アンドウ　セイタ
神奈川県立保土ケ谷高等
学校

164 牛久　晋佑 ウシク　シンスケ 地獄の特訓部
165 大川　準二 オオカワ　ジュンジ 中島サイクル
166 赤石　友樹 アカイシ　ユウキ 中島サイクル
167 田村　政喜 タムラ マサキ 中島サイクル
168 大塚　玄一 オオツカ　ゲンイチ 中島サイクル
169 矢島　瑠衣斗 ヤジマ　ルイト 保土ヶ谷高校
170 川代　剛一 カワシロ　コウイチ 保土ケ谷高校
171 山岸　奈央 ヤマギシ　ナオ
172 檜山　善成 ヒヤマ　ヨシノリ
173 佐藤　直 サトウ　ナオ
174 増輪　太志 マスワ　タイシ
175 井上　湧心 イノウエ　ユウシン
176 鈴木　来季 スズキ　ライキ
177 平川　昇 ヒラカワ　ノボル
178 石坂　慶弥 イシザカ　ケイヤ
179 上原田　梓 ウエハラダ　アズサ
180 伊藤　倫之進 イトウ　トモノシン
181 杉浦 志朗 スギウラ シロウ サイクルチーム WAIWAI
182 楮本　慎也 カズモト　シンヤ CYCLE TEAM wi-wi
183 佐々木　孝治 ササキ　コウジ
184 古谷　博行 フルヤ　ヒロキ
185 武安　春輝 タケヤス　ハルキ
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宮ケ瀬クリテリウム2022 第２戦 スタートリスト 2022/9/25

小学生チャンピオン
周回数 15 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 7:30～13:00 試走 9:20～9:40
検車 12:00～13:15 ライダーズミーティング ～

スタート 13:30 スタート待機時間 13:15

チェック欄 ゼッケン 名前 フリガナ クラブ
191 宗像　諭之吉 ムナカタ　ユノキチ
192 馬場　奏実 ババ　カナミ
193 根本　煌生 ネモト コウキ AVENTURA

194 渡井　健太 ワタイ　ケンタ
AVENTURA CYCLING
ESTRELLA
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