
大磯クリテリウム2022-23 第6戦スタートリスト ☆＝若手選手応援参加枠

スポーツ1組目
周回数 12 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 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
101 橋本　順祥 ハシモト　ヨリヨシ 7Gears
102 東　周歩 アズマ　シュウホ activewinracers
103 松本　安広 マツモト　ヤスヒロ Araren8214
104 大石　哲平 オオイシ テッペイ AVENTURA VICTORIA RACING

105 金井　孝太 カナイ　コウタ CITCC
106 橋本　雅史 ハシモト　マサシ COW GUNMA
107 成瀬　謙汰 ナルセ　ケンタ FECT
108 川嶋　仰健房 カワシマ　アオグタケフサ FWL
109 北島　輝之 キタジマ　テルユキ NACK Racing
110 田中　淳平 タナカ　ジュンペイ NAMIBIA PROJECT Cycling team

111 大澤　優樹 オオサワ　ユウキ NAMIBIA PROJECT Cycling Team

112 松井　省吾 マツイ　ショウゴ OKT squalo
113 中島　海礼 ナカシマ　カイレイ over rage racing team
114 冨岡　健寛 トミオカ　タケヒロ SBC Vertex Racing Club
115 福田　武俊 フクダ　タケトシ 俺より遅い奴うんこマン
116 山口　夏季 ヤマグチ　ナツキ 禾生第一小学校
117 松尾　幸太朗 マツオ　コウタロウ 湘南工科大学附属高等学校

118 相場　俊輔 アイバ シュンスケ 成城高等学校自転車競技部

119 千葉　胤怜 チバ　タネサト 成城高等学校自転車競技部

120 越川　和音 コシカワ　カズト 川口車連
121 大和田　龍之慎 オオワダ　タツノシン 打倒岩間
122 武田　空我 タケダ　クウガ 東海大学BOMBERS
123 宮下　陽翔 ミヤシタ　ハルト 東海大学BOMBERS
124 垣尾　聡太 カキオ　ソウタ 東海大学BOMBERS
125 今江　翔大 イマエ　ショウタ 東海大学BOMBERS
126 宇津味　健太 ウツミ　ケンタ 暴れ星
127 目黒　大雅 メグロ　タイガ 名無しの権兵衛
128 高橋　大樹 タカハシ　ダイキ 煉羊羹
129 酒井　和範 サカイ　カズノリ
130 岩間　健太 イワマ　ケンタ
131 鎌田　将 カマタ　マサシ
132 佐々木　孝治 ササキ　コウジ Vite Jambe
133 青井　慎吾 アオイ　シンゴ NAMIBIA PROJECT cycling team

134 石川　靖洋 イシカワ　ヤスヒロ チーム・ウォークライド
135 中山　恭介 ナカヤマ　キョウスケ チーム・ウォークライド
136 山根　理史 ヤマネ　マサフミ 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6戦スタートリスト ☆＝若手選手応援参加枠

スポーツ2組目
周回数 12 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 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
141 小田切　紀男 オダギリ ノリオ TONY Racing
142 太田　猛 オオタ　タケシ ＴＯＮＹ　Racing
143 松屋　宏祐 マツヤ　コウスケ UAE・ちーむ・まつやーず
144 朝倉　万九凌 アサクラ　マクリ アンユアマークリ
145 五十嵐　陵 イガラシ　リョウ エンドウ商会
146 田中　鳳人 タナカ　タカト エンドウ商会
147 渡部　翔一 ワタベ　ショウイチ サンライズ津田沼
148 中沢　拓海 ナカザワ　タクミ サンライズ津田沼
149 松下　監土 マツシタ　ケント サンライズ津田沼
150 谷口　隆行 ヤグチ　タカユキ ネ申さまと使徒
151 梅沢　慶人 ウメザワ　ケイト フルーツ牛乳
152 塩田　昇五 シオダ　ショウゴ ポムフル
153 奥津　日葵 オクツ　アサキ Shonan.Vertex.Racing
154 増田　雄仁 マスダ　ヨシヒト SOUTHPACK
155 高橋　八丈 タカハシ　ヤヒロ TEAM  ABLAZE
156 西村　和樹 ニシムラ　カズキ TEAM ABLAZE チームアブレイズ

157 山田　光太郎 ヤマダ　コウタロウ TEAM GALLANT
158 長谷川　颯流 ハセガワ　ソウリュウ TEAM GALLANT
159 佐倉　明希空 サクラ　トシノア TEAM LABAN
160 遠藤　優太 エンドウ　ユウタ Team Laban
161 米内　蒼馬 ヨナイ ソウマ TEAM YOU CAN
162 原田　大祐 ハラダ　ダイスケ team YOUCAN
163 田邊　章太 タナベ ショウタ Team 一匹狼
164 峯岸　祐太 ミネギシ　ユウタ Team 自転車処 風輪
165 齋藤　和也 サイトウ　カズヤ TeamSOLA
166 秋間　海希 アキマ　カイキ TeamSOLA
167 油井　航祐 ユイ　コウスケ
168 江澤　昴 エザワ　スバル
169 羽賀　弘太朗 ハガ　コウタロウ
170 門松　峻慈 カドマツ　シュンジ
171 松尾　剛之 マツオ タケユキ
172 志村　祐康 シムラ マサヤス
173 宮﨑　晃 ミヤザキ　ヒカル
174 南雲　勇駆人 ナグモ　ユクト
175 原　良多 ハラ　リョウタ
176 林　智哉 ハヤシ　トモヤ
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ピュアビギナー
周回数 3+3 周（ローリング含む） エントリー 35 名
ローリング 0.5 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
181 佐々木　祐一 ササキ　ユウイチ DayDream
182 江原　慈陽 エバラ　ジョウ DNF聴牌
183 牧山　聖波 マキヤマ　セナ DNF聴牌
184 森永　智成 モリナガ　トモヤ NOVA racing
185 泉野目　貴之 イズノメ　タカユキ SPECIALIZED ATSUGI 
186 山口　達郎 ヤマグチ タツロウ Team Valley
187 野中　佑亮 ノナカ　ユウスケ UAE・ちーむ・まつやーず
188 齋藤　潤 サイトウ　ジュン ナイトウォーカーズ
189 齋藤　羽琉 サイトウ　ハウリ ナイトウォーカーズ
190 金子　航太 カネコ　コウタ ロバックス
191 西谷　雄飛 ニシタニ　ユウヒ 帰宅部Ace
192 安中　太一 ヤスナカ　タイチ 神奈川大学
193 久保田　太陽 クボタ　タイヨウ 都留興譲館高校
194 田島　州 タジマ　シュウ 北総レーシング
195 木下　智樹 キノシタ　トモキ 木下レーシング
196 豊田　真矢 トヨダ　シンヤ 木下レーシング
197 伊藤　悠太 イトウ　ユウタ
198 植村　歩武 ウエムラ　アユム
199 遠藤　尭寿 エンドウ　アキヒサ
200 大澤　匡 オオサワ　タダシ
201 近藤　あると コンドウ　アルト
202 佐藤　祐二 サトウ　ユウジ
203 塩原　瑠菜 シオバラ　ルナ
204 神保　怜央 ジンボ　レオ
205 竹内　司 タケウチ　ツカサ
206 露木　優大 ツユキ　ユウタ
207 奈喜良　凜也 ナギラ　リンヤ
208 成島　啓介 ナルシマ　ケイスケ
209 原　悠善 ハラ　ユウゼン
210 本田　晟仁 ホンダ　セイト
211 水島　浩明 ミズシマ　ヒロアキ
212 山本　篤史 ヤマモト　アツシ
213 山本　輝好 ヤマモト　テルヨシ
214 吉村　柾哉 ヨシムラ　マサヤ
215 服部　亮太 ハットリ　リョウタ
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シニア
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 6:45～9:01 試走 7:25～7:50
検車 7:30～9:01 ライダーズミーティング 7:50～8:00

スタート 9:16 スタート待機時間 9:01

チェック欄 ゼッケン 名前 フリガナ クラブ
221 石村　公仁彦 イシムラ クニヒコ BT朝練/戸塚朝練
222 増田　輝之 マスダ テルユキ FAST LANE Racing
223 本山　純之 モトヤマ　スミユキ Team  YOU CAN
224 渡辺　敏 ワタナベ サトシ Team ARI
225 桑原　隆浩 クワバラ　タカヒロ Team一匹狼
226 塩野　淳司 シオノ アツシ Team一匹狼
227 滝口　智 タキグチ　サトシ Team一匹狼
228 加藤　唯史 カトウ　タダシ TONY Racing
229 加藤　友昭 カトウ　トモアキ チーム・コバリン
230 高橋　俊次 タカハシ　トシツグ チームボーダーウッドレーシング

231 長田　貴彦 オサダ　キミヒコ パンダ練
232 秋山　哲也 アキヤマ　テツヤ ベロクラブアレ
233 三浦　新吾 ミウラ　シンゴ 豆サイクリング( ^ω^ )ビアンキミウラ

234 田中　正紀 タナカ　マサノリ
235 阿部　浩 アベ　ユタカ
236 坂上　明 サカガミ　アキラ
237 相場　康雄 アイバ ヤスオ
238 小野　健 オノ ケン
239 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6戦スタートリスト ☆＝若手選手応援参加枠

トレーニー
周回数 6 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 6:45～9:22 試走 7:25～7:50
検車 7:30～9:22 ライダーズミーティング 7:50～8:00

スタート 9:37 スタート待機時間 9:22

チェック欄 ゼッケン 名前 フリガナ クラブ
241 内藤　磨男 ナイトウ　マオ ALPHAZ
242 齋藤　翔汰 サイトウ　ショウタ BENNY’S
243 宮嶋　風雅 ミヤジマ　フウガ HMS
244 桐谷　健慈 キリヤ　ケンジ SCC
245 萩原　隆治 ハギワラ　リュウジ SCC
246 新谷　哲也 シンタニ　テツヤ SurLuster
247 斉藤　昻大 サイトウ　コウタ TEAM ABLAZE
248 高橋　優太 タカハシ　ユウタ TEAM ABLAZE チームアブレイズ

249 森澤　玲人 モリサワ　レイト TEAM BABY'S
250 鈴木　大翔 スズキ　ヒロト TEAM BABY'S
251 山本　航輝 ヤマモト　コウキ TEAM FABA premiertech
252 渡辺　久修 ワタナベ　ヒサノブ スミタエイダイパールイズミラバネロ

253 久保田　秀慈 クボタ　シュウジ チームコバリン
254 谷本　ケビン タニモト　ケビン ドドスコ肉弾戦車
255 渡部　佳樹 ワタベ　ヨシキ ファルコンズ
256 立川　満 タチカワ　ミツル ラバネロ
257 野中　康平 ノナカ　コウヘイ 東京都市大学付属高校自転車部

258 池田　剛志 イケダ　ツヨシ 八王子桑志高等学校
259 冨田　建 トミタ　タケル 暴れ星
260 曾我部　朔永 ソガベ　サクト 麻溝の恥
261 稲田　樹 イナダ　イツキ 麻溝の恥
262 東江　熙 アガリエ　ヒロム
263 大野　太陽 オオノ　タイヨウ
264 金井　大芽 カナイ　タイガ
265 金内　伸如 カネウチ ノブユキ
266 川島　僚太 カワシマ　リョウタ
267 佐藤　一星 サトウ　イッセイ
268 中田　エイト ナカダ　エイト
269 原　彩斗 ハラ　アヤト
270 平川　昇 ヒラカワ　ノボル
271 堀　琉太朗 ホリ　リュウタロウ
272 水谷　征人 ミズタニ　マサト
273 山本　崇敬 ヤマモト　タカノリ

☆ 274 吉川　凌央 キッカワ　リョオ
275 増輪　太志 マスワ　タイシ
276 増田　隼人 マスダ　ハヤト HMS
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ミディアム1組目
周回数 15 周（ローリング含む） エントリー 37 名
ローリング 1 周 出走 名

受付 6:45～9:35 試走 7:25～7:50
検車 7:30～9:35 ライダーズミーティング 7:50～8:00

スタート 9:50 スタート待機時間 9:35

チェック欄 ゼッケン 名前 フリガナ クラブ
281 大野　陽平 オオノ　ヨウヘイ FASTLANERacing
282 直木　竜也 ナオキ　タツヤ GROVE鎌倉
283 中野　睦大 ナカノ　ムツヒロ GROVE鎌倉
284 牧野　真希 マキノ　ナオキ Hin Tin cycle team
285 中川　祐太 ナカガワ　ユウタ HinTin cycle team
286 浅田　結晴 アサダ　ユセイ HinTin cycle team
287 安藤　弘樹 アンドウ　ヒロキ HOT STAFF
288 江澤　秀朋 エザワ　シュウホウ LINKVISION GIRASOLE CYCLING

289 岩崎　雅 イワサキ　ミヤビ LINKVISION GIRASOLE CYCLING

290 髙橋　胤世 タカハシ　カズセ mgk自転車競技部
291 傳野　遼太郎 デンノ　リョウタロウ mgk自転車競技部
292 田口　雅丈 タグチ　マサヒロ NAMIBIA PROJECT Cycling Team

293 内藤　龍海 ナイトウ　タツミ NAMIBIA PROJECT Cycling Team

294 竹井　大地 タケイ ダイチ OKT  squalo
295 八代　大智 ヤシロ　ダイチ OKT squalo
296 松井　省吾 マツイ　ショウゴ OKT squalo
297 石山　祐太 イシヤマ　ユウタ Team 一匹狼
298 峯岸　祐太 ミネギシ　ユウタ Team 自転車処 風輪
299 滝口　智 タキグチ　サトシ Team一匹狼
300 野口　智 ノグチ サトシ TSTECH自転車部
301 糸井　陵汰 イトイ　リョウタ Vite Jambe
302 渡部　潤治 ワタナベ　ジュンジ WABUKA STORE（和深商店）

303 若松　秀門 ワカマツ　シュウト Y'sRoad
304 竹中　香流 タケナカ　カヲル ZERO GRAVITY TAMA 往来

305 北野　駿 キタノ　シュン あにまるうーぴーぱい
306 平井　健三 ヒライ　ケンゾウ うゆゆ
307 竹田　悠人 タケダ　ユウト うるとらはむすたー
308 田村　友希 タムラ　ユウキ おさかなチンパンジー ・来シーズンまでには痩せます

309 白石　清馬 シライシ　セイマ お魚チンパンジー
310 稲葉　翔汰 イナバ　ショウタ スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ

311 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

312 阿部　浩大 アベ　コウタ
313 和泉　雄磨 イズミ　ユウマ
314 相原　勇斗 アイハラ　ユウト チーム・ウォークライド
315 成田　清瞳 ナリタ　サヤキ チーム·ウォークライド
316 小形健作 オガタ　ケンサク チーム・ウォークライド
317 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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ミディアム2組目
周回数 15 周（ローリング含む） エントリー 37 名
ローリング 1 周 出走 名

受付 6:45～10:00 試走 7:25～7:50
検車 7:30～10:00 ライダーズミーティング 7:50～8:00

スタート 10:15 スタート待機時間 10:00

チェック欄 ゼッケン 名前 フリガナ クラブ
321 高橋　瑛士 タカハシ　アキヒト Over Rage Racing Team
322 小柳　俊夫 コヤナギ トシオ S’fida Prego Racing
323 渡辺　拓也 ワタナベ タクヤ SBC veltex racing team
324 柴田　慶輔 シバタ　ケイスケ SBC Vertex Racing Club
325 前中　健 マエナカ タケシ SBC Vertex Racing Club
326 冨岡　健寛 トミオカ　タケヒロ SBC Vertex Racing Club
327 三田　千里 ミタ　センリ SBC Vertex Racing Team 
328 奥津　日葵 オクツ　アサキ Shonan.Vertex.Racing
329 速水　暖 ハヤミズ　ノン TEAM ABLAZE チームアブレイズ

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

331 渡邉　雄大 ワタナベ　ユウタ TEAM Flapping Freely
332 佐倉　明希空 サクラ　トシノア TEAM LABAN
333 乙津　知駿 オツ　サトシ team ZERO
334 根上　俊幸 ネガミ　トシユキ team ZERO
335 菅原　陸 スガワラ　リク team ZERO
336 伊藤　良徳 イトウ　リョウトク たかだフレンド
337 髙田　裕 タカダ　ユウ チームBMレーシング
338 福田　武俊 フクダ　タケトシ 俺より遅い奴うんこマン
339 山口　夏季 ヤマグチ　ナツキ 禾生第一小学校
340 桑子　隼 クワコ　ジュン 埼玉大学自転車競技部
341 渡辺　勇大 ワタナベ　ユウダイ 三ツ星CC
342 石川　綾真 イシカワ　リョウマ 神奈川大学
343 冨澤　文太 トミザワ　ブンタ 成城高等学校自転車競技部

344 濱野　圭佑 ハマノ　ケイスケ 東海大学BOMBERS
345 島崎　晃一 シマザキ コウイチ 日野自動車レーシングチーム

346 松木　海斗 マツキ　カイト 保土ケ谷高校
347 川代　剛一 カワシロ　コウイチ 保土ケ谷高校
348 佐々木　孝治 ササキ　コウジ Vite Jambe
349 佐藤　直 サトウ　ナオ
350 鈴木　岳司 スズキ　タケシ
351 畑中　亮治 ハタナカ リョウジ
352 堀　佑太朗 ホリ ユウタロウ
353 牧野　聖良 マキノ　セイラ
354 間野　隆 マノ　タカシ
355 若林　貴広 ワカバヤシ タカヒロ

☆ 356 川口　真矢 カワグチ　シンヤ 週7バイト社畜勢
☆ 357 神山 航 カミヤマ コウ Vite Jambe
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バンビーノ
周回数 S2 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 8:45～10:26 試走 ～
検車 9:11～10:26 ライダーズミーティング 10:00～10:10

スタート 10:41 スタート待機時間 10:26

チェック欄 ゼッケン 名前 フリガナ クラブ
361 大崎　葉太 オオサキ　ヨウタ BIKE TOWN CYCLING
362 牧野　悠来 マキノ　ユウキ すみれ組
363 水竹　輪 ミズタケ　リン チーム　ウォークライド
364 石村　美紀子 イシムラ　ミキコ チーム鳴子くん
365 稲葉　桃子 イナバ　モモコ 伊豆CSC
366 阿部　葵 アベ　アオイ
367 大谷　文乃 オオタニ　フミノ
368 岡野　心一 オカノ　シンイチ
369 齋藤　琴未 サイトウ　コトミ
370 中澤　咲七 ナカザワ　サナ
371 堀田　桜希 ホッタ　オウキ
372 宮崎　優月 ミヤザキ　ユヅキ
373 村田　摩心 ムラタ　マコ
374 渡邊　蒼士 ワタナベ　ソウシ
375 石田　恵蓮 イシダ　エレン Team BEKA

小学校1～3年
周回数 2 周（ローリング含む） エントリー 17 名
ローリング 0 周 出走 名

受付 8:45～10:44 試走 10:45～10:55
検車 9:29～10:44 ライダーズミーティング 10:00～10:10

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
381 山口　登新 ヤマグチ　ノリヨシ #1 -PRIMERA-
382 宗像　諭之吉 ムナカタ　ユノキチ PRIMERA
383 中西　智玲 ナカニシ　トモアキ VIVA☆ZAPPEI
384 杉本　佳那恵 スギモト カナエ イオンバイクJr.アカデミー
385 田口　誠志郎 タグチ　セイジロウ チーム3丁目
386 稲葉　立 イナバ　タツル 伊豆CSC
387 伊藤　巧 イトウ　タクミ
388 中澤　悠士 ナカザワ　ハルト
389 畠山　祥子 ハタケヤマ　ショウコ
390 花島　正樹 ハナシマ マサキ
391 馬場　奏実 ババ　カナミ
392 堀田　麗音 ホッタ　レイン
393 宮崎　結葉 ミヤザキ　ユイハ
394 村田　心泰 ムラタ　モトヤス
395 森　コジョレスク新 モリ　コジョレスクアラタ
396 山田　隼大 ヤマダ　ハヤト
397 山田　大夢 ヤマダ　ヒロム
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小学校4～6年
周回数 4 周（ローリング含む） エントリー 16 名
ローリング 0 周 出走 名

受付 8:45～10:53 試走 10:45～10:55
検車 9:38～10:53 ライダーズミーティング 10:00～10:10

スタート 11:08 スタート待機時間 10:53

チェック欄 ゼッケン 名前 フリガナ クラブ
401 茂木　陽向 モテギ　ヒナタ #1-PRIMERA-
402 小林　拓海 コバヤシ タクミ -#-PRIMERA
403 黒木　大登 クロキ　ヤマト 4men's
404 中込　圭 ナカゴミ　ケイ CROSS YAMANASHI
405 成瀬　奏音 ナルセ　カナト FECT
406 小泉　佑陽 コイズミ　ユウヒ springwind230
407 神戸　雅渡 カンベ　マサト Yokohama Bro
408 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
409 皆川　隼輝 ミナガワ　シュンキ ブリッツェン☆ステラ
410 宮崎　克史 ミヤザキ　カツミ 松輪塾
411 青柳　海悠 アオヤギ　ミハル
412 岡本　ジェイダン オカモト　ジェイダン
413 上遠野　哉大 カトオノ　カナタ
414 酒井　叶空 サカイ　トア
415 花島　聡太 ハナシマ　ソウタ
416 山口　琉偉 ヤマグチ　ルイ
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中学生男子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 1 周 出走 名

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

スタート 11:20 スタート待機時間 11:05

チェック欄 ゼッケン 名前 フリガナ クラブ
421 大石　哲平 オオイシ テッペイ AVENTURA VICTORIA RACING

422 小林　兼太朗 コバヤシ　ケンタロウ COW GUMMA.          カウ群馬

423 白鳥　彰吾 シラトリ　ショウゴ FAST LANE Racing
424 成瀬　謙汰 ナルセ　ケンタ FECT
425 吉田　楓芽 ヨシダ　フウガ Flamme Rouge
426 日野　篤人 ヒノ　アツト NOVA RACING TEAM
427 鈴木　来季 スズキ　ライキ Passer 1850
428 芝山　瑠透 シバヤマ　ルイト ROUGH STONES
429 沼田　蓮人 ヌマタ　レント team ABLAZE
430 池田　竜雅 イケダ　リュウガ TEAM ABLAZE　チームアブレイズ

431 山本　慶 ヤマモト　ケイ Team BFY Racing
432 笠井　正晴 カサイ　マサハル TEAM SPORTS KID ZYYX
433 上遠野　蒼大 カトオノ　ソウタ TeamBFYRacing
434 倉科　颯太 クラシナ　ソウタ Vite jambe
435 神戸　海渡 カンベ　カイト Yokohama Bro
436 永田　玲二 ナガタ　レイジ エタニティーフィールド
437 鈴木　瑞樹 スズキ　ミズキ お魚チンパンジー
438 深澤　壽紀 フカサワ　トシキ すぺしゃ　厚木
439 安藤　晴葵 アンドウ ハルキ スマートコーチング
440 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

441 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

442 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

443 石丸　虎之輔 イシマル　トラノスケ スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ

444 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
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中学生男子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 1 周 出走 名

受付 8:45～11:21 試走 7:25～7:50
検車 10:06～11:21 ライダーズミーティング 10:00～10:10

スタート 11:36 スタート待機時間 11:21

チェック欄 ゼッケン 名前 フリガナ クラブ
445 宮嵜　博己 ミヤザキ　ヒロキ チームBMレーシング
446 安藤　友識 アンドウ　トモサト ラバネロ
447 鳥海　泰世 トリウミ　タイセイ リンクビジョンジラソーレ
448 山本　武蔵 ヤマモト　ムサシ 伊豆CSC
449 内田　　灯矢 ウチダ　トウヤ 午後４時座銀の人達
450 新井　優貴 アライ　ユウキ 埼玉ユース自転車競技部
451 滝口　敬司 タキグチ　ケイジ 笹本旅館レーシングチーム
452 佐藤　尚生 サトウ　ナオキ 笹本旅館レーシングチーム
453 越川　和音 コシカワ　カズト 川口車連
454 大津　暖 オオツ　ヒナタ
455 長田　匠生 オサダ　タクミ
456 落合　隼 オチアイ　シュン
457 木村　勇斗 キムラ　ユウト
458 高橋　祐樹 タカハシ　ユウキ
459 日吉　悠 ヒヨシ　ユウ
460 藤田　悠生 フジタ　ユウセイ
461 古川　照吾 フルカワ　ショウゴ
462 堀　琉太朗 ホリ　リュウタロウ
463 増田　樹生 マスダ　イツキ
464 増輪　太志 マスワ　タイシ
465 緑川　怜依 ミドリカワ レイ
466 宮﨑　久志 ミヤザキ ヒサシ
467 森　優輝 モリ　ユウキ
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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 14 名
ローリング 0 周 出走 名

受付 8:45～11:37 試走 10:45～10:55
検車 10:22～11:37 ライダーズミーティング 10:00～10:10

スタート 11:52 スタート待機時間 11:37

チェック欄 ゼッケン 名前 フリガナ クラブ
471 富樫　悠太郎 トガシ ユウタロウ
472 小田島　寛奈 オダシマ カンナ #1-PRIMERA-
473 渡邉　公太 ワタナベ　コウタ ブリッツェン☆ステラ
474 柬理　日楠詩 カンリ　ヒナタ UBRIACONE
475 山本　修斗 ヤマモト　シュウト 伊豆CSC
476 村田　心泰 ムラタ　モトヤス
477 渡井　健太 ワタイ　ケンタ AVENTURA CYCLING ESTRELLA

478 角田　直央 ツノダ　ナオ
479 成瀬　奏音 ナルセ　カナト FECT
480 米田　晃大 ヨネダ　コウダイ ROUGH STONES
481 茂木　陽向 モテギ　ヒナタ #1-PRIMERA-
482 稲葉　立 イナバ　タツル 伊豆CSC
483 堀田　麗音 ホッタ　レイン
484 吉田　直人 ヨシダ　ナオト 伊豆CSC

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 8:45～11:37 試走 10:45～10:55
検車 10:22～11:37 ライダーズミーティング 10:00～10:10

スタート 11:52 スタート待機時間 11:37

チェック欄 ゼッケン 名前 フリガナ クラブ
491 坂崎　文音 サカザキ　フミネ
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高校生男子
周回数 15 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 10:00～12:00 試走 12:19～12:49
検車 11:19～12:34 ライダーズミーティング 11:50～12:00

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
501 引馬　悠希 ヒクマ　ハルキ  Vite Jambe 
502 東　周歩 アズマ　シュウホ activewinracers
503 岡田　育也 オカダ　イクヤ DONBOSCO RACING TEAM

504 佐藤　隼輔 サトウ　シュンスケ DONBOSCO RACING TEAM

505 森　凰翔 モリ　オウガ LEVANTE HOPE
506 押尾　颯太 オスオ　ソウタ LEVANTE HOPE
507 鈴木　康麟 スズキ　コウリン LINKVISION GIRASOLE CYCLING

508 内藤　龍海 ナイトウ　タツミ NAMIBIA PROJECT Cycling Team

509 西田　玲遠 ニシダ　レオン Over Rage Racing Team
510 相澤　蓮 アイザワ　レン Vite Jambe
511 河野　総一郎 コウノ　ソウイチロウ アニマルウーピーパイ
512 松屋　宏祐 マツヤ　コウスケ ぼっち・ざ・ゆるぽた！
513 野中　佑亮 ノナカ　ユウスケ ぼっち・ざ・ゆるぽた！
514 坂上　幸太郎 サカウエ　コウタロウ 佼成学園自転車競技部
515 鈴木　清之介 スズキ　セイノスケ 湘南工科大学付属高等学校

516 松尾　幸太朗 マツオ　コウタロウ 湘南工科大学附属高等学校

517 岩月　諒太郎 イワツキ リョウタロウ 湘南工科大学附属高等学校

518 三浦　一真 ミウラ　カズマ 湘南工科大学附属高等学校

519 水谷　海輝 ミズタニ　カイキ 正則高等学校
520 鈴木　颯 スズキ　カケル 正則高等学校
521 竹田　天飛 タケダ アマト 保土ケ谷高校自転車競技部

522 上原　龍雅 ウエハラ　リュウガ 練馬工業高等学校自転車部

523 佐藤　直 サトウ　ナオ
524 宮﨑　晃 ミヤザキ　ヒカル
525 山下　哲平 ヤマシタ　テッペイ
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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 7 名
ローリング 3 周 出走 名

受付 10:00～12:00 試走 12:19～12:49
検車 11:41～12:56 ライダーズミーティング 11:50～12:00

スタート 13:11 スタート待機時間 12:56

チェック欄 ゼッケン 名前 フリガナ クラブ
531 西山　千智 ニシヤマ　チサト High Ambition 女子サイクリングアカデミー

532 高橋　みく タカハシ　ミク SPECIALIZED ATSUGI
533 中西　祐佳子 ナカニシ　ユカコ VIVA☆ZAPPEI
534 神田　実侑 カンダ　ミウ
535 原　睦 ハラ　ムツミ
536 林　優希 ハヤシ　ユキ
537 山根　菜穂 ヤマネ　ナホ CSM

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 10:45～13:00 試走 12:19～12:49
検車 11:59～13:14 ライダーズミーティング 11:50～12:00

スタート 13:29 スタート待機時間 13:14

チェック欄 ゼッケン 名前 フリガナ クラブ
541 蒲原　琴音 カンバラ　コトネ MiNERVAｰasahi
542 根本　香織 ネモト　カオリ Team 一匹狼
543 古谷　桜子 フルタニ　サクラコ 内房レーシングクラブ
544 平良　知佳 タイラ　チカ なるしまフレンド/ チーム池原

545 金井　古都美 カナイ　コトミ Team  SOLA
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ビギナー1組目
周回数 10 周（ローリング含む） エントリー 39 名
ローリング 1 周 出走 名

受付 10:45～13:00 試走 12:19～12:49
検車 12:28～13:43 ライダーズミーティング 11:50～12:00

スタート 13:58 スタート待機時間 13:43

チェック欄 ゼッケン 名前 フリガナ クラブ
551 鹿島　裕生 カシマ　ヒロキ ◎P.L.E◎
552 中内　翔一 ナカウチ　ショウイチ 4号
553 山田　亨 ヤマダ　トオル 4号
554 山崎　剛 ヤマザキ　ツヨシ AGER cycling team
555 嶋　草太 シマ ソウタ AVEL八王子
556 嶋　剛 シマ ツヨシ AVEL北陸
557 平田　守尚 ヒラタ　モリヒサ Blue Sky Racing
558 磯野　諒 イソノ　リョウ CinqMorceau
559 佐野　琢磨 サノ　タクマ CinqMorceau
560 山田　亮輔 ヤマダ　リョウスケ CITCC
561 中村　公一 ナカムラ　コウイチ CLUBろーたす
562 小林　兼太朗 コバヤシ　ケンタロウ COW GUMMA
563 吉田　楓芽 ヨシダ　フウガ Flamme Rouge
564 砂押　玲 スナオシ　アキラ goslinia60
565 保科　伊織 ホシナ　イオリ IV
566 後藤　馨太朗 ゴトウ　ケイタロウ IV
567 山下　龍仁 ヤマシタ　リュウジン NACK Racing
568 塚田　光輝 ツカダ　コウキ Pokito a Poko
569 米田　啓一 ヨネダ　ケイイチ ROUGH STONES
570 藤井　淳次 フジイ　ジュンジ RX&CO
571 木村　大生 キムラ　タイセイ Shonan Vertex Racing
572 椎野　実 シイノ　ミノル Shonan Vertex Racing
573 高橋　八丈 タカハシ　ヤヒロ TEAM  ABLAZE
574 森下　岳士 モリシタ　タケシ team A.R.C.C
575 沼田　蓮人 ヌマタ　レント team ABLAZE
576 池田　竜雅 イケダ　リュウガ TEAM ABLAZE チームアブレイズ

577 雪下　遥哉 ユキシタ　ハルヤ TEAM BABY'S
578 永井　湧聖 ナガイ　ユウセイ TEAM BABY'S
579 遠藤　優太 エンドウ　ユウタ Team Laban
580 今井　明 イマイ アキラ
581 加藤　正暁　 カトウ　マサアキ
582 金子　奏一朗 カネコ　ソウイチロウ
583 越野　臨太郎 コシノ　リンタロウ
584 小林　建太 コバヤシ　ケンタ
585 小林　紀隆 コバヤシ　ノリタカ
586 佐々木　栄基 ササキ　エイキ
587 亀井　直人 カメイ　ナオト
588 茂木　健竜 モテギ　タケル
589 陳　熙源 チェン　キヨシ TEAM ABLAZE チームアブレイズ
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ビギナー2組目
周回数 10 周（ローリング含む） エントリー 38 名
ローリング 1 周 出走 名

受付 10:45～13:00 試走 12:19～12:49
検車 12:47～14:02 ライダーズミーティング 11:50～12:00

スタート 14:17 スタート待機時間 14:02

チェック欄 ゼッケン 名前 フリガナ クラブ
591 大城戸　渚 オオキド　ナギサ team Midnight Express from OSAKA

592 笠井　正晴 カサイ　マサハル TEAM SPORTS KID ZYYX
593 伊藤　優太 イトウ　ユウタ TeamAVENTURA
594 上遠野　蒼大 カトオノ　ソウタ TeamBFYRacing
595 池田　竜介 イケダ　リュウスケ Team一匹狼
596 桑原　隆浩 クワバラ　タカヒロ Team一匹狼
597 塩野　淳司 シオノ アツシ Team一匹狼
598 須藤　真央 スドウ　マヒロ U2 Bikes
599 松本　空斗 マツモト　クウト vite jamae
600 大橋　拓真 オオハシ　タクマ Vite Jambe
601 倉科　颯太 クラシナ　ソウタ Vite jambe
602 飯島　鷲汰 イイジマ　シュウタ vitejambe
603 菅間　良太 カンマ　リョウタ アトリエ　フルーブ
604 永田　玲二 ナガタ　レイジ エタニティーフィールド
605 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

606 石丸　虎之輔 イシマル　トラノスケ スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ

607 笹野　祐 ササノ　ユウ チームはなまる
608 岩元　優幸 イワモト　マサユキ チーム落車DNF
609 佐藤　玲 サトウ　レイ ちるあうと
610 加治木　優斗 カジキ　ユウト ちるあうと
611 北田　和 キタダ　カズ ちるあうと DNF racing
612 谷口　隆行 ヤグチ　タカユキ ネ申さまと使徒
613 梅沢　慶人 ウメザワ　ケイト フルーツ牛乳
614 畔上　陽平 アゼガミ　ヨウヘイ ポンコツレーシング
615 東　厚希 ヒガシ　アツキ メンタクト
616 庵原　直樹 イハラ　ナオキ ゆるポタFamily
617 市川　彰 イチカワ　アキラ 関東マツダ洗足店ロードスター

618 浅野　陽 アサノ　ハル 千葉経済大学附属高等学校

619 矢島　瑠衣斗 ヤジマ　ルイト 保土ケ谷高校自転車競技部

620 志村　祐康 シムラ マサヤス
621 高橋　祐樹 タカハシ　ユウキ
622 角田　淳志 ツノダ　アツシ
623 古田　伸也 フルタ シンヤ
624 松谷　暁 マツタニ　サトル
625 水越　龍吾 ミズコシ　リュウゴ
626 山田　賢二 ヤマダ　ケンジ
627 佐々木　博基 ササキ　ヒロキ
628 石井　秀和 イシイ　ヒデカズ 地獄の特訓部
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大磯クリテリウム2022-23 第6戦スタートリスト ☆＝若手選手応援参加枠

エキスパート
周回数 20 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 11:45～13:30 試走 12:19～12:49
検車 13:06～14:21 ライダーズミーティング 11:50～12:00

スタート 14:36 スタート待機時間 14:21

チェック欄 ゼッケン 名前 フリガナ クラブ
51 田村　亮 タムラ　リョウ Astama Cycling Team
52 土井　裕幸 ドイ　ヒロユキ Astama Cycling Team
53 南澤　雅人 ミナミサワ　マサト ASTAMA Cycling Team
54 橋本　雅史 ハシモト　マサシ COW GUNMA
55 岡田　育也 オカダ　イクヤ DONBOSCO RACING TEAM

56 佐藤　隼輔 サトウ　シュンスケ DONBOSCO RACING TEAM

57 小形　健作 ボブ オガタ E-WORKS@PINKY
58 丸渕　聖悟 マルブチ　ショウゴ FAST LANE Racing
59 楊　翔聖 ヨウ　ショウセイ Fast Lane Racing
60 筒井　一樹 ツツイ　カヅキ FAST LANE Racing
61 飯岡　英之 イイオカ　ヒデユキ GOSLINIA60
62 直木　竜也 ナオキ　タツヤ GROVE鎌倉
63 石渕　哲 イシブチ　サトシ HONDA栃木
64 金子　文椰 カネコ　フミヤ kaleidoscope racing / WCU
65 内田　拓真 ウチダ　タクマ KMcycle IBEX
66 鈴木　康麟 スズキ　コウリン LINKVISION GIRASOLE CYCLING

67 西田　玲遠 ニシダ　レオン Over Rage Racing Team
68 御処野　将 ゴショノ　マサシ Psycho Cycling Union
69 河地　拓巳 カワチ　タクミ R's cycle
70 藤平　翼 フジヒラ　ツバサ RX&CO
71 Hatcher Jr　Lavelle Marquis ハッチャージュニア　ラヴェルマーキース S'fida Prego Racing
72 山本　慶 ヤマモト　ケイ Team BFY Racing
73 吉田　晴彦 ヨシダ　ハルヒコ Team一匹狼
74 加藤　唯史 カトウ　タダシ TONY Racing
75 浅倉　隆佑 アサクラ　リュウスケ TRYCLE.ing
76 北田　和 キタダ　カズ Vite Jambe
77 菅野　寛太 スガノ　カンタ Vite Jambe
78 斎藤　健 サイトウ　タケシ アトリエフルーブ
79 工藤　颯太 クドウ　ソウタ お魚チンパンジー
80 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

81 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

82 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

83 宮嵜　博己 ミヤザキ　ヒロキ チームBMレーシング
84 安藤　友識 アンドウ　トモサト ラバネロ
85 六川　毅 ロクガワ　ツヨシ 原級レーシング
86 渡辺　智之 ワタナベ　トモユキ 呉南
87 坂上　幸太郎 サカウエ　コウタロウ 佼成学園自転車競技部
88 南波　和行 ナンバ　カズユキ 地獄の特訓部！
89 小林　野亜 コバヤシ　ノア 東海大学bombers
90 濱野　圭佑 ハマノ　ケイスケ 東海大学BOMBERS
91 黒川　涼太 クロカワ　リョウタ
92 佐藤　直 サトウ　ナオ
93 鈴木　隆行 スズキ　タカユキ

☆ 94 浜田　雅史 ハマダ　マサシ 43Rapide
☆ 95 保本　雄飛 ヤスモト　ユウヒ 筑波大学

96 野村　龍司 ノムラ　リュウジ ファラッドレンネン花水
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大磯クリテリウム2022-23 第6戦スタートリスト ☆＝若手選手応援参加枠

エリート
周回数 30 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 11:45～13:30 試走 12:19～12:49
検車 13:37～14:52 ライダーズミーティング 11:50～12:00

スタート 15:07 スタート待機時間 14:52

チェック欄 ゼッケン 名前 フリガナ クラブ
1 高岡　亮寛 タカオカ　アキヒロ Roppongi Express
2 蠣崎　藍道 カキザキ　ランドウ カケルバイク
3 宇佐美　颯基 ウサミ　ハヤキ GROVE鎌倉
4 松本　真寛 マツモト　マサヒロ Hi-RIDGE
5 関口　拓真 セキグチ　タクマ La pomme Marseille
6 平山　昂輝 ヒラヤマ　コウキ MOAT RACING LAB
7 長島　悠貴 ナガシマ　ユウキ NAMIBIA PROJECT Cycling Team

8 海老原　優真 エビハラ　ユウマ Over Rage Racing Team
9 池谷　隆太 イケヤ　リュウタ PARK
10 内海　優成 ウツミ　ユウセイ Phantom湘南
11 本田　啓仁 ホンダ　ケイト Promotion x Athletes CYCLING

12 菅田　有記 スゲタ　ユウキ Promotion x Athletes CYCLING

13 遠藤　優 エンドウ ユウ Roppongi Express
14 奥田　拓人 オクダ　タクト Roppongi Express
15 中川　由人 ナカガワ　ユウト SBC Vertex Racing Team
16 山本　敦 ヤマモト アツシ SBC Vertex Racing Team
17 鈴木　智之 スズキ トモユキ SUPACAZ
18 永田　隼也 ナガタ ジュンヤ Team A&F/ OAKLEY
19 佐久間　崚 サクマ　リョウ Team SHIDO
20 橘田　和樹 キッタ　カズキ The CAMP US
21 関谷　勇希 セキヤ　ユウキ TONY Racing
22 康　寿成 カン　スソン TRYCLE.ing
23 田渕　君幸 タブチ　キミユキ TRYCLE.ing
24 阿見寺　俊哉 アミジ　シュンヤ vite jambe
25 岡田　隼季 オカダ　シュンキ アニマルウーピーパイ
26 河野　総一郎 コウノ　ソウイチロウ アニマルウーピーパイ
27 坂本　大知 サカモト　ダイチ エルドラード東北
28 橋本　晴哉 ハシモト　セイヤ おーらい
29 橋本　友哉 ハシモト　ユウヤ おーらい
30 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

31 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

32 藤田　勉 フジタ　ツトム フィッツ
33 岩月　諒太郎 イワツキ リョウタロウ 湘南工科大学附属高等学校

34 三浦　一真 ミウラ　カズマ 湘南工科大学附属高等学校

35 黒沢　大介 クロサワ ダイスケ 乗ルンジャー/MTT
36 斎藤　啓太 サイトウ　ケイタ 天狗党/豆サイ
37 内田　崇志 ウチダ　タカシ 東京科学大学
38 加藤　遼 カトウ　リョウ 東京科学大学
39 小寺　玲二郎 コデラ　レイジロウ 東京科学大学
40 古谷　朋一 フルタニ　トモカズ 内房レーシングクラブ
41 竹田　天飛 タケダ アマト 保土ケ谷高校自転車競技部

42 塩崎　真和 シオザキ　マオ
☆ 43 伊東　昴 イトウ　スバル 筑波大学

44 北川　和真 キタガワ　カズマ Promotion×Athletes
45 田中　太陽 タナカ　ヒナタ チームロヂャース
46 武井　裕 タケイ　ユウ VC FUKUOKA
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