
                 3/26 灘崎春 公式掲示（コミュニケ） 

１ コース図 

     

 
 

２ ゼッケン取付位置 

乗車姿勢で、右側からナンバーが読み取れること 
 

 

 

 

 

 

３ 計測チップ取付け位置 （未就学 A は除く） 

  フロントフォーク左右どちらでも良いが、スピードメーターマグネット

がある場合は干渉しないこと（逆側の取付ける） 

４ 変更 

ハンドサイクルクラスを新設 

 バラエティー、ウーマン、シニア、ビギナーは同時出走 → ビギナークラスは単独で出走 

 オープンクラスは、準決勝、決勝を 4 組（A～D）→ ３組（A～C）とする。 

  C 決勝の周回は 15 周 → 20 周とする。 

 
５ 装備について 

試走、ならびにレース時は計測チップを取り付け、ヘルメット、グローブを着用すること。 

  レース時はゼッケンの向きを間違えないように取付け、ゼッケンシートの加工無きこと。 

 

６ 車両について 

  クリテリウムはバラエティ、ハンドサイクルクラス以外はロードレーサーのみ。E バイクは不可。 

  ＊詳細はホームページからレギュレーションを確認ください。 

https://okayama-cycle.com/events/nadasaki_haru.html 
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スタートリストは公式掲示(コミュニケ)の後ろに掲載しています。
必ず公式掲示を読んでからご確認下さい。



７ フラッグについて 

  ＊詳細はホームページからレギュレーションを確認ください。 

  https://okayama-cycle.com/flag.html 

オープン予選終了時は、各コーナーイエローフラッグを掲示します。 

。 

８ 白線について 

  コース右端に白線を引いています。 

ガードレールへの接触防止のため、白線外（右側）の走行を禁止します。 

 

９ コロナ対応について 

  新型コロナ陽性、もしくは疑いのある方、濃厚接触者にあたる方は参加をご遠慮ください。 

  マスクの着用は個人の判断に委ねます。 

  入門時の健康チェックシート回収は行いません。 

   

１０ 駐車場 

駐車場は、キッズレースは会場外駐車場へ、クリテリウムは会場内駐車場へ誘導します。 

  （キッズレース参加者でも、クリテリウム開始時間９：３０以降残る場合、会場内駐車可） 

 

１１ 救急病院 

  岡山労災病院    086 262 0131 岡山市南区築港緑町１－１０－２５ 

岡山市立せのお病院    086 282 1211 岡山市南区妹尾８５０番地 

玉野市民病院    086 331 2101 玉野市宇野２－３－１ 

万が一、レースで負傷し、救急で搬送される場合があります。 

その際は付添人が必要となりますので、家族や選手間で調整をしておいてください。 

 

１２ タイムスケジュール詳細 

 次項↓ 
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9:20

オ-プン （予選）１グループ

1 武西　憲進 : ﾀｹﾆｼ ｹﾝｼﾝ エキップｕレーシングオ-プン

2 豊島　伸介 : ﾄﾖｼﾏ　ﾉﾌﾞﾕｷオ-プン

3 石川　智樹 : ｲｼｶﾜ　ﾄﾓｷ OCU.オ-プン

4 石川　樹 : ｲｼｶﾜ　ｲﾂｷ スーパー野生児オ-プン

5 平田　優貴 : ﾋﾗﾀ　ﾕｳｷ 愛媛県自転車競技連盟ジュニアクラブオ-プン

6 山根　弘嗣 : ﾔﾏﾈ　ﾋﾛﾂｸﾞオ-プン

7 後藤田　和孝 : ｺﾞﾄﾞｳﾀﾞ　ｶｽﾞﾀｶ 愛媛県自転車連盟ジュニアクラブオ-プン

8 橋本　凌典 : ﾊｼﾓﾄ　ﾘｮｳｽｹ エキップuレーシングオ-プン

9 荒木　和久 : ｱﾗｷ ｶｽﾞﾋｻ マンダレーシングオ-プン

10 田中　道永 : ﾀﾅｶ ﾐﾁｴｲ チーム西大寺オ-プン

11 高本　凌雅 : ﾀｶﾓﾄ　ﾘｮｳｶﾞ SCRオ-プン

12 井上　和真 : ｲﾉｳｴ　ｶｽﾞﾏオ-プン

13 松田　和凡 : ﾏﾂﾀﾞ　ｶｽﾞﾋﾛオ-プン

14 松田　奏太朗 : ﾏﾂﾀﾞ　ｿｳﾀﾛｳオ-プン

15 村瀬　琶音 : ﾑﾗｾ　ﾊｵﾄ チーム グランプッチオ-プン

16 藏田　瑶 : ｸﾗﾀ　ﾖｳ グットスピードオ-プン

17 藤尾　弘 : ﾌｼ゛ｵ ﾋﾛｼオ-プン

18 戸田　裕之 : ﾄﾀﾞ　ﾔｽﾕｷオ-プン

19 遠藤　慎次 : ｴﾝﾄﾞｳ　ｼﾝｼﾞオ-プン

20 増成　涼 : ﾏｽﾅﾘ　ﾘｮｳ Pantasticオ-プン

21 松原　崇 : ﾏﾂﾊﾞﾗ　ﾀｶｼオ-プン

22 香月　伸洋 : ｶﾂｷ　ﾉﾌﾞﾋﾛ Pursuing speedオ-プン

23 杉本　周 : ｽｷﾞﾓﾄ　ｼｭｳ uncontrol@ポッチャリ倶楽部オ-プン

24 吉田　達史 : ﾖｼﾀﾞ　ﾀﾂｼオ-プン

25 木村　祐也 : ｷﾑﾗ　ﾕｳﾔオ-プン

26 村上　敏憲 : ﾑﾗｶﾐ　ﾄｼﾉﾘオ-プン

27 水田　圭祐 : ﾐｽﾞﾀ　ｹｲｽｹ 高松市サイクルスポーツ中年団オ-プン

28 久本　和輝 : ﾋｻﾓﾄ　ｶｽﾞｷオ-プン

オ-プン （予選）２グループ

29 井上　貴司 : ｲﾉｳｴ　ﾀｶｼ S.STARS㌍オ-プン

30 香西　庸寿 : ｺｳｻﾞｲ ﾔｽﾋｻ 桜町2丁目with東山崎町オ-プン

31 池田　雅展 : ｲｹﾀﾞ　ﾏｻﾉﾌﾞ エキップティランオ-プン

32 吉田　誠 : ﾖｼﾀﾞ　ﾏｺﾄ Dandy Lionオ-プン

33 西岡　靖記 : ﾆｼｵｶ ﾔｽｷ Team Kermis Crossオ-プン

34 福江　昌重 : ﾌｸｴ　ﾏｻｼｹﾞ カヤマレーシングオ-プン

35 白川　真人 : ｼﾗｶﾜ　ﾏｻﾄオ-プン

36 松村　有倫 : ﾏﾂﾑﾗ　ﾄﾓﾐﾁオ-プン

37 玉木　睦大 : ﾀﾏｷ　ﾄﾓﾋﾛ pursuing speedオ-プン

38 中河　哲郎 : ﾅｶｶﾞﾜ　ﾃﾂﾛｳオ-プン

39 安戸　豊 : ｱﾝﾄﾞ　ﾕﾀｶ Funny Rideオ-プン

40 清原　綾悟 : ｷﾖﾊﾗ　ﾘｮｳｺﾞ 弓削商船高専オ-プン

41 内藤　悠希 : ﾅｲﾄｳ　ﾊﾙｷオ-プン

42 吉本　俊平 : ﾖｼﾓﾄ　ｼｭﾝﾍﾟｲオ-プン

43 山下　裕誠 : ﾔﾏｼﾀ　ﾕｳｾｲ セルカリオレーシングオ-プン

44 井上　大地 : ｲﾉｳｴ　ﾀﾞｲﾁ 興陽高校オ-プン

45 長谷川　敏二 : ﾊｾｶﾞﾜ　ﾄｼｼﾞ チーム グランプッチオ-プン

46 尾崎　光正 : ｵｻﾞｷ　ﾐﾂﾏｻ チーム岡山オ-プン

47 宰田　敬一 : ｻｲﾀﾞ ｹｲｲﾁ 組合オ-プン

48 渡邉　哲彦 : ﾜﾀﾅﾍﾞ　ﾃﾂﾋｺ KYB-worksオ-プン

49 藤澤　佑成 : ﾌｼﾞｻﾜ　ﾕｳｾｲ 興陽高等学校オ-プン

50 綿本　誠 : ﾜﾀﾓﾄ　ﾏｺﾄオ-プン

51 綿本　隼人 : ﾜﾀﾓﾄ　ﾊﾔﾄ 近畿大学オ-プン

52 頓宮　康生 : ﾄﾝｸﾞｳ　ｺｳｾｲ 近畿大学オ-プン

53 長嶺　賢志 : ﾅｶﾞﾐﾈ　ﾀｶｼ 岡山大学自転車競技部オ-プン

54 堀　英雄 : ﾎﾘ　ﾋﾃﾞｵ サイファ アスリートクラブオ-プン

55 新見　功 : ﾆｲﾐ　ｲｻｵ 日本ろう自転車競技協会オ-プン

56 米田　大祐 : ﾖﾈﾀﾞ　ﾀﾞｲｽｹ セルカリオレーシングオ-プン

オ-プン （予選）３グループ

57 山下　和也 : ﾔﾏｼﾀ　ｶｽﾞﾔ セルカリオレーシングオ-プン

58 辻川　圭 : ﾂｼﾞｶﾜ ｹｲ サイファアスリートクラブオ-プン

59 宝谷　佳昭 : ﾎｳﾀﾆ　ﾖｼｱｷ セルカリオレーシングオ-プン

60 竹中　宏司 : ﾀｹﾅｶ　ﾋﾛｼ Lontano宝塚オ-プン

61 浅田　太一 : ｱｻﾀﾞ　ﾀｲﾁ r3racingオ-プン

62 二宮　竜也 : ﾆﾉﾐﾔ　ﾀﾂﾔオ-プン

63 緒方　拓也 : ｵｶﾞﾀ　ﾀｸﾔ いちけー自転車部オ-プン

64 湯浅　修 : ﾕｱｻ　ｵｻﾑ ZOMA-FUKUYAMAオ-プン
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65 太田　京 : ｵｵﾀ　ｷｮｳオ-プン

66 藤岡　利一 : ﾌｼﾞｵｶ　ﾘｲﾁオ-プン

67 臼倉　一宏 : ｳｽｸﾗ　ｶｽﾞﾋﾛオ-プン

68 羽山　綜一 : ﾊﾔﾏ　ｿｳｲﾁ 興陽高校オ-プン

69 瀬尾　明繁 : ｾｵ　ｱｷｼｹﾞ サイファアスリートクラブ岡山オ-プン

70 大森　輝人 : ｵｵﾓﾘ　ﾃﾙﾄ 興陽オ-プン

71 岡本　真樹 : ｵｶﾓﾄ　ﾏｻｷオ-プン

72 水口　琉 : ﾐﾅｸﾁ　ﾘｭｳ 愛媛県自転車競技連盟ジュニアクラブオ-プン

73 杭田　翔太 : ｸｴﾀﾞ　ｼｮｳﾀ code 33オ-プン

74 鳥越　紳太郎 : ﾄﾘｺﾞｴ　ｼﾝﾀﾛｳオ-プン

75 村上　元規 : ﾑﾗｶﾐ　ﾓﾄｷ TC3オ-プン

76 西嶋　孝典 : ﾆｼｼﾞﾏ ﾀｶﾉﾘオ-プン

77 中野　遙人 : ﾅｶﾉ　ﾊﾙﾋﾄオ-プン

78 日名　健人 : ﾋﾅ　ｹﾝﾄオ-プン

79 福島　寛史 : ﾌｸｼﾏ ﾋﾛｼ code 33オ-プン

80 赤澤　和徳 : ｱｶｻﾞﾜ ｶｽﾞﾉﾘ チーム・グランプッチオ-プン

81 橋本　章 : ﾊｼﾓﾄ　ｱｷﾗオ-プン

82 洲脇　正実 : ｽﾜｷ ﾏｻﾐオ-プン

83 河村　颯馬 : ｶﾜﾑﾗ　ｿｳﾏ 宮島工業オ-プン

84 丸山　勝宏 : ﾏﾙﾔﾏ ｶﾂﾋﾛ Gruppettoオ-プン

85 川本　卓哉 : ｶﾜﾓﾄ　ﾀｸﾔ CCOオ-プン

86 佐々木　隆介 : ｻｻｷ　ﾘｭｳｽｹ opケイデンスオ-プン
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未就学Ｂ 8:10

181 石井　花奈 : ｲｼｲ　ｶﾅ未就学

182 中田　蒼士 : ﾅｶﾀﾞ　ｿｳｼ未就学

183 羽原　千瀬 : ﾊﾊﾞﾗ　ﾁｾ未就学

184 森本　結友 : ﾓﾘﾓﾄ ﾕｳ未就学

185 吉田　橙夏 : ﾖｼﾀﾞ　ﾄｳｶ未就学

186 井上　陽翔 : ｲﾉｳｴ　ﾊﾙﾄ未就学

187 吉田　誠也 : ﾖｼﾀﾞ　ｾｲﾔ Dandy Lion未就学

188 石井　寿弥 : ｲｼｲ ﾄｼﾔ未就学

189 岡野　煌大 : ｵｶﾉ　ｺｳﾀﾞｲ 児島AC未就学

小学生Ａ 8:20

201 船岡　浬 : ﾌﾅｵｶ　ｶｲﾘ 広島サイクルクラブ小学1年

202 吉田　夏渚 : ﾖｼﾀﾞ　ﾅﾅ小学1年

203 青山　さつき : ｱｵﾔﾏ　ｻﾂｷ小学1年

204 中田　煌士 : ﾅｶﾀﾞ　ｺｳｼ小学2年

205 吉田　安那 : ﾖｼﾀﾞ　ｱﾝﾅ小学2年

小学生Ｂ 8:30

211 繁　心結 : ｼｹﾞ　ﾐﾕ小学3年

212 吉本　諒斗 : ﾖｼﾓﾄ　ﾘｮｳﾄ 329アスリートクラブ小学3年

213 笠井　利樹 : ｶｻｲ　ﾄｼｷ 高松市サイクルスポーツ少年団小学3年

214 石井　恵介 : ｲｼｲ　ｹｲｽｹ小学4年

215 橋本　旺典 : ﾊｼﾓﾄ　ｵｳｽｹ 愛媛県自転車競技連盟ジュニアクラブ小学4年

216 船岡　湊 : ﾌﾅｵｶ　ﾐﾅﾄ 広島サイクルクラブ小学4年

217 安藤　愛翔 : ｱﾝﾄﾞｳ　ﾏﾅﾄ 山口県ジュニアサイクルスポーツクラブ小学4年

218 宮崎　泰 : ﾐﾔｻﾞｷ　ﾕﾀｶ小学4年

小学生Ｃ 8:40

221 柴田　太治 : ｼﾊﾞﾀ　ﾀｲｼﾞ 高松市サイクルスポーツ少年団小学5年

222 俣野　晃佑 : ﾏﾀﾉ　ｺｳｽｹ小学5年

223 合田　蓮 : ｺﾞｳﾀﾞ　ﾚﾝ 高松サイクルスポーツ少年団小学5年

224 鮫島　伶碧 : ｻﾒｼﾏ　ﾚｵ シエルブルー エスポワール小学6年

225 葉色　慧飛 : ﾊｲﾛ　ｹｲﾄ Bluerhino小学6年

226 荒内　志友 : ｱﾗｳﾁ　ｼｭｳ小学6年

227 安藤　優真 : ｱﾝﾄﾞｳ　ﾕｳﾏ 山口県ジュニアサイクルスポーツクラブ小学6年

228 岡　佑二郎 : ｵｶ　ﾕｳｼﾞﾛｳ小学6年

229 宮崎　蓮也 : ﾐﾔｻﾞｷ　ﾚﾝﾔ小学6年

230 三宅　大地 : ﾐﾔｹ　ﾀﾞｲﾁ小学6年

231 渡邉　圭祐 : ﾜﾀﾅﾍﾞ　ｹｲｽｹ小学6年

232 林田　悠 : ﾊﾔｼﾀﾞ　ﾕﾀｶ小学6年

233 森本　快成 : ﾓﾘﾓﾄ　ｶｲｾｲ小学6年
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ビギナ- 13:10

111 河井　智紀 : ｶﾜｲ　ﾄﾓﾉﾘ

112 松本　知也 : ﾏﾂﾓﾄ ﾄﾓﾔ まいくろらいだぁす！

113 松本　大悟 : ﾏﾂﾓﾄ　ﾀﾞｲｺﾞ まいくろらいだぁす！

114 神崎　太陽 : ｶﾝｻﾞｷ　ﾀｲﾖｳ

115 村瀬　吉広 : ﾑﾗｾ　ﾖｼﾋﾛ

116 谷岡　泰宏 : ﾀﾆｵｶ　ﾔｽﾋﾛ

117 佐野　瑞樹 : ｻﾉ　ﾐｽﾞｷ SCR

118 寺岡　順平 : ﾃﾗｵｶ　ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ

119 酒井　智也 : ｻｶｲ　ﾄﾓﾔ

120 服部　雄司 : ﾊｯﾄﾘ ﾕｳｼﾞ はっちゃんず

121 服部　恵大 : ﾊｯﾄﾘ　ｹｲﾀﾞｲ はっちゃんず

122 大捕　隼斗 : ｵｵﾄﾘ　ﾊﾔﾄ 高松サイクルスポーツ少年団

123 門松　康浩 : ｶﾄﾞﾏﾂ ﾔｽﾋﾛ

124 松本　淳 : ﾏﾂﾓﾄ　ｼﾞｭﾝ

125 柏原　向陽 : ｶｼﾊﾗ　ｺｳﾖｳ スーパー野生児

126 山形　昌之 : ﾔﾏｶﾞﾀ　ﾏｻﾕｷ

127 吹田　武彦 : ﾌｷﾀ　ﾀｹﾋｺ

128 守屋　新樹 : ﾓﾘﾔ　ｼﾝｼﾞｭ

ハンドサイクル 12:40

151 末吉　政已 : ｽｴﾖｼ　ﾏｻﾐ Japan Handbike Club

152 西原　健一 : ｻｲﾊﾞﾗ　ｹﾝｲﾁ 土佐車いすサービス

153 野田　昭和 : ﾉﾀﾞ　ｱｷｶｽﾞ

154 海野　剛 : ｳﾝﾉ　ﾀｹｼ

155 山木　平良 : ﾔﾏｷ　ﾀｲﾗ

156 松本　亘 : ﾏﾂﾓﾄ　ﾜﾀﾙ

157 田中　祥隆 : ﾀﾅｶ　ﾖｼﾀｶ 株式会社アイ工務店

158 廣道　純 : ﾋﾛﾐﾁ ｼﾞｭﾝ EY Japan

159 高井　敏郎 : ﾀｶｲ　ﾄｼﾛｳ KOBE PROKE

160 友岡　昭二 : ﾄﾓｵｶ　ｼｮｳｼﾞ 金鯱レーシングクラブ

161 奥村　直彦 : ｵｸﾑﾗ ﾅｵﾋｺ 風輪道

162 島田　一彦 : ｼﾏﾀﾞ　ｶｽﾞﾋｺ
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バラエティー・ウーマン・シニア 12:10

101 荒木　萌々巴 : ｱﾗｷ ﾓﾓﾊウ-マン

102 則武　れい : ﾉﾘﾀｹ　ﾚｲ 興陽高校ウ-マン

131 赤澤　聡彦 : ｱｶｻﾞﾜ ﾄｼﾋｺ 水虫ペダルバラエティ-

132 岡本　周治 : ｵｶﾓﾄ　ｼｭｳｼﾞ デラロサバラエティ-

133 島津　和也 : ｼﾏﾂﾞ ｶｽﾞﾔ 丑屋RACINGバラエティ-

135 平井　初 : ﾋﾗｲ　ﾊｼﾞﾒ 龍桜館 高松バラエティ-

141 中田　宰 : ﾅｶﾀﾞ　ﾂｶｻシニア

yoichiro
灘崎クリテリウム＆キッズレース・春　　スタートリスト　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5/5


