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霊峰木曽おんたけバイシクル・ツール・フェスタ2021 DAY1+DAY2 

2021 JICF 全日本学生ロードレース・カップ・シリーズ第3戦+第4戦 

霊峰木曽おんたけロードタイムトライアル +ヒルクライム  
 

 

コミュニケ6− 2021.10.28. 

 大会総務   古田 雅拓 

１． スタートリスト 

ID チーム名 名前(漢字) カテゴリ 出走時刻 

131 菅平中学校 櫻井 光樹 キッズ 13:00:00 

インターバル(選手が折り返しを完了するまで待つ) 

     

ID チーム名 名前(漢字) カテゴリ 出走時刻 

1 イナーメ信濃山形 岩佐 信吾 男子クラス１ 13:10:00 

2 日本大学 北宅 柊麻 男子クラス１ 13:11:00 

3 日本体育大学 鴨下 拓弥 男子クラス１ 13:12:00 

4 鹿屋体育大学 伊澤 将也 男子クラス１ 13:13:00 

5 八戸学院大学 寺澤 アンドリュウ 男子クラス１ 13:14:00 

6 日本大学 岡本 勝哉 男子クラス１ 13:15:00 

7 立教大学 中島 渉 男子クラス１ 13:16:00 

8  橋本 友哉 男子クラス１ 13:17:00 

9 F(t)麒麟山 Racing 本田 竜介 男子クラス１ 13:18:00 

10 日本大学 中野 楚樂 男子クラス１ 13:19:00 

インターバル 

ID チーム名 名前(漢字) カテゴリ 出走時刻 

11 日本大学 北嶋 桂大 男子クラス２ 13:20:00 

12 作新学院大学 沢野 大地 男子クラス２ 13:20:30 

13 チャクボタレーシング 河野 仁 男子クラス２ 13:21:00 

14 金沢大学 直江 邦彦 男子クラス２ 13:21:30 

15 山梨学院大学 若月 隆真 男子クラス２ 13:22:00 

16 日本大学 邊見 竜馬 男子クラス２ 13:22:30 

17 作新学院大学 笹川 悠汰 男子クラス２ 13:23:00 

18 東京工業大学 加藤 遼 男子クラス２ 13:23:30 

19 法政大学 逸崎 瑞喜 男子クラス２ 13:24:00 

20 日本大学 甲斐 隼人 男子クラス２ 13:24:30 

21 作新学院大学 松本 輝 男子クラス２ 13:25:00 

22 大阪大学 大日方 将人 男子クラス２ 13:25:30 

23 法政大学 大山 航平 男子クラス２ 13:26:00 
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24 日本大学 樽見 潤平太 男子クラス２ 13:26:30 

25 作新学院大学 渡辺 拓海 男子クラス２ 13:27:00 

26 大阪大学 中﨑 晴仁 男子クラス２ 13:27:30 

27 法政大学 風間 晴喜 男子クラス２ 13:28:00 

28 日本大学 古山 覚理 男子クラス２ 13:28:30 

29 作新学院大学 髙田 楓雅 男子クラス２ 13:29:00 

30 慶應義塾大学 吉田    直 男子クラス２ 13:29:30 

31 東京大学 篠﨑 蒼平 男子クラス２ 13:30:00 

32 明星大学 齋藤 一輝 男子クラス２ 13:30:30 

33 日本大学 吉川 敬介 男子クラス２ 13:31:00 

34 作新学院大学 石田 悠真 男子クラス２ 13:31:30 

35 立命館大学 長谷川 晃希 男子クラス２ 13:32:00 

36 龍谷大学 山本 拓海 男子クラス２ 13:32:30 

37 関西大学 藤田  黎明 男子クラス２ 13:33:00 

38 日本大学 白川 隆太 男子クラス２ 13:33:30 

インターバル 

ID チーム名 名前(漢字) カテゴリ 出走時刻 

50 大東文化大学 小松 雅佳 男子クラス３ 13:45:00 

51 愛知大学 稲田  雄星 男子クラス３ 13:45:30 

52 東京大学 長坂  和輝 男子クラス３ 13:46:00 

53 
明星大学 

杉江田 健人 ガブリ

エル 
男子クラス３ 13:46:30 

54 新潟食料農業大学 空木 拓海 男子クラス３ 13:47:00 

55 南山大学 奥山 和紀 男子クラス３ 13:47:30 

56 龍谷大学 細見 康祥 男子クラス３ 13:48:00 

57 大東文化大学 萩原 一輝 男子クラス３ 13:48:30 

58 愛知大学 浅井晃太郎 男子クラス３ 13:49:00 

59 大阪産業大学 原田 翔真 男子クラス３ 13:49:30 

60  西村 朝陽 男子クラス３ 13:50:00 

61 慶應義塾大学 清水 拓海 男子クラス３ 13:50:30 

62 作新学院大学 安江 永遠 男子クラス３ 13:51:00 

63 日本大学 北林 大地 男子クラス３ 13:51:30 

64 明星大学 反保 亮太 男子クラス３ 13:52:00 

65 立教大学 宮田 陵平 男子クラス３ 13:52:30 
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66 京都大学 能登 滉太 男子クラス３ 13:53:00 

67 関西大学 至田 恵人  男子クラス３ 13:53:30 

68 大阪大学 西崎 凌平 男子クラス３ 13:54:00 

69 慶應義塾大学 小林  大悟 男子クラス３ 13:54:30 

70 作新学院大学 西田 圭 男子クラス３ 13:55:00 

インターバル 

ID チーム名 名前(漢字) カテゴリ 出走時刻 

71 日本大学 高橋 まりお 男子クラス３ 14:05:00 

72 明星大学 丹波 星那 男子クラス３ 14:05:30 

73 立教大学 鹿島 楓太 男子クラス３ 14:06:00 

74 京都大学 岡本 連太郎 男子クラス３ 14:06:30 

75 関西大学 森山 大吾 男子クラス３ 14:07:00 

76 大阪大学 篠崎 裕希 男子クラス３ 14:07:30 

77 慶應義塾大学 中野 裕友 男子クラス３ 14:08:00 

78 作新学院大学 小関 創斗 男子クラス３ 14:08:30 

79 法政大学 増山 輝咲 男子クラス３ 14:09:00 

80 立教大学 服部 侑祐 男子クラス３ 14:09:30 

81 日本大学 向川 颯太 男子クラス３ 14:10:00 

82 京都大学 Jorge Mauricio 男子クラス３ 14:10:30 

83 関西大学 寺田 駿太 男子クラス３ 14:11:00 

84 慶應義塾大学 六川 毅 男子クラス３ 14:11:30 

85 日本体育大学 福田 晃司 男子クラス３ 14:12:00 

86 中京大学 岸本 宙斗 男子クラス３ 14:12:30 

87 立命館大学 川内野 巧実 男子クラス３ 14:13:00 

88 関西学院大学 高橋 耀 男子クラス３ 14:13:30 

89 京都大学 中村 健人 男子クラス３ 14:14:00 

90 慶應義塾大学 谷口 慧 男子クラス３ 14:14:30 

     

HC のみ参加者 

ID チーム名 名前(漢字) カテゴリ  

40 駒澤大学 佐藤 寛朗 男子クラス２ 
 

41 大東文化大学 深瀬 僚斗 男子クラス２ 
 

42 一橋大学 堀 良寛 男子クラス２ 
 

43 明星大学 仙洞田 雄大 男子クラス２ 
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44 日本体育大学 比嘉 祐貴 男子クラス２ 
 

45 信州大学 井上  凌 男子クラス２ 
 

46 大阪産業大学 梶塚 力斗 男子クラス２ 
 

47 関西大学 平井  杏周 男子クラス２ 
 

     

91 北海道大学 田代 脩 男子クラス３ 
 

92 北海道大学 伊藤 想大 男子クラス３ 
 

93 東北学院大学 田村 和弥 男子クラス３ 
 

94 学習院大学 松田 侑大 男子クラス３ 
 

95 学習院大学 佐藤 哲平 男子クラス３ 
 

96 駒澤大学 中嶋 力斗 男子クラス３ 
 

97 東京大学 小島 誠太 男子クラス３ 
 

98 東京工業大学 山本 大地 男子クラス３ 
 

99 東京工業大学 工藤 郁 男子クラス３ 
 

100 一橋大学 和田 啓吾 男子クラス３ 
 

101 明星大学 戸田 旺希 男子クラス３ 
 

102 明星大学 渡邊 悠晴 男子クラス３ 
 

103 信州大学 LI RUIZI 男子クラス３ 
 

104 信州大学 滝沢 佳大 男子クラス３ 
 

105 同志社大学 小林 佑一朗 男子クラス３ 
 

106 立命館大学 山本 丈留 男子クラス３ 
 

107 龍谷大学 上尾  光平 男子クラス３ 
 

108 大阪工業大学 畠中    仁 男子クラス３ 
 

109 大阪工業大学 岩田 祥眞 男子クラス３ 
 

110 大阪産業大学 吉田 壮良 男子クラス３ 
 

     

121 三重高校 浅野 壱輝 男子ジュニア 
 

123 栄北高校 茂呂 佳名人 男子ジュニア 
 

     

132 ProRide 山田 愛太 キッズ 
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