
大磯クリテリウム2022-23 第3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 28 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
91 木下　博文 キノシタ ヒロフミ
92 眞鍋　勝己 マナベ　カツミ 一兵卒
93 東海林　純一 ショウジ　ジュンイチ
94 宮田　大 ミヤタ ダイ 日本ろう自転車競技協会
95 三浦　新吾 ミウラ　シンゴ 湘南夜練(^-^)ビアンキ　ミウラ

96 荒嶋　啓太 アラシマ　ケイタ Bowerman Cycle Club
97 大内　康弘 オオウチ ヤスヒロ AVENTURA
98 佐々木　良徳 ササキ　ヨシノリ
99 加藤　唯史 カトウ　タダシ TONY Racing

100 庄山　均 ショウヤマ ヒトシ ANH.RC
101 岡本　秀明 オカモト　ヒデアキ TEAM GIRO
102 土屋　光城 ザッペイ　ツチヤ VIVA☆ZAPPEI
103 桑原　隆浩 クワバラ　タカヒロ Team一匹狼
104 加藤　友昭 カトウ　トモアキ チーム・コバリン
105 長田　貴彦 オサダ　キミヒコ E-WORKS@PINKY
106 袴田　敏紹 ハカマダ　トシアキ しおかるび
107 坂上　明 サカガミ　アキラ
108 やぶた　なおひろ ヤブタ ナオヒロ MRIレーシング
109 石村　公仁彦 イシムラ クニヒコ BT朝練/戸塚朝練
110 増田　輝之 マスダ テルユキ FAST LANE Racing / SENSHA Bicycle 浦安

111 滝口　智 タキグチ　サトシ Team 一匹狼
112 小野　健 オノ ケン
113 中島　隆行 ナカジマ タカユキ My Pace Cycling
114 小林　正樹 コバヤシ マサキ RinRinRacing
115 児玉　淳治 コダマ ジュンジ Le Poisson Rouge
116 濁沼　貴志 ニゴリヌマ　タカシ アルディエンテス
117 新谷　哲也 シンタニ　テツヤ SurLuster
118 水竹  真一 ミズタケ  シンイチ 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3戦スタートリスト

スポーツ1組目
周回数 12 周（ローリング含む） エントリー 28 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
121 石井　知東 イシイ　チハル SENSHABicycle湘南
122 石井　雅史 イシイ　マサシ SENSHABicycle湘南
123 西垣　麻杜 ニシガキ　アサト
124 渡辺　洋平 ワタナベ　ヨウヘイ
125 森田　雅士 モリタ　マサシ
126 井上　湧心 イノウエ　ユウシン
127 油井　航祐 ユイ　コウスケ
128 稲葉　恵人 イナバ　ケイト
129 牧野　聖良 マキノ　セイラ
130 酒井　和範 サカイ　カズノリ
131 鈴木　隆行 スズキ　タカユキ
132 神田　悠樹 カンダ　ユウキ
133 佐藤　直 サトウ　ナオ
134 安藤　友識 アンドウ　トモサト
135 松田　紀行 マツダ　ノリユキ TuesdayRideFevers
136 市川　翔平 イチカワ　ショウヘイ TuesdayRideFevers
137 高屋　翼 タカヤ　ツバサ TuesdayRideFevers
138 川代　剛一 カワシロ　コウイチ 保土ケ谷高校
139 青木　優喜斗 アオキ　ユキト 明治大学トライアスロン部
140 青井  慎吾 アオイ シンゴ Cyclone
141 Nash Dukiling ナッシュ デュキリング
142 成田 清瞳 ナリタ サヤキ チーム・ウォークライド
143 中山　恭介 ナカヤマ　キョウスケ チーム・ウォークライド
144 相原　勇斗 アイハラ　ユウト チーム・ウォークライド
145 山根　理史 ヤマネ　マサフミ チーム・ウォークライド
146 大澤　優樹 オオサワ　ユウキ Cyclone
147 相原　浩 アイハラ　ヒロシ チーム・ウォークライド
148 須田　晋太郎 スダ　シンタロウ 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3戦スタートリスト

スポーツ2組目
周回数 12 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 6:45〜8:38 試走 7:25〜7:50
検車 7:30〜8:38 ライダーズミーティング 7:50〜8:00

スタート 8:53 スタート待機時間 8:38

チェック欄 ゼッケン 名前 フリガナ クラブ
151 浜田　雅史 ハマダ　マサシ 43Rapide
152
153 下川　達也 シモカワ　タツヤ EMU SPEED CLUB
154 KIM　MINJUNG キム　ミンジュン KJR
155 森　凰翔 モリ　オウガ LEVANTE HOPE
156 押尾　颯太 オスオ　ソウタ LEVANTE HOPE
157 池ヶ谷　康平 イケガヤ　コウヘイ LEVANTE HOPE
158 長島　大輝 ナガシマ　ヒロキ LINKVISION GIRASOlE CYCLING

159 田口　雅丈 タグチ　マサヒロ PROJECT-Y
160 冨岡　健寛 トミオカ　タケヒロ SBC Vertex Racing Club
161 山本　慶 ヤマモト　ケイ Team BFY Racing
162 梅田　啓 ウメダ　ケイ Team MAVERICK 
163 藤田　卓 フジタ　スグル TEAM VICTOR
164 小田切　紀男 オダギリ ノリオ TONY Racing
165 太田　猛 オオタ　タケシ TONY Racing
166 佐々木　武 ササキ　タケシ TONY Racing
167 神山　航 カミヤマ　コウ Vite Jambe
168 岡田　育也 オカダ　イクヤ チームドンボスコ
169 天野　泰樹 アマノ　タイキ 横浜立野高校
170 渡部　耀太 ワタナベ　ヨウタ 埼玉大学自転車競技部
171 前田　明大 マエダ　アキヒロ 埼玉大学自転車競技部
172 石渡　大輔 イシワタ　ダイスケ 湘南浪漫
173 大黒　元希 オオグロ ゲンキ 成城高等学校自転車競技部

174 垣尾　聡太 カキオ　ソウタ 東海大学BOMBERS
175 小林　野亜 コバヤシ　ノア 東海大学BOMBERS
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大磯クリテリウム2022-23 第3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 25 名
ローリング 3 周 出走 名

受付 6:45〜8:59 試走 7:25〜7:50
検車 7:30〜8:59 ライダーズミーティング 7:50〜8:00

スタート 9:14 スタート待機時間 8:59

チェック欄 ゼッケン 名前 フリガナ クラブ
181 青山　漸 アオヤマ　ゼン ☆け☆つ☆あ☆な☆か☆く☆て☆い☆

182 小林　大起 コバヤシ　タイキ Blue Sky Racing
183 尾上　公要 オノウエ　コウヨウ Blue Sky Racing
184 羽金　直樹 ハガネ　ナオキ CYCLIE TEAM Wi-Wi
185 東海林　渓太 ショウジ　ケイタ HinTin Cycle Team
186 国分　友輝 コクブン　トモキ ideal vertex
187 大島　蓮央 オオシマ　レオ MATSUDOKOKUSAI
188 津島　友哉 ツシマ　トモヤ N/A
189 大澤　城太郎 オオサワ　ジョウタロウ NACK Racing
190 山下　龍仁 ヤマシタ　リュウジン NACK Racing
191 川口　修司 カワグチ　シュウジ NACK Racing
192 鈴木　来季 スズキ　ライキ Passer 1850
193 Bin Azman　Ibrahim Mohsen ビンアズマン　イブラヒムモッセン RSSKCC
194 泉野目　貴之 イズノメ　タカユキ SPECIALIZED ATSUGI
195 岡田　幹大 オカダ　カンタ SPECIALIZED ATSUGI
196 新谷　哲也 シンタニ　テツヤ SurLuster
197 丹羽　洋一 ニワ　ヨウイチ SurLuster Sports
198 仲里　康臣 ナカザト　ヤスオミ
199 大山　廣太郎 オオヤマ　コウタロウ
200 中田　光亮 ナカタ　コウスケ
201 金子　良大 カネコ　ヨシヒロ
202 太田　悠貴 オオタ　ユウキ
203 伊東　道仁 イトウ　ミチヒト
204 佐々木　博基 ササキ　ヒロキ
205 佐々木　孝治 ササキ　コウジ
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大磯クリテリウム2022-23 第3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 26 名
ローリング 3 周 出走 名

受付 6:45〜9:16 試走 7:25〜7:50
検車 7:30〜9:16 ライダーズミーティング 7:50〜8:00

スタート 9:31 スタート待機時間 9:16

チェック欄 ゼッケン 名前 フリガナ クラブ
211 沼田　蓮人 ヌマタ　レント TEAM ABLAZE
212 池田　竜雅 イケダ　リュウガ TEAM ABLAZE チームアブレイズ

213 菅原　蓮 スガワラ　レン team ZERO
214 松井　良恭 マツイ ヨシヤス Team 一匹狼
215 井手　良太郎 イデ　リョウタロウ TIELAPS CLUB 
216 並木　文洋 ナミキ　フミヒロ Vite Jambe
217 倉科　颯太 クラシナ　ソウタ vite jambe
218 高野　拳志郎 タカノ　ケンシロウ WALKRIDE
219 古梶　務 コカジ　ツトム キラキラレーシング
220 ワン　ラフィク ワン　ラフィク シグマレーシング
221 前田　圭 マエダ ケイ シグマレーシングチーム
222 赤池　聡一郎 アカイケ　ソウイチロウ シグマレーシングチーム
223 高瀬　哲平 タカセ　テッペイ スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ

224 笹野　祐 ササノ　ユウ チームはなまる
225 市川　彰 イチカワ　アキラ チームぼっちうさぎ
226 佐藤　玲 サトウ　レイ ちるあうと
227 宮本　恭貴 ミヤモト　ヤスタカ ビギナー認定受けるまではやめられません!

228 山口　祐 ヤマグチ　ユウ ビギナー認定受けるまではやめられません！

229 小室　清人 コムロ　キヨト
230 須藤　玲雄 スドウ　レオ
231 落合　隼 オチアイ　シュン
232 山本　崇敬 ヤマモト　タカノリ
233 佐藤　啓右 サトウ　ケイスケ
234 本間　竜玖 ホンマ　リュウク
235 菅野　遥生 スガノ　ハルキ
236 佐野　剛志 サノ　ツヨシ
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大磯クリテリウム2022-23 第3戦スタートリスト

ピュアビギナー3組目
周回数 8 周（ローリング含む） エントリー 26 名
ローリング 3 周 出走 名

受付 6:45〜9:33 試走 7:25〜7:50
検車 7:30〜9:33 ライダーズミーティング 〜

スタート 9:48 スタート待機時間 9:33

チェック欄 ゼッケン 名前 フリガナ クラブ
241 鈴木　悠太 スズキ　ユウタ 埼玉大学自転車競技部
242 菅間　良太 カンマ　リョウタ 自転車アトリエ　フルーブ
243 石川　綾真 イシカワ　リョウマ 神奈川大学
244 浅野　陽 アサノ　ハル 千経大附
245 加藤　尚樹 カトウ　ナオキ
246 増輪　太志 マスワ　タイシ
247 日吉　悠 ヒヨシ　ユウ
248 竹内　司 タケウチ　ツカサ
249 下田　雅樹 シモダ　マサキ
250 南雲　勇駆人 ナグモ　ユクト
251 濱田　怜央 ハマダ　レオ
252 河上　知由 カワカミ　トモヨシ
253 山田　瑛士 ヤマダ　エイジ
254 金内　伸如 カネウチ ノブユキ
255 高橋　祐樹 タカハシ　ユウキ
256 鎌田　将 カマタ　マサシ
257 松川　優良都 マツカワ　ユラト
258 中田　エイト ナカダ　エイト
259 田中　力斗 タナカ　リキト
260 長井　凛道 ナガイ　リント
261 根上　俊幸 ネガミ　トシユキ
262 池田　竜介 イケダ　リュウスケ
263 石丸　虎之輔 イシマル　トラノスケ
264 川瀬　貴裕 カワセ　タカヒロ CYCLE TEAM Wi-Wi
265 石川　充彦 イシカワ　ミツヒコ CYCLE TEAM Wi-Wi
266 渡邊　祐樹 ワタナベ　ユウキ CYCLE TEAM wi-wi
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大磯クリテリウム2022-23 第3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 46 名
ローリング 1 周 出走 名

受付 8:10〜9:51 試走 7:25〜7:50
検車 8:36〜9:51 ライダーズミーティング 9:15〜9:25

スタート 10:06 スタート待機時間 9:51
チェック欄 ゼッケン 名前 フリガナ クラブ

271 竹内　蓮翔 タケウチ　レンショウ チームBMレーシング
272 中村　洋和 ナカムラ　ヒロカズ One-Up Cerezo Racing
273 直木　竜也 ナオキ　タツヤ GROVE鎌倉
274 柴田　慶輔 シバタ　ケイスケ SBC Vertex Racing Club
275 田口　紀昭 タグチ ノリアキ
276 網野　優介 アミノ　ユウスケ まいぺーす
277 南波　和行 ナンバ　カズユキ 地獄の特訓部（俺、前田 大然に似てない？）

278 大野　陽平 オオノ　ヨウヘイ ASMIC
279 目黒　大雅 メグロ　タイガ いしぴーれーしんぐ
280 渡辺　勇大 ワタナベ　ユウダイ 三ツ星CC[
281 三田　千里 ミタ　センリ SBC Vertex Racing Club
282 佐藤　隼輔 サトウ　シュンスケ チームドンボスコ
283 児嶋　佑太 コジマ　ユウタ plus1 bycicles
284 富田　駿 トミタ　スグル Roppongi Express
285 冨澤　文太 トミザワ ブンタ 成城高等学校自転車競技部

286 槇野　詠太 マキノ　エイタ 成城高等学校自転車競技部

287 鶴松　智樹 ツルマツ　トモキ team ZERO
288 豊田　栄右 トヨダ　エイスケ シモーネ
289 吉川　敦 ヨシカワ　アツシ mmy cycling club
290 宮崎　拓史 ミヤザキ　タクミ 保土ヶ谷高校自転車競技部

291 斎藤　健 サイトウ　タケシ アトリエフルーブ
292 小西　勇人 コニシ　ユウト プロトン伊豆レーシング
293 桑子　隼 クワコ　ジュン 埼玉大学自転車競技部
294 渡辺　智之 ワタナベ　トモユキ
295 島津　　真乃介 シマヅ　シンノスケ
296 佐藤　大介 サトウ　ダイスケ ALDINA 
297 髙原　那緒 タカハラ　ナオ Over Rage Racing Team
298 濱野　圭佑 ハマノ　ケイスケ 東海大学BOMBERS
299 小島　啓史 コジマ ヒロフミ
300 皆川　晃法 ミナガワ　アキノリ
301 長谷川　雄二 ハセガワ　ユウジ team ZERO
302 工藤　颯太 クドウ　ソウタ お魚チンパンジー
303 羽賀　弘太朗 ハガ　コウタロウ
304 奥野　朝陽 オクノ　アサヒ 法政二高自転車競技部
305 藤平　翼 フジヒラ　ツバサ Teenager Fancies
306 高橋　瑛士 タカハシ　アキヒト Over Rage Racing Team
307 白井　俊輔 シライ　シュンスケ GROVE鎌倉
308 松蔭　英輝 マツカゲ　ヒデキ お魚チンパンジー
309 西田　玲遠 ニシダ　レオン Over Rage Racing Team 
310 三浦　新吾 ミウラ　シンゴ 湘南夜練(^-^)ビアンキ　ミウラ

311 森　凰翔 モリ　オウガ LEVANTE HOPE
312 押尾　颯太 オスオ　ソウタ LEVANTE HOPE
313 冨岡　健寛 トミオカ　タケヒロ SBC Vertex Racing Club
314 濱崎　隆 ハマザキ　タカシ SBC Vertex Racing Club
315 小形健作 オガタ  ケンサク E-WORKS＠PINKY
316 田村　友希 タムラ　ユウキ お魚チンパンジー・年始に山口県（実家）→横須賀1200km自走ライドするので応援よろしく！
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大磯クリテリウム2022-23 第3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 11 名
ローリング 0 周 出走 名

受付 8:45〜10:17 試走 〜
検車 9:02〜10:17 ライダーズミーティング 9:15〜9:25

スタート 10:32 スタート待機時間 10:17

チェック欄 ゼッケン 名前 フリガナ クラブ
321 阿部　葵 アベ　アオイ
322 石田　恵蓮 イシダ　エレン Team BEKA
323 稲葉　桃子 イナバ　モモコ 伊豆CSC
324 岡野　心一 オカノ　シンイチ
325 牧野　悠来 マキノ　ユウキ すみれ組
326 堀田　桜希 ホッタ　オウキ
327 村田　摩心 ムラタ　マコ
328 上野　櫂 ウエノ　カイ
329 石村　美紀子 イシムラ　ミキコ 春日野幼稚園 さくら
330 池田　琉夏 イケダ　ルカ
331 水竹　輪 ミズタケ　リン チーム・ウォークライド

小学校1～3年
周回数 2 周（ローリング含む） エントリー 14 名
ローリング 0 周 出走 名

受付 8:45〜10:35 試走 10:36〜10:46
検車 9:20〜10:35 ライダーズミーティング 9:15〜9:25

スタート 10:50 スタート待機時間 10:35

チェック欄 ゼッケン 名前 フリガナ クラブ
341 稲葉　立 イナバ　タツル 伊豆CSC
342 杉本　佳那恵 スギモト カナエ イオンバイクJr.アカデミー
343 高橋　幸永 タカハシ　ユキト team ZERO
344 堀田　麗音 ホッタ　レイン
345 新谷　律然 アラヤ　リツアキ
346 伊藤　巧 イトウ　タクミ
347 村田　心泰 ムラタ　モトヤス
348 山田　大夢 ヤマダ　ヒロム
349 井上　晃輔 イノウエ　コウスケ サギヌマ☆スターズ
350 中西　智玲 ナカニシ　トモアキ VIVA☆ZAPPEI
351 宗像　諭之吉 ムナカタ　ユノキチ
352 花島　正樹 ハナシマ マサキ
353 武田　杏梨 タケダ　アンリ #1-PRIMERA-
354 馬場　奏実 ババ　カナミ
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大磯クリテリウム2022-23 第3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 8:45〜10:44 試走 10:36〜10:48
検車 9:29〜10:44 ライダーズミーティング 9:15〜9:25

スタート 10:59 スタート待機時間 10:44

チェック欄 ゼッケン 名前 フリガナ クラブ
361 青木　絆星 アオキ　キセキ
362 山口　琉偉 ヤマグチ　ルイ
363 杉本　健太朗 スギモト　ケンタロウ イオンバイクJr.レーシング
364 酒井　叶空 サカイ　トア
365 松田　昂 マツダ　コウ
366 花島　聡太 ハナシマ　ソウタ
367 茂木　陽向 モテギ　ヒナタ #1-PRIMERA-
368 黒木　大登 クロキ　ヤマト 4men's
369 岡本　ジェイダン オカモト　ジェイダン

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 10 名
ローリング 0 周 出走 名

受付 8:45〜10:56 試走 10:36〜10:48
検車 9:41〜10:56 ライダーズミーティング 9:15〜9:25

スタート 11:11 スタート待機時間 10:56

チェック欄 ゼッケン 名前 フリガナ クラブ
371 角田　直央 ツノダ　ナオ
372 柬理　日楠詩 カンリ　ヒナタ UBRIACONE
373 米田　晃大 ヨネダ　コウダイ ROUGH STONES
374 山本　修斗 ヤマモト　シュウト 伊豆CSC
375 村田　心泰 ムラタ　モトヤス
376 武田　杏梨 タケダ　アンリ #1-PRIMERA-
377 富樫　悠太郎 トガシ ユウタロウ
378 小田島　寛奈 オダシマ カンナ #1-PRIMERA-
379 渡邉　公太 ワタナベ　コウタ ブリッツェン☆ステラ
380 岡本　ジェイダン オカモト　ジェイダン
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大磯クリテリウム2022-23 第3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 21 名
ローリング 1 周 出走 名

受付 8:45〜11:09 試走 7:25〜7:50
検車 9:54〜11:09 ライダーズミーティング 9:15〜9:25

スタート 11:24 スタート待機時間 11:09

チェック欄 ゼッケン 名前 フリガナ クラブ
391 小林　兼太朗 コバヤシ　ケンタロウ COW GUMMA.カウ群馬
392 松本　飛勇 マツモト　ヒユウ
393 関口　煌大 セキグチ　コウタ COW GUMMA
394 笠井　正晴 カサイ　マサハル
395 高瀬　哲平 タカセ　テッペイ スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ

396 水越　龍吾 ミズコシ　リュウゴ
397 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

398 長田　匠生 オサダ　タクミ
399 安藤　友識 アンドウ　トモサト
400 白鳥　彰吾 シラトリ　ショウゴ FAST LANE Racing
401 山本　武蔵 ヤマモト　ムサシ 伊豆CSC
402 藤田　悠生 フジタ　ユウセイ
403 青山　哲宗 アオヤマ テツムネ Team BFY Racing
404 永田　博人 ナガタ　ヒロト
405 山本　慶 ヤマモト　ケイ Team BFY Racing
406 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

407 藤田　聖 フジタ　ゼン
408 鳥海　泰世 トリウミ　タイセイ LINKVISION GIRASOLE CYCLING

409 池田　竜雅 イケダ　リュウガ TEAM ABLAZE　チームアブレイズ

410 加藤　脩翔 カトウ　シュウト ブラウブリッツェン
411 芝山　瑠透 シバヤマ　ルイト ROUGH STONES
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大磯クリテリウム2022-23 第3戦スタートリスト

チームパレードラン
周回数 2 周 エントリー 23 ﾁｰﾑ
ローリング 0 周 出走 名

受付 なし 試走
検車 なし ライダーズミーティング

スタート 11:40 スタート待機時間 11:25

チェック欄 順番 読み方

①
ナミビアプロジェクトサイクリ
ングチーム

② ショウナンロマン

③
イヴィートジャンブ
(愛称   ばいとちんぴ)

3.5 チームアブレイズ

④
スミタエイダイパールイズミ
ラバネロ

⑤ チーム ゼロ

⑥
えすびーしー　ゔぇるてっく
す　れーしんぐちーむ

⑦
ニューアペックスコンフィデ
ントカイト（略称：ナックレー
シング）

⑧ しおかるび
⑨ ジゴクノトックンブ
⑩ セブンギアーズ
⑪ チームマーベリック
⑫ おさかなちんぱんじー
⑬ ファストレーンレーシング

⑭
リンクビジョン ジラソーレ サ
イクリング チーム

⑮ サイクロン
⑯ みわくのぱんのみみ

⑰
オーバーレージレーシング
チーム

⑱ アニマルウーピーパイ
⑲ プロトンいずレーシング
⑳ ちーむ いっぴきおおかみ
㉑ ビバザッペイ
㉒ エロワークス・ピンキー

チーム名

Over Rage Racing Team

SBC Vertex Racing Team

New Apex Confident Kite Racing（略称：NACK Racing）

しおかるび
地獄の特訓部
７Gears
Team MAVERICK
お魚チンパンジー
FAST LANE Racing

LINKVISION GIRASORE CYCLING TEAM

Cyclone
魅惑のパンの耳

team ZERO

ＶＩＶＡ☆ＺＡＰＰＥＩ
E-WORKS@PINKY

NAMIBIA PROJECT Cycling Team

湘南浪漫

アニマルウーピーパイ
プロトン伊豆レーシング
Team 一匹狼

Vite Jambe

スミタ•エイダイ•パールイズミ•ラバネロ

TEAM ABLAZE
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大磯クリテリウム2022-23 第3戦スタートリスト

チーム代表者レース
周回数 10 周（ローリング含む） エントリー 23 名
ローリング 0 周 出走 名

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

スタート 11:40 スタート待機時間 11:25

チェック欄 ゼッケン 名前 フリガナ クラブ

601 内海 優成 ウツミ ユウセイ
NAMIBIA PROJECT
Cycling Team

602 宮野正史 ミヤノマサシ 魅惑のパンの耳
603 引馬悠希 ヒクマハルキ Vite Jambe

604 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

605 川尻 翔太 カワジリ ショウタ team ZERO
606 椎貝 竜哉 シイガイ リュウヤ SBC Vertex Racing Team
607 石渡　大輔 イシワタ　ダイスケ 湘南浪漫
608 北島　輝之 キタジマ　テルユキ NACK Racing
609 山本 学 ヤマモト マナブ しおかるび
610 南波和行 ナンバカズユキ 地獄の特訓部
611 菅野 寛太 スガノカンタ ７Gears
612 田中慎一郎 タナカシンイチロウ Team MAVERICK
613 松陰英輝 マツカゲヒデキ お魚チンパンジー
614 丸渕　聖悟 マルブチ　ショウゴ FAST LANE Racing

615 永井 健太 ナガイ ケンタ
LINKVISION GIRASORE
CYCLING TEAM

616 青井慎吾 アオイシンゴ Cyclone
617 高橋瑛士 タカハシアキヒト Over Rage Racing Team
618 岡田 隼季 オカダ シュンキ アニマルウーピーパイ
619 小西　勇人 コニシ　ユウト プロトン伊豆レーシング
620 蠣崎藍道 カキザキランドウ Team 一匹狼
621 土屋　光城 ザッペイ　ツチヤ ＶＩＶＡ☆ＺＡＰＰＥＩ
622 駒沢正己 コマザワマサキ E-WORKS@PINKY
623 高橋優太 タカハシユウタ TEAM ABLAZE
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大磯クリテリウム2022-23 第3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 6 名
ローリング 3 周 出走 名

受付 10:00〜12:00 試走 12:15〜12:45
検車 11:19〜12:34 ライダーズミーティング 12:10〜12:20

スタート 12:49 スタート待機時間 12:34

チェック欄 ゼッケン 名前 フリガナ クラブ
421 小林　萌 コバヤシ　モエ TeamSORA
422 蒲原　琴音 カンバラ　コトネ Team一匹狼
423 渡邊　ひかる ワタナベ　ヒカル
424 金井　古都美 カナイ　コトミ Team SOLA
425 神田　実侑 カンダ　ミウ
426 西山　千智 ニシヤマ　チサト

女子スポーツ
周回数 15 周（ローリング含む） エントリー 5 名
ローリング 1 周 出走 名

受付 10:00〜12:00 試走 12:15〜12:45
検車 11:37〜12:52 ライダーズミーティング 12:10〜12:20

スタート 13:07 スタート待機時間 12:52

チェック欄 ゼッケン 名前 フリガナ クラブ
431 花香　聡美 ハナカ　サトミ まいぺーす
432 阿部　優花 アベ　ユウカ 都立大泉高校
433 安藤　雅子 アンドウ マサコ 内房レーシングクラブ
434 小野　響子 オノ　キョウコ team ZERO
435 根本　香織 ネモト　カオリ Team 一匹狼
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大磯クリテリウム2022-23 第3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 27 名
ローリング 1 周 出走 名

受付 10:45〜13:00 試走 12:15〜12:45
検車 12:06〜13:21 ライダーズミーティング 12:10〜12:20

スタート 13:36 スタート待機時間 13:21

チェック欄 ゼッケン 名前 フリガナ クラブ
441 高木　俊暢 タカギ　トシノブ 7Gears
442 菅野　寛太 スガノ　カンタ 7Gears
443 金子　怜治 カネコ　レイジ ABLAZE
444 関口　煌大 セキグチ　コウタ COW GUMMA
445 小林　兼太朗 コバヤシ　ケンタロウ COW GUMMA.カウ群馬
446 茂木　健竜 モテギ　タケル COW GUMMA

447 勝間田　侑大 カツマタ ユウダイ FGCP
448 石井　健郎 イシイ　タケロウ GROVE鎌倉
449 中川　祐太 ナカガワ　ユウタ HinTin cycle team
450 やぶた　なおひろ ヤブタ ナオヒロ MRIレーシング
451 北島　輝之 キタジマ　テルユキ NACK Racing
452 川村　太郎 カワムラ　タロウ NO LIMIT
453 村上　喜昭 ムラカミ　ヨシアキ One-Up Cerezo Racing
454 塚田　光輝 ツカダ　コウキ Pokito a Poko
455 米田　啓一 ヨネダ　ケイイチ ROUGH STONES
456 椎貝　竜哉 シイガイ　リュウヤ SPECIALIZED ATSUGI 【シイテック】

457 高橋　八丈 タカハシ　ヤヒロ TEAM ABLAZE チーム　アブレイズ

458 西村　和樹 ニシムラ　カズキ TEAM ABLAZE チームアブレイズ

459 陳　熙源 チェン　キヨシ TEAM ABLAZE チームアブレイズ

460 高橋　優太 タカハシ　ユウタ TEAM ABLAZE チームアブレイズ

461 木下　智樹 キノシタ　トモキ TEAM BABY'S
462 青山　哲宗 アオヤマ テツムネ Team BFY Racing
463 齋藤　佑輔 サイトウ　ユウスケ TEAM NO LIMIT
464 椎野　実 シイノ　ミノル TEAM Shonan Vertex Racing

465 菅原　陸 スガワラ　リク team ZERO
466 龍池　哲也 リュウチ　テツヤ スマートコーチング

467 下川　達也 シモカワ　タツヤ EMU SPEED CLUB
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大磯クリテリウム2022-23 第3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 27 名
ローリング 1 周 出走 名

受付 10:45〜13:00 試走 12:15〜12:45
検車 12:25〜13:40 ライダーズミーティング 12:10〜12:20

スタート 13:55 スタート待機時間 13:40

チェック欄 ゼッケン 名前 フリガナ クラブ
471 松井　良恭 マツイ ヨシヤス Team 一匹狼
472 上遠野　蒼大 カトオノ　ソウタ TeamBFYRacing
473 津布久　佳宏 ツブク　ヨシヒロ TeamSOLA
474 齋藤　和也 サイトウ　カズヤ TeamSOLA

DNS 475 秋間　海希 アキマ　カイキ TeamSOLA
476 桑原　隆浩 クワバラ　タカヒロ Team一匹狼
477 並木　文洋 ナミキ　フミヒロ Vite Jambe
478 平野　智徳 ヒラノ　トモノリ YOU CAN
479 北野　駿 キタノ　シュン アニマルウーピーパイ
480 林　茂樹 ハヤシ　シゲキ エンドウ商会
481 松永　祥承 マツナガ　ヨシツグ お魚ちんぱんじー
482 田中　淳平 タナカ　ジュンペイ しおかるび
483 大坂　誠 オオサカ　マコト しおかるび
484 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

485 佐藤　玲 サトウ　レイ ちるあうと
486 上野　達弘 ウエノ　ミチヒロ ハロー、チンパンワールド！

487 川口　真矢 カワグチ　シンヤ 今回親の脛齧り
488 佐々木　舜大 ササキ　シュンタ 成城高等学校自転車競技部

489 相場　俊輔 アイバ　シュンスケ 成城高等学校自転車競技部

490 荒　俊汰 アラ　シュンタ 成城高等学校自転車競技部

491 黒田　晃玖 クロダ　アキヒサ 成城高等学校自転車競技部

492 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

493 門松　峻慈 カドマツ　シュンジ 成城高等学校自転車競技部

494 高橋　涼太 タカハシ　リョウタ 成城高等学校自転車競技部

495 小林　大輝 コバヤシ　ダイキ 成城高等学校自転車競技部

496 千葉　胤怜 チバ　タネサト 成城高等学校自転車競技部

497 島崎　竜一 シマザキ　リュウイチ 風魔横浜
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大磯クリテリウム2022-23 第3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 26 名
ローリング 1 周 出走 名

受付 10:45〜13:00 試走 12:15〜12:45
検車 12:44〜13:59 ライダーズミーティング 12:10〜12:20

スタート 14:14 スタート待機時間 13:59

チェック欄 ゼッケン 名前 フリガナ クラブ
501 岡島　龍之介 オカジマ　リュウノスケ 地獄の特訓部
502 木村　文彦 キムラ　フミヒコ 地獄の特訓部
503 小山　智久 コヤマ　トモヒサ 地獄の特訓部
504 牛久　晋佑 ウシク　シンスケ 地獄の特訓部
505 阿部　健人 アベ　ケント 地獄の特訓部　レモンサワー濃いめ

506 廣瀬　靖 ヒロセ　ヤスシ 地獄の特訓部　肝臓の限界
507 石井　秀和 イシイ　ヒデカズ 地獄の特訓部

508 畠山　大輝 ハタケヤマ　タイキ 法政大学第二高等学校自転車競技部

509 角田　淳志 ツノダ　アツシ
510 清水　優人 シミズ　ユウト
511 越川　和音 コシカワ　カズト
512 黒田　雅哉 クロダ　マサヤ
513 松木　海斗 マツキ　カイト
514 安藤　誠太 アンドウ　セイタ
515 元松　功 モトマツ　イサオ
516 佐藤　直 サトウ　ナオ
517 永田　一博 ナガタ カズヒロ
518 矢島　瑠衣斗 ヤジマ　ルイト
519 木村　晃大 キムラ　アキヒロ
520 橋本　順祥 ハシモト　ヨリヨシ
521 木下　博文 キノシタ ヒロフミ
522 東海林　純一 ショウジ　ジュンイチ
523 伊東　道仁 イトウ　ミチヒト
524 落合　隼 オチアイ　シュン
525 佐野　剛志 サノ　ツヨシ
526 藤田　聖 フジタ　ゼン
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大磯クリテリウム2022-23 第3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 25 名
ローリング 1 周 出走 名

受付 11:45〜13:30 試走 12:15〜12:45
検車 13:03〜14:18 ライダーズミーティング 12:10〜12:20

スタート 14:33 スタート待機時間 14:18

チェック欄 ゼッケン 名前 フリガナ クラブ
61 大倉　啓悟 オオクラ　ケイゴ 児島AC
62 御処野　将 ゴショノ　マサシ Psycho Cycling Union
63 高木　俊輔 タカギ　シュンスケ Racing Cube
64 宮野　正史 ミヤノ　マサシ 魅惑のパンの耳
65 吉田　光希 ヨシダ　コウキ MiNERVAーasahi
66 河野　総一郎 コウノ　ソウイチロウ アニマルウーピーパイ
67 市川　龍之介 イチカワ　リュウノスケ とぅかぃ
68 伊東　昴 イトウ　スバル
69 斎藤　剛 サイトウ　ツヨシ TEAM EMMA Cycling
70 筒井　和 ツツイ　ヤマト TEAM SPORTSKID ZYYX
71 吉田　晴彦 ヨシダ　ハルヒコ Team 一匹狼
72 丸渕　聖悟 マルブチ　ショウゴ FAST LANE racing
73 駒井　裕太 コマイ　ユウタ スミタエイダイパールイズミラバネロ

74 山口　夏季 ヤマグチ　ナツキ 禾生第一小学校
75 北田　和 キタダ　カズ vitejambe
76 菅田　有記 スゲタ　ユウキ NICO-OZ
77 坂上　幸太郎 サカウエ　コウタロウ Team Sports KID ZYYX
78 鳥海　泰世 トリウミ　タイセイ LINKVISION GIRASOLE CYCLING 

79 加藤　唯史 カトウ　タダシ TONY Racing
80 宮崎　拓史 ミヤザキ　タクミ 保土ヶ谷高校自転車競技部

81 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

82 野村　龍司 ノムラ　リュウジ レキップ花水
83 塩崎 真和 シオザキ マオ
84 鈴木　康麟 スズキ　コウリン
85 池田充希 イケダミツキ Team Vite jambe
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大磯クリテリウム2022-23 第3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 51 名
ローリング 1 周 出走 名

受付 11:45〜13:30 試走 12:15〜12:45
検車 13:34〜14:49 ライダーズミーティング 12:10〜12:20

スタート 15:04 スタート待機時間 14:49

チェック欄 ゼッケン 名前 フリガナ クラブ
1 松島　煌和 マツシマ　コウワ COW GUMMA
2 佐久間　崚 サクマ　リョウ Team SHIDO
3 加藤　すばる カトウ　スバル ブラウブリッツェン
4 小堀　敢太 コボリ　カンタ 京都産業大学
5 佐藤　寛朗 サトウ　ヒロアキ AutoBahnGotemba
6 鉄山　智弘 テツヤマ　トモヒロ MiNERVA-asahi
7 松本　真寛 マツモト　マサヒロ 43Rapide
8 竹内　良太 タケウチ　リョウタ SBC VERTEX RACING TEAM

9 小林　将人 コバヤシ　マサト MiNERVA-asahi
10 大島　和也 オオシマ　カズヤ Minerva-asahi
11 永井　健太 ナガイ　ケンタ promotion X Athletes
12 中川　由人 ナカガワ　ユウト SBC Vertex Racing Team
13 中林　航大 ナカバヤシ　コウダイ VC福岡エリート
14 蠣崎　優仁 カキザキ ユウジン Velo Sport Valletais
15 永友　宏樹 ナガトモ　ヒロキ MiNERVA-asahi
16 堀井　卓 ホリイ　タク MiNERVA-asahi
17 猿田　匠 サルタ　タクミ
18 池谷　隆太 イケヤ　リュウタ PARK
19 鈴木　一磨 スズキ　カズマ おねかんぞく
20 白石　清馬 シライシ　セイマ お魚チンパンジー
21 平山　昂輝 ヒラヤマ　コウキ 神奈川大学
22 竹田　天飛 タケダ アマト 保土ヶ谷高校自転車競技部

23 三浦　一真 ミウラ　カズマ Team BFY Racing
24 山口　瑛志 ヤマグチ　エイジ
25 牧野　真希 マキノ　ナオキ Hin Tin cycle team
26 畠山　和也 ハタケヤマ　カズヤ TRYCLE.ing
27 宇佐美　颯基 ウサミ　ハヤキ GROVE鎌倉
28 阿見寺　俊哉 アミジ　シュンヤ 東京都市大学自転車競技部

29 楊　翔聖 ヨウ　ショウセイ あーにゃ、ぴーなつすき
30 海老原　優真 エビハラ　ユウマ vite jambe
31 辻　直也 ツジ　ナオヤ NAMIBIA PROJECT Cycling Team

32 川野　佑隼 カワノ　ユウト COW GUNMA
33 佐藤　光 サトウ　ヒカル 稲城FIETSクラスアクト
34 関谷　勇希 セキヤ　ユウキ TONY Racing
35 岩月　諒太郎 イワツキ リョウタロウ Team BFY Racing
36 古谷　朋一 フルタニ　トモカズ 内房レーシングクラブ
37 齋藤　祥樹 サイトウ　ヨシキ AutoBahnGotemba
38 長島　悠貴 ナガシマ　ユウキ NAMIBIA PROJECT Cycling Team

39 古川　優 フルカワ　ユウ チーム・ウォークライド
40 山崎　諭 ヤマザキ　サトシ 松邨柔道クラブ
41 引馬　悠希 ヒクマ　ハルキ Vite Jambe
42 岡田　隼季 オカダ　シュンキ アニマルウーピーパイ
43 藤本　元貴 フジモト　ゲンキ NAMIBIA PROJECT Cycling Team

44 遠藤　優 エンドウ ユウ Roppongi Express
45 北川　和真 キタガワ　カズマ Promotion×Athletes CYCLING

46 内海　優成 ウツミ　ユウセイ NAMIBIA PROJECT Cycling Team

47 小林　毅瑠 コバヤシ　タケル MiNERVA-asahi
48 山本  敦 ヤマモト  アツシ SBC Vertex Racing Team
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49 蠣崎　藍道 カキザキ　ランドウ カケルバイク
50 高岡　亮寛 タカオカ　アキヒロ Roppongi Express
51 小山　智也 コヤマ　トモヤ Avenue Cycling Yamanashi
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