
大磯クリテリウム2022-23第1戦スタートリスト

シニア
周回数 10 周（ローリング含む） エントリー 18 名
ローリング 1 周 出走 名

受付 6:45～8:00 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

チェック欄 ゼッケン 名前 フリガナ クラブ
71 新谷　哲也 シンタニ　テツヤ SurLuster
72 中島　隆行 ナカジマ タカユキ My Pase Cycling
73 加藤　唯史 カトウ　タダシ TONY Racing
74 浜松　満雄 ハママツ　ミチオ 浜松レーシング
75 小林　秀治 コバヤシ　シュウジ AVENTURA
76 長田　貴彦 オサダ　キミヒコ E-WORKS@PINKY
77 土屋　光城 ザッペイ　ツチヤ VIVA☆ZAPPEI
78 三浦　新吾 ミウラ　シンゴ 湘南夜練ビアンキ　ミウラ
79 塩野　淳司 シオノ アツシ Team一匹狼
80 桑原　隆浩 クワバラ　タカヒロ Team一匹狼
81 大内　康弘 オオウチ ヤスヒロ スガ塾
82 滝口　智 タキグチ　サトシ Team一匹狼
83 袴田　敏紹 ハカマダ　トシアキ しおかるび
84 小林　正樹 コバヤシ マサキ RinRinRacing
85 小野　健 オノ ケン
86 坂上　明 サカガミ　アキラ
87 東海林　純一 ショウジ　ジュンイチ
88 山本　敦 ヤマモト　アツシ SBC Vertex Racing Team
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大磯クリテリウム2022-23第1戦スタートリスト

スポーツ
周回数 12 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 6:45～8:17 試走 7:25～7:50
検車 7:30～8:17 ライダーズミーティング 7:50～8:00

スタート 8:32 スタート待機時間 8:17

チェック欄 ゼッケン 名前 フリガナ クラブ
91 河野　奨平 コウノ　ショウヘイ TEAM DELFINO
92 岸　大地 キシ　ダイチ 旭丘高校自転車部
93 須賀　俊貴 スガ シュンキ White Locus Skiclub
94 市川　龍之介 イチカワ　リュウノスケ とぉーかい
95 油井　航祐 ユイ　コウスケ
96 森　凰翔 モリ　オウガ LEVANTE HOPE
97 田口　雅丈 タグチ　マサヒロ PROJECT-Y
98 竹田　悠人 タケダ　ユウト すーぱーはむすたー
99 五十嵐　陵 イガラシ　リョウ エンドウ商会
100 工藤　颯太 クドウ　ソウタ お魚チンパンジー
101 石渡　大輔 イシワタ　ダイスケ 湘南浪漫
102 内藤　龍海 ナイトウ　タツミ NAMIBIA PROJECT Cycling Team

103 小島　駿介 コジマ　シュンスケ Phantom湘南
104 大友　健 オオトモ　ケン
105 内田　裕 ウチダ　ユウ STAR☆BIKES 湘南台
106 黒川　涼太 クロカワ　リョウタ
107 前田　明大 マエダ　アキヒロ 埼玉大学自転車競技部
108 桑子　隼 クワコ　ジュン 埼玉大学自転車競技部
109 高木　駿 タカギ　シュン PROJECT-Y
110 鳥海　泰世 トリウミ　タイセイ LINKVISION GIRASOLE CYCLING

111 滝口　智 タキグチ　サトシ Team一匹狼
112 池ケ谷　康平 イケガヤ　コウヘイ LEVANTE HOPE
113 押尾　颯太 オスオ　ソウタ LEVANTE HOPE
114 田中　淳平 タナカ　ジュンペイ NAMIBIA PROJECT Cycling Team

115 野村　慧晴 ノムラ ケイセイ AVENTURA VICTORIA RACING

116 青井　慎吾 アオイ　シンゴ NAMIBIA PROJECT cycling team

オープン 117 山根　理史 ヤマネ　マサフミ チーム・ウォークライド
118 中山　恭介 ナカヤマ　キョウスケ チーム・ウォークライド
119 相原　勇斗 アイハラ　ユウト チーム・ウォークライド
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大磯クリテリウム2022-23第1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 24 名
ローリング 3 周 出走 名

受付 6:45～8:39 試走 7:25～7:50
検車 7:30～8:39 ライダーズミーティング 7:50～8:00

スタート 8:54 スタート待機時間 8:39

チェック欄 ゼッケン 名前 フリガナ クラブ
121 遠藤　和輝 エンドウ　カズキ cit cc
122 佐藤　匠 サトウ　タクミ citcc
123 北島　輝之 キタジマ　テルユキ NACK Racing
124 山下　龍仁 ヤマシタ　リュウジン NACK Racing
125 川口　修司 カワグチ　シュウジ NACK Racing
126 大澤　城太郎 オオサワ　ジョウタロウ NACK Racing
127 安藤　友識 アンドウ　トモサト Plus1bicycles
128 宮原　一輝 ミヤハラ　カズキ Team Cycling Birdman
129 山本　航輝 ヤマモト　コウキ team FABA
130 松本　詩音 マツモト　シオン team ZERO 
131 松井　良恭 マツイ ヨシヤス Team 一匹狼
132 土井　熙人 ドイ　ヒロト
133 野口　貴功 ノグチ　タカヨシ
134 池谷　光司 イケヤ　コウジ
135 木川　玲 キカワ　リョウ
136 浅井　秀平 アサイ　シュウヘイ
137 渕ノ上　快人 フチノウエ　カイト
138 桜田　海斗 サクラダ　カイト
139 北林　繁 キタバヤシ　シゲル
140 北田　虹太 キタダ　コウタ
141 今泉　澄 イマイズミ　アキラ
142 川野　佑介 カワノ　ユウスケ
143 牧野　聖良 マキノ　セイラ
144 宮下　直己 ミヤシタ　ナオキ
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大磯クリテリウム2022-23第1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 23 名
ローリング 3 周 出走 名

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

スタート 9:40 スタート待機時間 9:25

チェック欄 ゼッケン 名前 フリガナ クラブ
145 寺園　桜華 テラゾノ　オウカ TeamAVENTURA
146 上遠野　蒼大 カトオノ　ソウタ TeamBFYRacing
147 田島　州 タジマ　シュウ すね毛レーシング
148 九鬼　玲音 クキ　レオン スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ

149 右田　楓華 ミギタ　フウカ チームドンボスコ
150 鈴木　洋輔 スズキ　ヨウスケ 一橋大学自転車部
151 河田　樹 カワタ　イツキ 倒壊大学
152 越川　和音 コシカワ　カズト
153 山口　達郎 ヤマグチ タツロウ
154 田中　真弘 タナカ　マサヒロ
155 南雲　勇駆人 ナグモ　ユクト
156 吉川　凌央 キッカワ　リョオ
157 増輪　太志 マスワ　タイシ
158 根本　雅也 ネモト　マサヤ
159 佐藤　玲 サトウ　レイ
160 平川　昇 ヒラカワ　ノボル
161 山本　靖 ヤマモト　ヤスシ
162 外尾　晃 ホカオ　アキラ
163 山崎　隆史 ヤマザキ タカシ
164 井上　湧心 イノウエ　ユウシン
165 指田　真羽良 サシダ　マハロ
166 原　彩斗 ハラ　アヤト
167 鎌田　将 カマタ　マサシ
168 佐々木　博基 ササキ　ヒロキ
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大磯クリテリウム2022-23第1戦スタートリスト

ミディアム
周回数 15 周（ローリング含む） エントリー 20 名
ローリング 1 周 出走 名

受付 8:10～9:45 試走 7:25～7:50
検車 8:30～9:45 ライダーズミーティング 9:15～9:25

スタート 10:00 スタート待機時間 9:45

チェック欄 ゼッケン 名前 フリガナ クラブ
171 越川　純 コシカワ　ジュン
172 落合　拓郎 オチアイ タクロウ Rapha Cycling Club
173 宮野　正史 ミヤノ　マサシ 魅惑のパンの耳
174 北林　大地 キタバヤシ　ダイチ
175 下地　登愛 シモジ　トウア SBC Vertex Racing TEAM
176 直木　竜也 ナオキ　タツヤ GROVE鎌倉
177 工藤　僚二 クドウ　リョウジ
178 浅倉　隆佑 アサクラ　リュウスケ パインヒルズ90
179 伊藤　良徳 イトウ　リョウトク たかだフレンド
180 有山　悠斗 アリヤマ　ユウト 川口市自転車競技連盟
181 大野　陽平 オオノ　ヨウヘイ ASMIC （アスミック）
182 石山　祐太 イシヤマ　ユウタ Team 一匹狼
183 深村　涼介 フカムラ　リョウスケ
184 皆川　晃法 ミナガワ　アキノリ DEF Touring 
185 渡辺　拓也 ワタナベ タクヤ SBC veltex racing team
186 吉田　晴彦 ヨシダ　ハルヒコ Team 一匹狼
187 小西　勇人 コニシ　ユウト プロトン伊豆レーシング
188 三田　千里 ミタ　センリ SBC Vertex Racing Club
189 小形　健作 オガタ　ケンサク チーム・ウォークライド
190 藤岡　傑 フジオカ　スグル Phantom湘南
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大磯クリテリウム2022-23第1戦スタートリスト

バンビーノ
周回数 S2 周（ローリング含む） エントリー 8 名
ローリング 0 周 出走 名

受付 8:45～10:10 試走 ～
検車 8:56～10:11 ライダーズミーティング 9:15～9:25

スタート 10:26 スタート待機時間 10:11

チェック欄 ゼッケン 名前 フリガナ クラブ
201 池田　琉夏 イケダ　ルカ
202 大崎　葉太 オオサキ　ヨウタ BIKE TOWN CYCLING
203 村田　摩心 ムラタ　マコ
204 水谷　環 ミズタニ　タマキ チャーリーズエンジェルズ
205 岡野　心一 オカノ　シンイチ
206 牧野　悠来 マキノ　ユウキ すみれ組
207 堀田　桜希 ホッタ　オウキ
208 宮崎　優月 ミヤザキ　ユヅキ

小学校1～3年
周回数 2 周（ローリング含む） エントリー 15 名
ローリング 0 周 出走 名

受付 8:45～10:29 試走 10:30～10:40
検車 9:14～10:29 ライダーズミーティング 9:15～9:25

スタート 10:44 スタート待機時間 10:29

チェック欄 ゼッケン 名前 フリガナ クラブ
211 山田　大夢 ヤマダ　ヒロム
212 山田　隼大 ヤマダ　ハヤト
213 前川　怜旺 マエカワ　レオ
214 前川　怜南 マエカワ　レイナ
215 中川　蒼太 ナカガワ　ソウタ
216 村田　心泰 ムラタ　モトヤス
217 佐竹　晄 サタケ　アキ
218 水谷　維月 ミズタニ　イツキ チャーリーズエンジェルズ
219 堀田　麗音 ホッタ　レイン イオンバイクJr.アカデミー
220 井関　羽矢斗 イセキ　ハヤト
221 田口　誠志郎 タグチ　セイジロウ
222 宗像　諭之吉 ムナカタ　ユノキチ
223 横尾　大空 ヨコオ　ソラ ROUGH STONES
224 宮崎　結葉 ミヤザキ　ユイハ
225 尾形　有咲 オガタ　アリサ
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大磯クリテリウム2022-23第1戦スタートリスト

小学校4～6年
周回数 4 周（ローリング含む） エントリー 9 名
ローリング 0 周 出走 名

受付 8:45～10:38 試走 10:30～10:40
検車 9:23～10:38 ライダーズミーティング 9:15～9:25

スタート 10:53 スタート待機時間 10:38

チェック欄 ゼッケン 名前 フリガナ クラブ
231 野口　翼 ノグチ　ツバサ
232 茂木　陽向 モテギ　ヒナタ
233 山口　琉偉 ヤマグチ　ルイ
234 野本　夕陽 ノモト　ユウヒ
235 川島　伶桜 カワシマ　レオ
236 佐竹　悠 サタケ　ハル
237 米田　晃大 ヨネダ　コウダイ ROUGH STONES
238 横尾　大地 ヨコオ　ダイチ ROUGH STONES
239 尾形　明咲 オガタ メイサ
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大磯クリテリウム2022-23第1戦スタートリスト

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 7 名
ローリング 0 周 出走 名

受付 8:45～10:50 試走 10:30～10:40
検車 9:35～10:50 ライダーズミーティング 9:15～9:25

スタート 11:05 スタート待機時間 10:50

チェック欄 ゼッケン 名前 フリガナ クラブ
241 富樫　悠太郎 トガシ ユウタロウ
242 小田島　寛奈 オダシマ カンナ #1-PRIMERA-
243 渡邉　公太 ワタナベ　コウタ ブリッツェン☆ステラ
244 馬場　奏実 ババ　カナミ
245 渡井　健太 ワタイ　ケンタ AVENTURA CYCLING ESTRELLA

246 柬理　日楠詩 カンリ　ヒナタ UBRIACONE
247 根本　煌生 ネモト コウキ AVENTURA

女子age10-15
周回数 5 周（ローリング含む） エントリー 1 名
ローリング 0 周 出走 名

受付 8:45～10:50 試走 10:30～10:40
検車 9:35～10:50 ライダーズミーティング 9:15～9:25

スタート 11:05 スタート待機時間 10:50

チェック欄 ゼッケン 名前 フリガナ クラブ
251 西山　千智 ニシヤマ　チサト
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大磯クリテリウム2022-23第1戦スタートリスト

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 24 名
ローリング 1 周 出走 名

受付 8:45～11:03 試走 7:25～7:50
検車 9:48～11:03 ライダーズミーティング 9:15～9:25

スタート 11:18 スタート待機時間 11:03

チェック欄 ゼッケン 名前 フリガナ クラブ
261 井上　湧心 イノウエ　ユウシン
262 宇田川　瀬那 ウダガワ　セナ スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ

263 宮崎　優人 ミヤザキ　ユウト TEAM YOU CAN
264 池田　竜雅 イケダ　リュウガ
265 加藤　脩翔 カトウ　シュウト ブラウブリッツェン
266 笠井　正晴 カサイ　マサハル
267 工藤　健太 クドウ　ケンタ ブラウ・ブリッツェンU-15
268 日野　篤人 ヒノ　アツト
269 稲葉　恵人 イナバ　ケイト
270 月見里　櫂 ツキミサト カイ スミタ･エイダイ･パールイズミ･ラバネロ

271 安藤　友識 アンドウ　トモサト Plus1Bicycles 
272 小林　兼太朗 コバヤシ　ケンタロウ COW GUMMA
273 宮嵜　博己 ミヤザキ　ヒロキ チームBMレーシング
274 住田　悠人 スミタ　ユウジン スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ

275 藤田　悠生 フジタ　ユウセイ
276 鳥海　泰世 トリウミ　タイセイ LINKVISION GIRASOLE CYCLING

277 芝山　瑠透 シバヤマ　ルイト ROUGH STONES
278 鷹取　礼 タカトリ　ミチ
279 鈴木　来季 スズキ　ライキ
280 指田　真羽良 サシダ　マハロ
281 野村　慧晴 ノムラ ケイセイ AVENTURA VICTORIA RACING

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

283 中島　真治 ナカジマ　シンジ ルキデ☆バレヤ
284 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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大磯クリテリウム2022-23第1戦スタートリスト

特別種目個人タイムトライアル
周回数 2 周（ローリング含む） エントリー 25 名
ローリング 0 周 出走 名

受付 8:45～11:19 試走 7:25～7:50
検車 10:04～11:19 ライダーズミーティング 9:15～9:25

スタート 11:34 スタート待機時間 11:19

チェック欄 ゼッケン 名前 フリガナ クラブ
291 新井　秀人 アライ　ヒデト 急ぎエアロモード
292 伊藤　優太 イトウ　ユウタ TeamAVENTURA
293 市野　孝太郎 イチノ　コウタロウ
294 並木　文洋 ナミキ　フミヒロ Vite Jambe
295 糸井　陵汰 イトイ　リョウタ Vite jambe
296 山本　敦 ヤマモト アツシ SBC Vertex Racing Team
297 川口　真矢 カワグチ　シンヤ 消費者金融自己破産行き
298 谷中　達郎 ヤナカ　タツロウ
299 武井　彰宏 タケイ　アキヒロ VIVA☆ZAPPEI
300 河野　奨平 コウノ　ショウヘイ TEAM DELFINO
301 落合　拓郎 オチアイ タクロウ Rapha Cycling Club
302 宮崎　優人 ミヤザキ　ユウト TEAM YOU CAN
303 右田　楓華 ミギタ　フウカ チームドンボスコ

女子（別表彰） 304 蒲原　琴音 カンバラ　コトネ Team一匹狼
305 鈴木　優也 スズキ　ユウヤ 神奈川大学
306 川嶋　修平 カワシマ　シュウヘイ #ｺﾋｼﾊ
307 関谷　勇希 セキヤ　ユウキ TONY Racing
308 有山　悠斗 アリヤマ　ユウト 川口市自転車競技連盟
309 三浦　新吾 ミウラ　シンゴ 湘南夜練ビアンキ　ミウラ
310 内藤　龍海 ナイトウ　タツミ NAMIBIA PROJECT Cycling Team

311 小島　駿介 コジマ　シュンスケ Phantom湘南
312 青木　峻二 アオキ シュンジ
313 佐藤　大介 サトウ　ダイスケ ALDINA
314 藤本　元貴 フジモト　ゲンキ NAMIBIA PROJECT CYCLING TEAM

315 小林　毅瑠 コバヤシ　タケル MiNERVA-asahi
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大磯クリテリウム2022-23第1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 5 名
ローリング 3 周 出走 名

受付 10:00～12:00 試走 12:09～12:39
検車 11:13～12:28 ライダーズミーティング 12:10～12:20

スタート 12:43 スタート待機時間 12:28

チェック欄 ゼッケン 名前 フリガナ クラブ
321 浅井　美緒 アサイ　ミオ
322 蒲原　琴音 カンバラ　コトネ Team一匹狼
323 神田　実侑 カンダ　ミウ
324 中島　優里 ナカジマ　ユウリ
325 木村　裕圭 キムラ　ユカ team ZERO

女子スポーツ
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 10:00～12:00 試走 12:09～12:39
検車 11:31～12:46 ライダーズミーティング 12:10～12:20

スタート 13:01 スタート待機時間 12:46

チェック欄 ゼッケン 名前 フリガナ クラブ
331 岡本　彩那 オカモト　アヤナ ブラウ・ブリッツェン
332 根本　香織 ネモト　カオリ Team一匹狼
333 筒井　楓 ツツイ カエデ TEAM SPORTSKID ZYYX
334 小野　響子 オノ　キョウコ team ZERO
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大磯クリテリウム2022-23第1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 20 名
ローリング 1 周 出走 名

受付 10:45～13:00 試走 12:09～12:39
検車 12:00～13:15 ライダーズミーティング 12:10～12:20

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
341 金井　孝太 カナイ　コウタ citcc
342 鈴木　睦生 スズキ　トモキ CITCC
343 池ケ谷　康平 イケガヤ　コウヘイ LEVANTE HOPE
344 押尾　颯太 オスオ　ソウタ LEVANTE HOPE
345 田中　淳平 タナカ　ジュンペイ NAMIBIA PROJECT Cycling Team

346 畠中　健太 ハタナカ　ケンタ Project-Y
347 米田　啓一 ヨネダ　ケイイチ ROUGH STONES
348 横尾　昭博 ヨコオ アキヒロ ROUGH STONES
349 水村　虎ノ介 ミズムラ　トラノスケ Team FITTE
350 相場　俊輔 アイバ　シュンスケ 成城高等学校自転車競技部

351 荒　俊汰 アラ　シュンタ 成城高等学校自転車競技部

352 黒田　晃玖 クロダ　アキヒサ 成城高等学校自転車競技部

353 竹之内　琥大郎 タケノウチ　コタロウ 成城高等学校自転車競技部

354 南部　元紀 ナンブ　モトノリ
355 髙橋　光生 タカハシ　コウセイ
356 滝口　敬司 タキグチ　ケイジ
357 中尾　拓人 ナカオ　タクト
358 宇田川　瀬那 ウダガワ　セナ スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ

359 東海林　純一 ショウジ　ジュンイチ
360 龍池 哲也 リュウチ テツヤ スマートコーチング
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大磯クリテリウム2022-23第1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 19 名
ローリング 1 周 出走 名

受付 10:45～13:00 試走 12:09～12:39
検車 12:19～13:34 ライダーズミーティング 12:10～12:20

スタート 13:49 スタート待機時間 13:34

チェック欄 ゼッケン 名前 フリガナ クラブ
361 菅原　陸 スガワラ　リク team ZERO@そろそろ昇級したいゾ

362 椎野　実 シイノ　ミノル TEAMShonanVertexRacing
363 田邊　章太 タナベ ショウタ Team一匹狼
364 塩野　淳司 シオノ アツシ Team一匹狼
365 松井　良恭 マツイ ヨシヤス Team 一匹狼
366 桑原　隆浩 クワバラ　タカヒロ Team一匹狼
367 仲田　道人 ナカダ　ミチヒト TONY Racing
368 小田切　紀男 オダギリ ノリオ TONY Racing
369 須藤　真央 スドウ　マヒロ U2 Bikes
370 林　茂樹 ハヤシ　シゲキ エンドウ商会
371 佐藤　隼輔 サトウ　シュンスケ チームドンボスコ
372 門松　峻慈 カドマツ　シュンジ 成城高等学校自転車競技部

373 小林　大輝 コバヤシ　ダイキ 成城高等学校自転車競技部

374 千葉　胤怜 チバ　タネサト 成城高等学校自転車競技部

375 森　凰翔 モリ　オウガ 千葉500
376 前島　勝也 マエジマ　カツヤ 千葉500
377 井上　渓介 イノウエ　ケイスケ
378 出川　勇也 デガワ　ユウヤ
379 皆川　大希 ミナガワ　タイキ
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大磯クリテリウム2022-23第1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 19 名
ローリング 1 周 出走 名

受付 10:45～13:00 試走 12:09～12:39
検車 12:38～13:53 ライダーズミーティング 12:10～12:20

スタート 14:08 スタート待機時間 13:53

チェック欄 ゼッケン 名前 フリガナ クラブ
380 岡田　育也 オカダ　イクヤ チームドンボスコ
381 上野　達弘 ウエノ　ミチヒロ ハロー、チンパンワールド！

382 根本　卓也 ネモト　タクヤ ブロッサムレーシング
383 中島　啓次 ナカジマ　ケイジ ルキデ☆バレヤ
384 恒友　崇志 ツネトモ　タカシ 一橋大学自転車狂技部
385 伊禮　亨 イレイ　トオル 一匹ゴリラ
386 本間　太一 ホンマ　タイチ 神奈川大学
387 槇野　詠太 マキノ　エイタ 成城高等学校自転車競技部

388 大黒　元希 オオグロ ゲンキ 成城高等学校自転車競技部

389 佐々木　舜大 ササキ　シュンタ 成城高等学校自転車競技部

390 牛久　晋佑 ウシク　シンスケ 地獄の特訓部（新入りです）
391 山口　正樹 ヤマグチ　マサキ
392 松木　海斗 マツキ　カイト
393 羽賀　弘太朗 ハガ　コウタロウ
394 上山　佳範 カミヤマ　ヨシノリ
395 加藤　正暁　 カトウ　マサアキ
396 小野寺　友希 オノデラ　トモキ LINKVISION GIRASOLE CYCLING

397 新谷　哲也 シンタニ　テツヤ SurLuster
398 石井　秀和 イシイ　ヒデカズ 地獄の特訓部　酒POWER
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大磯クリテリウム2022-23第1戦スタートリスト

エキスパート
周回数 20 周（ローリング含む） エントリー 20 名
ローリング 1 周 出走 名

受付 11:45～13:30 試走 12:09～12:39
検車 12:57～14:12 ライダーズミーティング 12:10～12:20

スタート 14:27 スタート待機時間 14:12

チェック欄 ゼッケン 名前 フリガナ クラブ
41 大森　拓実 オオモリ　タクミ onekan × attaquer
42 北田　和 キタダ　カズ Vite Jambe
43 川嶋　修平 カワシマ　シュウヘイ #ｺﾋｼﾊ
44 渡辺　悠志 ワタナベ　ユウジ スミタエイダイパールイズミラバネロ

45 太田　啓貴 オオタ　ヒロキ
46 筒井　和 ツツイ　ヤマト TEAM SPORTSKID ZYYX
47 佐藤　泰介 サトウ　タイスケ すね毛レーシング
48 青木　峻二 アオキ シュンジ
49 駒沢　正己 コマザワ　マサキ
50 畠山　和也 ハタケヤマ　カズヤ TRYCLE.ing
51 佐藤　大介 サトウ　ダイスケ ALDINA
52 中西　柊策 ナカニシ　シュウサク 旭ヶ丘高校自転車競技部
53 池田　充希 イケダ　ミツキ vite jambe
54 内海　優成 ウツミ　ユウセイ NAMIBIA PROJECT cycling team

55 岸　大地 キシ　ダイチ 旭丘高校自転車部
56 宮嵜　博己 ミヤザキ　ヒロキ チームBMレーシング
57 住田　悠人 スミタ　ユウジン スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ

58 平野　慎太郎 ヒラノ　シンタロウ 倒壊大学
59 野村　龍司 ノムラ　リュウジ ラッドシュポルト花水
60 辻　直也 ツジ　ナオヤ NAMIBIA PROJECT cycling team
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大磯クリテリウム2022-23第1戦スタートリスト

エリート
周回数 30 周（ローリング含む） エントリー 36 名
ローリング 1 周 出走 名

受付 11:45～13:30 試走 12:09～12:39
検車 13:28～14:43 ライダーズミーティング 12:10～12:20

スタート 14:58 スタート待機時間 14:43

チェック欄 ゼッケン 名前 フリガナ クラブ
1 高山　可愛 タカヤマ　カアイ 倒壊大学
2 松本　真寛 マツモト　マサヒロ Hi-RIDGE
3 遠藤　優 エンドウ ユウ Roppongi Express
4 山崎　諭 ヤマザキ　サトシ 松邨柔道クラブ
5 楊　翔聖 ヨウ　ショウセイ
6 武井　裕 タケイ　ユウ VC福岡
7 加藤　光雄 カトウ　ミツオ EXTENDED VAX SAYAMA
8 池谷　隆太 イケヤ　リュウタ PARK
9 河村　敦人 カワムラ　アツト EXTENDED VAX SAYAMA
10 鈴木　優也 スズキ　ユウヤ 神奈川大学
11 佐久間　崚 サクマ　リョウ Team SHIDO
12 平山　昂輝 ヒラヤマ　コウキ 神奈川大学
13 丹波　星那 タンバ　セナ イナーメ信濃山形JET
14 関谷　勇希 セキヤ　ユウキ TONY Racing
15 引馬　悠希 ヒクマ　ハルキ Vite jambe 
16 三浦　一真 ミウラ　カズマ
17 永友　宏樹 ナガトモ　ヒロキ MiNERVA-asahi
18 北川　魁之介 キタガワ　カイノスケ LEOMO Bellmare Elite Team

19 海老原　優真 エビハラ　ユウマ Over Rage Racing Team
20 志田　拓也 シダ　タクヤ うーす
21 田崎　蓮 タサキ　レン EXTENDED VAX SAYAMA
22 長島　悠貴 ナガシマ　ユウキ NAMIBIA PROJECT Cycling Team

23 岩月　諒太郎 イワツキ リョウタロウ 湘南工科大学附属高校
24 星川　輝 ホシカワ　ヒカル うーす
25 藤本　元貴 フジモト　ゲンキ NAMIBIA PROJECT CYCLING TEAM

26 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

27 松田　崚汰 マツダ　リョウタ
28 飯田　大樹 イイダ　ダイキ #ｺﾋｼﾊﾞ
29 小野寺　要 オノデラ　カナメ ゴリラアンサンブル
30 鈴木　康麟 スズキ　コウリン LINKVISION GIRASOLE CYCLING

31 小林　毅瑠 コバヤシ　タケル MiNERVA-asahi
32 宇佐美　颯基 ウサミ　ハヤキ GROVE鎌倉
33 高岡亮寛 タカオカアキヒロ Roppongi Express
34 古川　優 フルカワ　ユウ 神奈川大学
35 蠣崎　藍道 カキザキ　ランドウ カケルバイク
36 相澤 蓮 アイザワレン Vite jambe
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