
期日 2019年7月13日 コース 蘇我スポーツ公園3.3㎞特設コース

受付締切 8:00

召集エリア集合 8:20

スタート 8:30

ゼッケン name area チーム名

1 松平　大介 マツダイラ　ダイスケ 神奈川県

2 山﨑　尚登 ヤマザキ　ナオト 千葉県 やちにしれーしんぐ

3 石川　幸ノ助 イシカワ　コウノスケ 千葉県

4 菊池　健 キクチ　タケル 群馬県 フェリーチェ・ラピード

5 富永　亮 トミナガ　リョウ 茨城県 県南ポタリング部

6 西村　佳展 ニシムラ　ヨシノブ 千葉県

7 渡邉　龍一郎 ワタナベ　リュウイチロウ 千葉県 Team Allons Velo

8 深津　裕一 フカツ　ユウイチ 神奈川県

9 伊場　海翔 イバ　カイト 千葉県

10 日置江　草太 ヒキエ　ソウタ 千葉県 カレイドスコープレーシング

11 妹尾　優大 セオ　ユウタ 千葉県 Team Allons Velo

12 藤岡　栄翔 フジオカ　エイショウ 千葉県 All Rejection Gaming 

13 平田　直人 ヒラタ　ナオト 東京都

14 古徳　翔 コトク　カケル 千葉県 インザスカイ佐野親衛隊

15 妹尾　大輝 セオ　ヒロキ 千葉県 NIT自転車競技部

16 柿澤　謙太朗 カキサワ　ケンタロウ 静岡県 インザスカイ佐野親衛隊

17 小林　尚樹 コバヤシ　ナオキ 埼玉県

18 古島　秀悟 フルシマ　シュウゴ 千葉県

19 深井　悟 フカイ　サトル 千葉県

20 福田　博 フクダ　ヒロシ 千葉県 CHAINS

21 五十嵐　悠斗 イガラシ　ユウト 千葉県 OVER☆HEAT

22 吉田　隼人 ヨシダ　ハヤト 東京都 MAINES

23 平山　昂輝 ヒラヤマ　コウキ 東京都

24 武田　吉史 タケダ　ヨシフミ 千葉県

25 赤坂　明憲 アカサカ　アキノリ 埼玉県

26 木名瀬　敬史 キナセ　タカシ 千葉県

27 鵜殿　太 ウドノ　フトシ 千葉県

28 宮下　惟人 ミヤシタ　ユイト 東京都 Maines

29 丸尾　和生 マルオ　カズオ 東京都

30 水谷　藤雄 ミズタニ　フジオ 東京都 ユニカ食品ロードバイク部

31 ダビッド　ハイロン ダビッド　ハイロン 埼玉県

第3回フクダ電子アリーナクリテリウム

ピュアビギナー／3周※ローリングスタート※１周集団走行２周レース



期日 2019年7月13日 コース 蘇我スポーツ公園3.3㎞特設コース

受付締切 8:20

召集エリア集合 8:50

スタート 9:00

ゼッケン name namef area チーム名

1 平野　康弘 ヒラノ　ヤスヒロ 茨城県

2 海野　真一 ウミノ　マサカズ 東京都

3 岩瀬　宜大 イワセ　ノリヒロ 千葉県 デカ尻コーギーはSSだぜ!!

4 武内　佑太郎 タケウチ　ユウタロウ 千葉県

5 佐藤　翔英 サトウ　ショウエイ 埼玉県

6 榎本　達也 エノモト タツヤ 埼玉県 群馬自転車部

7 山崎　友輝 ヤマザキ　ユウキ 埼玉県

8 Vyshegorodtsev　Marat ヴィシェゴロデツェフ　マラット 東京都 Triathlon in Tokyo

9 稲葉　寿樹弥 イナバ　ジュキヤ 埼玉県 LINKVISION GIRASOLE CYCLING

10 柴田　慶輔 シバタ　ケイスケ 神奈川県 SBC湘南藤沢

11 鈴木　晴秋 スズキ　ハルアキ 神奈川県 デコボコンビ

12 高木　海斗 タカギ　カイト 東京都 デコボコンビ

13 戸田　徹弥 トダ テツヤ 千葉県 シクルマーモット

14 仲俣　達也 ナカマタ　タツヤ 東京都

15 豊田　栄右 トヨダ　エイスケ 東京都

16 森　大地 モリ　ダイチ 東京都 人生まったり下り坂

17 渡部　誠 ワタナベ　マコト 埼玉県 スターライト学園

18 春日　駿輝 カスガ　トシキ 東京都

19 金田　歩夢 カネダ　アユム 埼玉県 LINKVISION GIRASOLE CYCLING

20 中村　澄人 ナカムラ　スミト 埼玉県

21 大瀧　秀雄 オオタキ　ヒデオ 千葉県

22 後藤　大樹 ゴトウ　タイジュ 東京都

23 落合　裕紀 オチアイ　ユウキ 東京都

24 田中　龍哉 タナカ　タツヤ 東京都

25 西郷　有人 サイゴウ　アルト 千葉県 エセロット

26 小林　京介 コバヤシ　キョウスケ 神奈川県

27 横松　直人 ヨコマツ　ナオト 栃木県 CIVETTA

28 熊王　秀哉 クマオウ　シュウヤ 東京都 MAINES

29 赤川　耐 アカガワ　タイ 茨城県

30 金　泰雨 キム　テウ 東京都

31 夏堀　優輝 ナツボリ　ユウキ 千葉県 プリッツ

32 吉田　光希 ヨシダ　コウキ 千葉県 よっしー

33 新村　隼人 シンムラ　ハヤト 埼玉県 team Sy2

34 渡部　潤治 ワタナベ　ジュンジ 神奈川県

35 江澤　秀朋 エザワ　シュウホウ 埼玉県 Y'sRoad

36 白岩　大雅 シライワ　タイガ 栃木県 CIVETTA

37 南　秀耶 ミナミ　シュウヤ 千葉県

38 中平　誠修 ナカヒラ　マサナオ 千葉県 MAINES

39 日暮　明 ヒグラシ　アキラ 埼玉県 Heizitu

第3回フクダ電子アリーナクリテリウム

ビギナー／4周※ローリングスタート



期日 2019年7月13日 コース 蘇我スポーツ公園3.3㎞特設コース

受付締切 9:00

召集エリア集合 9:20

スタート 9:30

ゼッケン name namef area チーム名

1 西廣　貴之 ニシビロ タカユキ 千葉県 FEEC

2 市原　義信 イチハラ　ヨシノブ 千葉県 インナーロー

3 石井　和雄 イシイ カズオ 千葉県

4 梅田　善昭 ウメダ　ヨシアキ 東京都

5 佐藤　義哲 サトウ　ヨシアキ 埼玉県

6 新井　和樹 アライ　カズキ 群馬県

7 関本　晃洋 セキモト　アキヒロ 千葉県 水と生きる SUNTORY

8 池本　真也 イケモト シンヤ 神奈川県

9 野澤　平和 ノザワ　ヘイワ 神奈川県 ちばサイクル

10 藤井　淳一 フジイ　ジュンイチ 埼玉県 ＢＯＲＺＯＩ

11 伊井　賢一 イイ ケンイチ 埼玉県 みさかレーシング

12 渋江　孝一 シブエ　コウイチ 千葉県

13 寺崎　宏 テラサキ　ヒロシ 千葉県 鮭

14 武田　博司 タケダ ヒロシ 北海道 サイクルフリーダムレーシング

15 平井　淳也 ヒライ　ジュンヤ 新潟県

16 谷脇　正一 タニワキ マサカズ 千葉県 サイクルフリーダム

17 落合　雅哉 オチアイ　マサヤ 東京都 team 自転車処風輪

18 日向　隼人 ヒュウガ ハヤト 神奈川県 二輪道331

19 山田　貴一 ヤマダ　キイチ 東京都 LINKVISION　GIRASOLE　CYCLING

第3回フクダ電子アリーナクリテリウム

マスター／6周※ローリングスタート



期日 2019年7月13日 コース 蘇我スポーツ公園3.3㎞特設コース

受付締切 9:50

召集エリア集合 10:10

スタート 10:20

ゼッケン name namef area チーム名

1 北島　柊歩 キタジマ シュウト 茨城県

2 林　伶音 ハヤシ　レオン 神奈川県 横浜高等学校

3 東　厚希 ヒガシ　アツキ 神奈川県 横浜高等学校

4 生天目　隼人 ナバタメ　ハヤト 神奈川県 横浜高等学校

5 生天目　直樹 ナバタメ　ナオキ 神奈川県 横浜高等学校

6 宇野　夢叶 ウノ　ユウト 群馬県

第3回フクダ電子アリーナクリテリウム

 高校生男子／5周※ローリングスタート



期日 2019年7月13日 コース 蘇我スポーツ公園3.3㎞特設コース

受付締切 10:20

召集エリア集合 10:40

スタート 10:50

ゼッケン name namef area チーム名

1 高橋　和也 タカハシ　カズヤ 千葉県 江戸川大学

2 木村　佑太 キムラ　ユウタ 東京都

3 浪川　祥弘 ナミカワ　タダヒロ 千葉県 エクストリームつくば

4 足立　正 アダチ　ショウ 千葉県

5 吉村　和士 ヨシムラ　カズシ 埼玉県

6 柴田　秀晃 シバタ　ヒデアキ 埼玉県 colors

7 柳瀬　任章 ヤナセ　ヒデアキ 千葉県 チームBMレーシング

8 井上　慶亮 イノウエ　ヨシアキ 千葉県 日大理工

9 田村　斗唯 タムラ　トウイ 千葉県

10 赤松　学 アカマツ マナブ 山梨県 松本CC

11 小清水　拓也 コシミズ タクヤ 千葉県 RAMON BIKES

12 小日向　喬 コヒナタ　タカシ 埼玉県 EcvSlowStep ・平日

13 石丸　貴昭 イシマル　タカアキ 千葉県

14 斎藤　義幸 サイトウ　ヨシユキ 神奈川県 スマートコーチング

15 藤平　悠介 フジヒラ　ユウスケ 東京都 バイシクルスサナエレーシングチーム

16 石川　壮太 イシカワ　ソウタ 東京都 みかんのうた

17 相原　武 アイハラ　タケシ 埼玉県 Y'Road

18 今関　泰史 イマゼキ　ヤスシ 千葉県 JKD RACING TEAM

19 古東　克敏 コトウ カツトシ 千葉県

20 宮脇　浩 ミヤワキ　ヒロシ 神奈川県 ピスタチオ・ブルーマン

21 福山　碧斗 フクヤマ　アオト 千葉県

22 MURRAY　SEAN EDWARDマレー　ショーンエドワード 東京都

23 菊池　健太 キクチ　ケンタ 茨城県

24 小西　勇人 コニシ　ユウト 静岡県 アンジュルム

25 柏　真輔 カシワ シンスケ 栃木県 Team Ashiviva

26 山口　連一郎 ヤマグチ　レンイチロウ 千葉県 team Sy2

27 山田　詞結 ヤマダ　シユウ 千葉県 team 自転車処風輪

28 七里　龍明 シチリ　リュウメイ 東京都 LINKVISION GIRASOLE CYCLING

29 菊地　竜二 キクチ　リュウジ 茨城県 CIVETTA

30 内田　恵 ウチダ　ケイ 栃木県

31 浅川　英一 アサカワ　エイイチ 東京都 竹芝サイクルレーシング

32 林　伶音 ハヤシ　レオン 神奈川県 横浜高等学校

スポーツ／7周※ローリングスタート

第3回フクダ電子アリーナクリテリウム



期日 2019年7月13日 コース 蘇我スポーツ公園3.3㎞特設コース

受付締切 11:20

召集エリア集合 11:40

スタート 11:50

ゼッケン name namef area チーム名

1 小林　裕 コバヤシ　ユタカ 埼玉県 ボルゾイサイクリングチーム

2 井上　佳紀 イノウエ　ヨシキ 東京都 Y's Road

3 Lewis　Paul ルイス　ポール 東京都

4 小林　正樹 コバヤシ マサキ 東京都 RinRinRacing

5 宮本　築 ミヤモト　キズク 東京都

6 田邊　秀一 タナベ　シュウイチ 千葉県 セマスレーシングwithCITCC

7 中　瑞希 ナカ　ミヅキ 東京都 Rapha Cycling Club

8 安卓　将貴 アタカ　マサタカ 千葉県 湾岸サイクリング・ユナイテッド

9 佐藤　忠則 サトウ　タダノリ 千葉県 湾岸サイクリング・ユナイテッド

10 土屋　幸生 ツチヤ　ユキオ 千葉県 湾岸サイクリング・ユナイテッド

11 鵜澤　慶徳 ウザワ　ヨシノリ 千葉県 湾岸サイクリング・ユナイテッド

第3回フクダ電子アリーナクリテリウム

エキスパート／10周※ローリングスタート


