
34 名 34 2022/5/15

No. JCF ID 氏名 カナ 登録地 チーム名

101 301558 増子 雄士 ﾏｼｺ ﾕｳｼﾞ 東京 Astama Cycling Team

103 1800041 横矢 峻 ﾖｺﾔ ｼｭﾝ 千葉 BMレーシングZUNOW

105 1600278 御堂 力哉 ﾐﾄﾞｳ ﾘｷﾔ 東京 FORCE

107 1100570 光山 英典 ﾐﾂﾔﾏ ﾋﾃﾞﾉﾘ 千葉 GROWING Racing Team

109 1800073 橋岡 宏茂 ﾊｼｵｶ ﾋﾛｼ 愛知 KINAN AACA

111 2000924 本田 啓仁 ﾎﾝﾀﾞ ｹｲﾄ 東京 LINKVISION GIRASOLE CYCLING

113 1902732 永友 宏樹 ﾅｶﾞﾄﾓ ﾋﾛｷ 東京 MiNERVA-asahi

115 1703396 初川 弘浩 ﾊﾂｶﾜ ｺｳﾋﾛ 岐阜 ORCA CYCLING TEAM

117 1400772 宮田 琢視 ﾐﾔﾀ ﾀｸﾐ 栃木 OYAMA STARPLEX

119 2000465 藤本 元貴 ﾌｼﾞﾓﾄ ｹﾞﾝｷ 神奈川 Promotion x Athletes CYCLING

121 1602702 中川 由人 ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳﾄ 神奈川 SBC Vertex Racing Team

123 1800333 小林 亮 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳ 兵庫 soleil de lest

125 1702396 斎藤 剛 ｻｲﾄｳ ﾂﾖｼ 東京 TEAM EMMA Cycling

127 1101615 末岡 正充 ｽｴｵｶ ﾏｻﾐﾂ 静岡 TONY Racing

129 橋本 晴哉 ﾊｼﾓ ｾｲﾔ 東京 TRYCLE.ing

131 9700734 井上 登士哉 ｲﾉｳｴ ﾄｼﾔ 愛媛 VC VELOCE

133 1803019 岡崎 一輝 ｵｶｻﾞｷ ｶｽﾞｷ 静岡 Yamanakako Cycling Team

135 1500648 福吉 紳悟 ﾌｸﾖｼ ｼﾝｺﾞ 神奈川 YOKOSUKA UNO RACING

137 1600036 飯田 大樹 ｲｲﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 神奈川 ZERO BIKE FACTORY

139 210018 小室 雅成 ｺﾑﾛ ﾏｻﾅﾘﾅﾘ 埼玉 イナーメ信濃山形-EFT

141 2001565 日置江 草太 ﾋｷｴ ｿｳﾀ 千葉 サイクルフリーダム・レーシング

143 1700557 松﨑 琢仁 ﾏﾂｻﾞｷ ﾀｸﾐ 埼玉 サイタマサイクルプロジェクト

145 1698 福原 大 ﾌｸﾊﾗ ﾀﾞｲ 埼玉 サイタマサイクルプロジェクト

147 1900271 池内 真治 ｲｹｳﾁ ｼﾝｼﾞ 埼玉 シャークアイランド

149 9901846 大倉 健一 ｵｵｸﾗ ｹﾝｲﾁ 東京 セオレーシング

151 1800223 古川 優 ﾌﾙｶﾜ ﾕｳ 神奈川 チーム・ウォークライド

153 600048 奥野 浩和 ｵｸﾉ ﾋﾛｶｽﾞ 大阪 ナカガワAS・Kʼデザイン

155 1700026 中西 啓太 ﾅｶﾆｼ ｹｲﾀ 大阪 パナソニックレーシング

157 1802869 髙橋 拓也 ﾀｶﾊｼ ﾀｸﾔ 福井 バルバサイクルレーシングチーム

159 1800452 舟山 祥弘 ﾌﾅﾔﾏ ﾖｼﾋﾛ 東京 フィッツ

161 1802380 室賀 貴仁 ﾑﾛｶﾞ ﾀｶﾋﾄ 栃木 ブラウ・ブリッツェン

163 1301936 野中 秀樹 ﾉﾅｶ ﾋﾃﾞｷ 東京 ホダカファクトリーレーシング

165 900441 所司 純一 ｼｮｼ ｼﾞｭﾝｲﾁ 京都 モジュマ エリアゼロナナゴ

167 1301786 野上 太一 ﾉｶﾞﾐ ﾀｲﾁ 愛知 天狗党

大磯クリテリウム
【クラスタ:E1-1 グレード:Ac】



34 名 34 2022/5/15

No. JCF ID 氏名 カナ 登録地 チーム名

102 1700507 奥澤 優也 ｵｸｻﾞﾜ ﾕｳﾔ 埼玉 AutoBahnGotemba

104 1301464 中村 潤 ﾅｶﾑﾗ ｼﾞｭﾝ 東京 docomo RT

106 1001777 伊藤 晋一 ｲﾄｳ ｼﾝｲﾁ 神奈川 G.S.POSITIVO

108 5212902 清水 大地 ｼﾐｽﾞ ﾀﾞｲﾁ 栃木 Honda栃木

110 1600285 山田 貴一 ﾔﾏﾀﾞ ｷｲﾁ 東京 LINKVISION GIRASOLE CYCLING

112 2100123 小林 毅瑠 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｹﾙ 東京 MiNERVA-asahi

114 1800028 佐藤 俊雄 ｻﾄｳ ﾄｼｵ 兵庫 MiNERVA-asahi

116 2000099 前田 凌輔 ﾏｴﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ 愛知 ORCA CYCLING TEAM

118 301731 金田 一 ｶﾈﾀﾞ ﾊｼﾞﾒ 茨城 OYAMA STARPLEX

120 1802331 鳥海 祐甫 ﾄﾘｳﾐ ﾕｳｽｹ 東京 SBC Vertex Racing Team

122 1501977 渡辺 拓也 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｸﾔ 愛知 SBC Vertex Racing Team

124 1301795 塚本 一樹 ﾂｶﾓﾄ ｶｽﾞｷ 静岡 SPADE・ACE

126 1700751 小山田 亮 ｵﾔﾏﾀﾞ ﾘｮｳ 静岡 TEAM YOU CAN

128 1502398 田渕 君幸 ﾀﾌﾞﾁ ｷﾐﾕｷ 東京 TRYCLE.ing

130 1800085 池川 辰哉 ｲｹｶﾞﾜ ﾀﾂﾔ 大阪 VC VELOCE

132 1901379 中林 航大 ﾅｶﾊﾞﾔｼ ｺｳﾀﾞｲ 福岡 VC福岡エリート

134 1700056 渡瀬 義雄 ﾜﾀｾ ﾖｼｵ 静岡 Yamanakako Cycling Team

136 1702002 早瀬 利宇 ﾊﾔｾ ﾘｭｳ 岐阜 ZERO BIKE FACTORY

138 1800234 福田 龍生 ﾌｸﾀﾞ ﾘｭｳ 栃木 イナーメ信濃山形-EFT

140 1600451 木村 紀仁 ｷﾑﾗ ﾉﾘﾋﾄ 茨城 オッティモ

142 1600750 阿部 直幸 ｱﾍﾞ ﾅｵﾕｷ 神奈川 サイクルフリーダム・レーシング

144 1600233 高橋 史朗 ﾀｶﾊｼ ｼﾛｳ 埼玉 サイタマサイクルプロジェクト

146 901458 尾形 尚紀 ｵｶﾞﾀ ﾅｵｷ 埼玉 シャークアイランド

148 1500153 島崎 一也 ｼﾏｻﾞｷ ｶｽﾞﾔ 埼玉 シャークアイランド

150 1701129 小澤 拓人 ｵｻﾞﾜ ﾀｸﾄ 東京 たかだフレンドレーシング

152 1101584 遠藤 健太 ｴﾝﾄﾞｳ ｹﾝﾀ 新潟 チームフィンズ

154 1101042 新村 拓也 ｼﾝﾑﾗ ﾀｸﾔ 東京 パナソニックレーシング

156 1001649 伊藤 隼也 ｲﾄｳ ｼｭﾝﾔ 奈良 パナソニックレーシング

158 700340 寺崎 武郎 ﾃﾗｻｷ ﾀｹﾛｳ 福井 バルバサイクルレーシングチーム

160 1700561 石下 翔太 ｲｼｹﾞ ｼｮｳﾀ 栃木 ブラウ・ブリッツェン

162 1001579 若林 幹夫 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾐｷｵ 栃木 ブラウ・ブリッツェン

164 1802534 岡崎 由幸 ｵｶｻﾞｷ ﾖｼﾕｷ 和歌山 ミルキーウェイ和歌山

166 1802620 唐澤 一瑠 ｶﾗｻﾜ ｲﾁﾙ 群馬 群馬グリフィンエリート

168 251 佐々木 健 ｻｻｷ ﾀｹｼ 愛知 天狗党

大磯クリテリウム
【クラスタ:E1-2 グレード:Ac】



36 名 36 2022/5/15

No. JCF ID 氏名 カナ 登録地 チーム名

201 2000578 南澤 雅人 ﾐﾅﾐｻﾜ ﾏｻﾄ 東京 Astama Cycling Team

203 1602678 小久保 登志貴 ｺｸﾎﾞ ﾄｼｷ 埼玉 CYCLERS SNEL

205 2100330 霜出 祐輝 ｼﾓｲﾃﾞ ﾕｳｷ 神奈川 Defardi

207 2000016 丸渕 聖悟 ﾏﾙﾌﾞﾁ ｼｮｳｺﾞ 東京 FAST LANE Racing

209 2101763 岩本 悠真 ｲﾜﾓﾄ ﾕｳﾏ 埼玉 Greeen Lights Racing Team

211 1900526 佐藤 浩行 ｻﾄｳ ﾋﾛﾕｷ 群馬 Greeen Lights Racing Team

213 2100169 菊地 航 ｷｸﾁ ﾜﾀﾙ 栃木 Gufo Cycle Works

215 1500415 島立 孫行 ｼﾏﾀﾞﾃ ﾏｺﾞﾕｷ 栃木 Honda栃木

217 2001552 石川 哲章 ｲｼｶﾜ ﾃﾂｱｷ 静岡 Leap Hamamatsu Cycling Team

219 2101688 永井 健太 ﾅｶﾞｲ ｹﾝﾀ 東京 LINKVISION GIRASOLE CYCLING

221 600059 黒沢 大介 ｸﾛｻﾜ ﾀﾞｲｽｹ 東京 MAVIC TEST TEAM

223 2100241 大内 康弘 ｵｵｳﾁ ﾔｽﾋﾛ 東京 MAYSTORM

225 2000530 堀江 郁人 ﾎﾘｴ ﾌﾐﾄ 静岡 MiNERVA-asahi

227 1801449 水井 悠都 ﾐｽﾞｲ ﾕｳﾄ 愛知 ORCA CYCLING TEAM

229 1902661 小笠原 豊 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾕﾀｶ 東京 Promotion x Athletes CYCLING

231 1402273 高木 俊輔 ﾀｶｷﾞ ｼｭﾝｽｹ 神奈川 Racing CUBE

233 2001651 山口 凱生 ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｲｾｲ 神奈川 SBC Vertex Racing Team

235 9800627 安川 智一朗 ﾔｽｶﾜ ﾄﾓｲﾁﾛｳ 栃木 SPADE・ACE

237 2101648 藤田 悠佑 ﾌｼﾞﾀ ﾕｳｽｹ 神奈川 Team BFY Racing

239 2001531 西村 圭二郎 ﾑﾗ ｹｲｼﾞﾛｳ 兵庫 Team ZERO UNO FRONTIER

241 101229 井上 裕太郎 ｲﾉｳｴ ﾕｳﾀﾛｳ 神奈川 TONY Racing

243 1700869 中村 勝彦 ﾅｶﾑﾗ ｶﾂﾋｺ 石川 TTG ミトロング-V

245 1802500 上野 真 ｳｴﾉ ｼﾝ 東京 VIVA☆ZAPPEI極

247 2100654 平野 慎太郎 ﾋﾗﾉ ｼﾝﾀﾛｳ 大阪 Yamanakako Cycling Team

249 2101666 押見 怜 ｵｼﾐ ｻﾄｼ 千葉 イナーメ信濃山形-EFT

251 2000070 髙橋 和也 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾔ 千葉 ウィンディー筑波

253 1402176 中原 秀昂 ﾅｶﾊﾗ ﾋﾃﾞﾀｶ 茨城 エクストリームつくば

255 1703104 東 勝哉 ﾋｶﾞｼ ｶﾂﾔ 千葉 サイクルフリーダム・レーシング

257 1703414 小平 陽大 ｺﾀﾞｲﾗ ﾋﾅﾀ 埼玉 サイタマサイクルプロジェクト

259 1901068 駒井 裕太 ｺﾏｲ ﾕｳﾀ 東京 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ

261 600912 竹内 正宏 ﾀｹｳﾁ ﾏｻﾋﾛ 神奈川 たかだフレンドレーシング

263 1500560 舘岡 賢弥 ﾀﾃｵｶ ﾀｶﾋﾛ 茨城 ハヤサカサイクルレーシングチーム

265 1703528 鈴木 一磨 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾏ 神奈川 フィッツ

267 1801641 加藤 すばる ｶﾄｳ ｽﾊﾞﾙ 埼玉 ブラウ・ブリッツェン

269 2100056 吉田 敬 ﾖｼﾀﾞ ｹｲ 埼玉 ホダカファクトリーレーシング

271 2001952 小林 大悟 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲｺﾞ 神奈川 慶應義塾大学

大磯クリテリウム
【クラスタ:E2-1 グレード:Bc】



36 名 36 2022/5/15

No. JCF ID 氏名 カナ 登録地 チーム名

202 1703346 金田 歩 ｶﾈﾀﾞ ｱﾕﾑ 北海道 AXIS Cycling Team

204 2100655 ジェームス アレクサンダー ｼﾞｪｰﾑｽ ｱﾚｸｻﾝﾀﾞｰ 神奈川 CYCLERS SNEL

206 1700491 河村 敦人 ｶﾜﾑﾗ ｱﾂﾄ 滋賀 EXTENDED VAX SAYAMA

208 1900196 原田 卓幸 ﾊﾗﾀﾞ ﾀｶﾕｷ 青森 FORCE

210 1900528 佐藤 彰馬 ｻﾄｳ ｼｮｳﾏ 群馬 Greeen Lights Racing Team

212 2100303 坂本 裕昭 ｻｶﾓﾄ ﾋﾛｱｷ 茨城 Greeen Lights Racing Team

214 700471 中山 勝晴 ﾅｶﾔﾏ ﾏｻﾊﾙ 神奈川 HIRAKO.mode

216 1300346 河合 貴明 ｶﾜｲ ﾀｶｱｷ 栃木 Honda栃木

218 2200097 北川 魁之介 ｷﾀｶﾞﾜ ｶｲﾉｽｹ 東京 LEOMO Bellmare Elite Team

220 2000314 菅田 有記 ｽｹﾞﾀ ﾕｳｷ 東京 LINKVISION GIRASOLE CYCLING

222 300181 永田 隼也 ﾅｶﾞﾀ ｼﾞｭﾝﾔ 神奈川 MAVIC TEST TEAM

224 2100058 常富 柾生 ﾂﾈﾄﾐ ﾏｻｷ 静岡 MiNERVA-asahi

226 2000213 小林 将人 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾄ 福島 MiNERVA-asahi

228 1301694 小貫 智紀 ｵﾇｷ ﾄﾓﾉﾘ 神奈川 PHANTOM 湘南

230 1502746 中野 雄太 ﾅｶﾉ ﾕｳﾀ 滋賀 PRT KOSEKI 金生堂

232 1100040 小山 洋平 ｺﾔﾏ ﾖｳﾍｲ 神奈川 Racing CUBE

234 1902453 佐伯 祐輔 ｻｴｷ ﾕｳｽｹ 神奈川 SBC Vertex Racing Team

236 400358 鈴木 大忠 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾀﾀﾞ 群馬 SUBARU Cycling Team

238 2001675 箱家 泰平 ﾊｺﾔ ﾀｲﾍｲ 埼玉 TEAM MILANO

240 1703441 塩野 淳平 ｼｵﾉ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 東京 Team一匹狼

242 1600008 高山 秀樹 ﾀｶﾔﾏ ﾋﾃﾞｷ 大阪 Ｔｒｉ−Ｘ ＪＡＰＡＮ

244 1602040 牛山 恭一 ｳｼﾔﾏ ｷｮｳｲﾁ 鹿児島 VC福岡エリート

246 700657 河合 達朗 ｶﾜｲ ﾀﾂﾛｳ 宮崎 Ｙʼｓ Ｒｏａｄ

248 2101719 村田 麻弦 ﾑﾗﾀ ﾏｲﾄ 京都 ZERO BIKE FACTORY

250 1702381 吉岡 拓哉 ﾖｼｵｶ ﾀｸﾔ ⾧野 イナーメ信濃山形-EFT

252 1900372 西川 正隼 ﾆｼｶﾜ ﾏｻﾄｼ 茨城 ウィンディー筑波

254 2000098 秋濱 佑輔 ｱｷﾊﾏ ﾕｳｽｹ 千葉 オッティモ

256 1902735 仲平 楓太 ﾅｶﾀﾞｲﾗ ﾌｳﾀ 埼玉 サイタマサイクルプロジェクト

258 401502 武田 耕大 ﾀｹﾀﾞ ｺｳﾀﾞｲ 埼玉 サイタマサイクルプロジェクト

260 1802826 石丸 貴昭 ｲｼﾏﾙ ﾀｶｱｷ 千葉 セオレーシング

262 9802134 中島 義基 ﾅｶｼﾏ ﾖｼｷ 福岡 チーム・チェブロ

264 1502722 山本 康雄 ﾔﾏﾓﾄ ﾔｽｵ 神奈川 パラティアムTOKYO Fusion Systems

266 34 篠﨑 翔太 ｼﾉｻﾞｷ ｼｮｳﾀ 栃木 ブラウ・ブリッツェン

268 1702059 伊藤 大輔 ｲﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ 栃木 ブラウ・ブリッツェン

270 1100767 蠣崎 藍道 ｶｷｻﾞｷ ﾗﾝﾄﾞｳ 静岡 ホダカファクトリーレーシング

272 1701119 落合 康生 ｵﾁｱｲ ｺｳｾｲ 東京 東京都立八王子桑志高等学校自転車競技部

大磯クリテリウム
【クラスタ:E2-2 グレード:Bc】



33 名 33 2022/5/15

No. JCF ID 氏名 カナ 登録地 チーム名

301 2101386 清水 拓海 ｼﾐｽﾞ ﾀｸﾐ 神奈川 慶應義塾大学

303 秋田 佳輝 ｱｷﾀ ﾖｼｷ 神奈川 ALDINA

306 2200249 三田村 宜幸 ﾐﾀﾑﾗ ﾖｼﾕｷ 東京 Astama Cycling Team

309 1701264 石井 翔瑛 ｲｼｲ ｼｮｳｴｲ 埼玉 AutoBahnGotemba

312 1601523 橋本 優樹 ﾊｼﾓﾄ ﾕｳｷ 神奈川 CYCLERS SNEL

315 2200165 加藤 光雄 ｶﾄｳ ﾐﾂｵ 埼玉 EXTENDED VAX SAYAMA

318 1703537 仁 藤掛 ｼﾞﾝ ﾌｼﾞｶｹ 栃木 Greeen Lights Racing Team

321 1402034 菅野 将志 ｶﾝﾉ ﾏｻｼ 神奈川 HIRAKO.mode

323 2000754 池ヶ谷 康平 ｲｹｶﾞﾔ ｺｳﾍｲ 静岡 LEVANTE HOPE

326 2200236 北川 和真 ｷﾀｶﾞﾜ ｶｽﾞﾏ 神奈川 LINKVISION GIRASOLE CYCLING

329 9800729 佐野 友哉 ｻﾉ ﾄﾓﾔ 静岡 MAVIC TEST TEAM

332 1800325 高木 友明 ﾀｶｷﾞ ﾄﾓｱｷ 神奈川 MGM GROMA RACING TEAM

335 2100379 斎藤 義幸 ｻｲﾄｳ ﾖｼﾕｷ 神奈川 OM VELO Coaching

338 2200614 渡邉 宗将 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾑﾈﾏｻ 東京 onekan × attaquer

341 2101907 城野 謙次 ｼﾛﾉ ｹﾝｼﾞ 埼玉 Roppongi Express

344 1900047 小柳 俊夫 ｺﾔﾅｷﾞ ﾄｼｵ 千葉 S`fida Prego Racing

347 2000109 土屋 雄一郎 ﾂﾁﾔ ﾕｳｲﾁﾛｳ 埼玉 S`fida Prego Racing

350 2001911 髙橋 優人 ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾄ 東京 TeamUKYO Reve

353 2200107 吉田 晴彦 ﾖｼﾀﾞ ﾊﾙﾋｺ 埼玉 Team一匹狼

356 1801046 井川 弘貴 ｲｶﾞﾜ ﾋﾛｷ 千葉 TONY Racing

359 2001016 畠山 和也 ﾊﾀｹﾔﾏ ｶｽﾞﾔ 東京 TRYCLE.ing

362 2102099 西野 伶士 ﾆｼﾉ ﾘｮｳｼﾞ 神奈川 Yamanakako Cycling Team

365 2200076 山岸 勇介 ﾔﾏｷﾞｼ ﾕｳｽｹ 神奈川 イナーメ信濃山形-EFT

368 1800467 文倉 慎太郎 ﾌﾐｸﾗ ｼﾝﾀﾛｳ 茨城 ウィンディー筑波

371 2200324 貞末 章吾 ｻﾀﾞｼｭｴｽｴ ｼｮｳｺﾞ 埼玉 オッティモ

374 2102004 吉野 卓也 ﾖｼﾉ ﾀｸﾔ 埼玉 サイタマサイクルプロジェクト

377 2101202 浜本 昊弥 ﾊﾏﾓﾄ ｿﾗﾔ 東京 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ

380 1401605 ⾧尾 宏樹 ﾅｶﾞｵ ﾋﾛｷ 東京 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ

383 1601222 鈴木 直太 ｽｽﾞｷ ﾅｵﾀ 東京 なるしまフレンド

386 2101519 奥東 亮太 ｵｸﾋｶﾞｼ ﾘｮｳﾀ 福井 バルバクラブエチゼン

389 2000468 寺本 尚平 ﾃﾗﾓﾄ ｼｮｳﾍｲ 福井 バルバクラブエチゼン

391 1900532 岡田 昌紀 ｵｶﾀﾞ ﾏｻｷ 神奈川 バルバクラブトヤマ

393 2001718 市川 悠士 ｲﾁｶﾜ ﾕｳｼ 神奈川 保土ケ谷高校自転車競技部

大磯クリテリウム
【クラスタ:E3-1 グレード:Cc】



33 名 33 2022/5/15

No. JCF ID 氏名 カナ 登録地 チーム名

304 2100446 大野 陽平 ｵｵﾉ ﾖｳﾍｲ 埼玉 ASMIC

307 1901751 菅原 聡 ｽｶﾞﾜﾗ ｻﾄﾙ 埼玉 AutoBahnGotemba

310 1602317 齋藤 祥樹 ｻｲﾄｳ ﾖｼｷ 神奈川 AutoBahnGotemba

313 2200139 ⾧島 諒 ﾅｶﾞｼﾏ ﾘｮｳ 埼玉 CYCLOCLUB

316 1100385 中野 雄大 ﾅｶﾉ ﾕｳﾀﾞｲ 大阪 FORCE

319 900273 中山 恭介 ﾅｶﾔﾏ ｷｮｳｽｹ 神奈川 HAMMER!!BROS

324 300597 森 正樹 ﾓﾘ ﾏｻｷ 静岡 LEVANTE HOPE

327 2200148 鈴木 真央 ｽｽﾞｷ ﾏｵ 神奈川 LINKVISION GIRASOLE CYCLING

330 2100373 梅井 覚 ｳﾒｲ ｻﾄﾙ 東京 MAYSTORM

333 2102088 川嶋 修平 ｶﾜｼﾏ ｼｭｳﾍｲ 神奈川 MGM GROMA RACING TEAM

336 2101395 志田 拓也 ｼﾀﾞ ﾀｸﾔ 神奈川 onekan × attaquer

339 1902508 大岩 広輝 ｵｵｲﾜ ﾋﾛｷ 愛知 ORCA CYCLING TEAM

342 2000107 會原 祐希 ｱｲﾊﾗ ﾕｳｷ 埼玉 S`fida Prego Racing

345 2100734 浅野 晃一 ｱｻﾉ ｺｳｲﾁ 埼玉 S`fida Prego Racing

348 1802457 田代 アッバース ﾀｼﾛ ｱｯﾊﾞｰｽ 埼玉 TEAM MILANO

351 2000104 石山 祐太 ｲｼﾔﾏ ﾕｳﾀ 東京 Team一匹狼

354 2000371 滝口 智 ﾀｷｸﾞﾁ ｻﾄｼ 東京 Team一匹狼

357 2000335 関谷 勇希 ｾｷﾔ ﾕｳｷ 東京 TONY Racing

360 2100177 堀 佑太朗 ﾎﾘ ﾕｳﾀﾛｳ 神奈川 VIVA☆ZAPPEI極

363 1501094 ⾧澤 和樹 ﾅｶﾞｻﾜ ｶｽﾞｷ 神奈川 YOKOSUKA UNO RACING

366 2000753 北島 柊歩 ｷﾀｼﾞﾏ ｼｭｳﾄ 茨城 ウィンディー筑波

369 柴田 晋 ｼﾊﾞﾀ ｽｽﾑ 茨城 ウィンディー筑波

372 1702936 千徳 竜輝 ｾﾝﾄｸ ﾘｮｳｷ 埼玉 サイタマサイクルプロジェクト

375 2200246 三澤 暁 ﾐｻﾜ ｱｷﾗ ⾧野 シャークアイランド

378 1702904 佐々木 生織 ｻｻｷ ｲｵﾘ 東京 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ

381 1000961 鹿島 裕生 ｶｼﾏ ﾋﾛｷ 千葉 セオレーシング

384 1502254 木村 就広 ｷﾑﾗ ﾅﾘﾋﾛ 大阪 パナソニックレーシング

387 2101572 左近 知也 ｻｺﾝ ﾄﾓﾔ 福井 バルバクラブエチゼン

390 2101571 鈴木 洋介 ｽｽﾞｷ ﾖｳｽｹ 福井 バルバクラブエチゼン

392 1901380 村上 翔馬 ﾑﾗｶﾐ ｼｮｳﾏ 神奈川 フィッツ

394 2001154 工藤 輝 ｸﾄﾞｳ ﾋｶﾙ 神奈川 保土ケ谷高校自転車競技部

396 益田大誠 ﾏｽﾀﾞ ﾀｲｾｲ オープン ※オープン

397 小池 朔太郎 ｺｲｹ ｻｸﾀﾛｳ オープン IUHW ※オープン

【クラスタ:E3-2 グレード:Cc】

大磯クリテリウム



33 名 33 2022/5/15

No. JCF ID 氏名 カナ 登録地 チーム名

302 1900510 三澤 翔大 ﾐｻﾜ ｼｮｳﾀ 東京 ALDINA

305 2000554 土井 裕幸 ﾄﾞｲ ﾋﾛﾕｷ 東京 Astama Cycling Team

308 1801811 ⾧尾 拓人 ﾅｶﾞｵ ﾀｸﾄ 埼玉 AutoBahnGotemba

311 2200267 小峯 胤 ｺﾐﾈ ﾂﾂﾞｷ 千葉 BMレーシングZUNOW

314 2200177 星場 正輝 ﾎｼﾊﾞ ﾏｻｷ 埼玉 EXTENDED VAX SAYAMA

317 2200620 福島 大樹 ﾌｸｼﾏ ﾋﾛｷ 群馬 Greeen Lights Racing Team

320 中尾 拓人 ﾅｶｵ ﾀｸﾄ 神奈川 HIRAKO.mode

322 2001054 夏目 天斗 ﾅﾂﾒ ﾀｶﾄ 静岡 LEVANTE HOPE

325 2200400 鈴木 康麟 ｽｽﾞｷ ｺｳﾘﾝ 神奈川 LINKVISION GIRASOLE CYCLING

328 400808 木守 望 ｷﾓﾘ ﾉｿﾞﾑ 静岡 MAVIC TEST TEAM

331 1900118 小南舘 純 ｺﾐﾅﾐﾀﾞﾃ ｼﾞｭﾝ 神奈川 MGM GROMA RACING TEAM

334 1902761 井上 慶亮 ｲﾉｳｴ ﾖｼｱｷ 千葉 MiNERVA-asahi

337 2200600 大森 拓実 ｵｵﾓﾘ ﾀｸﾐ 神奈川 onekan × attaquer

340 1800110 高見澤 海人 ﾀｶﾐｻﾜ ｶｲﾄ 東京 Roppongi Express

343 2100089 先崎 薫 ｾﾝｻﾞｷ ｶｵﾙ 埼玉 S`fida Prego Racing

346 2000283 松本 心平 ﾏﾂﾓﾄ ｼﾝﾍﾟｲ 埼玉 S`fida Prego Racing

349 2200036 増田 有輝 ﾏｽﾀﾞ ﾕｳｷ 埼玉 TEAM MILANO

352 9802499 池田 勝之介 ｲｹﾀﾞ ｶﾂﾉｽｹ 東京 Team一匹狼

355 1000754 橘田 和樹 ｷｯﾀ ｶｽﾞｷ 栃木 The CAMP＊US

358 2200146 市原 直弥 ｲﾁﾊﾗ ﾅｵﾔ 東京 TRYCLE.ing

361 2100038 小池 剛史 ｺｲｹ ﾀｹｼ 静岡 VIVA☆ZAPPEI極

364 1902448 深谷 天翔 ﾌｶﾔ ﾋﾛﾄ 三重 イナーメ信濃山形-EFT

367 1700859 丸山 孝行 ﾏﾙﾔﾏ ﾀｶﾕｷ 茨城 ウィンディー筑波

370 1902037 高橋 光明 ﾀｶﾊｼ ﾋｶﾙ 岩手 エルドラード東北

373 2200094 染谷 貴瑞 ｿﾒﾔ ﾀｶﾐ 埼玉 サイタマサイクルプロジェクト

376 2100279 金屋 洋一郎 ｶﾅﾔ ﾖｳｲﾁﾛｳ 東京 シャークアイランド

379 1800738 稲葉 啓汰 ｲﾅﾊﾞ ｹｲﾀ 東京 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ

382 2100054 石井 佑樹 ｲｼｲ ﾕｳｷ 埼玉 セオレーシング

385 9702115 佐竹 亮太 ｻﾀｹ ﾘｮｳﾀ 東京 パナソニックレーシング

388 2101618 嶋崎 善文 ｼﾏｻｷ ﾖｼﾌﾐ 福井 バルバクラブエチゼン

395 2001153 山形 駿 ﾔﾏｶﾞﾀ ｼｭﾝ 神奈川 保土ケ谷高校自転車競技部

398 百瀬 悠人 ﾓﾓｾ ﾕｳﾄ オープン 聖マリアンナ医科大学サイクリング部 ※オープン

399 山田慎也 ﾔﾏﾀﾞ ｼﾝﾔ オープン バルバクラブエチゼン ※オープン

大磯クリテリウム
【クラスタ:E3-3 グレード:Cc】


