
【クラスタ：E1　レースレーティング：Bh 】 52名 2015.07.21

No. 選手ID 選手名 ｶﾅ 地域 ﾁｰﾑ名
301 9900092 後藤 輝朗 ｺﾞﾄｳ ﾃﾙｱｷ 千葉県 AQULS内房レーシング

302 0900512 山野内 徹 ﾔﾏﾉｳﾁ ﾄｵﾙ 神奈川 atelierFLEUVE Racing

303 1200456 大平 泰裕 ｵｵﾋﾗ ﾔｽﾋﾛ 埼玉県 イナーメ信濃山形-EFT

304 9702487 江下 健太郎 ｴｼﾀ ｹﾝﾀﾛｳ 福岡県 EsperanceStage我逢人・山口

305 1000909 阿部 耕一 ｱﾍﾞ ｺｳｲﾁ 栃木県 OYAMA STARPLEX

306 1100420 小山 雄司 ｺﾔﾏ ﾕｳｼﾞ 長野県 快レーシング

307 0900227 鮎澤 誠治 ｱｲｻﾞﾜ ｾｲｼﾞ 長野県 快レーシング

308 9700734 井上 登士哉 ｲﾉｳｴ ﾄｼﾔ 愛媛県 クラブシルベスト

309 0600048 奥野 浩和 ｵｸﾉ ﾋﾛｶｽﾞ 大阪府 クラブシルベスト

310 0800118 岸本 侑大 ｷｼﾓﾄ ﾕｷﾋﾛ 茨城県 GROWING Racing Team

311 9900113 高橋 利明 ﾀｶﾊｼ ﾄｼｱｷ 茨城県 GROWING Racing Team

312 9700394 齋藤 道明 ｻｲﾄｳ ﾐﾁｱｷ 福島県 郡山サイクルフレンズ

313 1300497 岩野 秀造 ｲﾜﾉ ｼｭｳｿﾞｳ 福島県 郡山サイクルフレンズ

314 0600002 岩波 信二 ｲﾜﾅﾐ ｼﾝｼﾞ 山梨県 ＣＯＲＳＡ ＹＡＭＡＮＡＳＨＩ

315 1101679 佐野 千尋 ｻﾉ ﾁﾋﾛ 北海道 サイクルフリーダムレーシング

316 1300024 佐藤 秀和 ｻﾄｳ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 埼玉県 サイクルフリーダムレーシング

317 1300237 岩佐 昭一 ｲﾜｻ ｼｮｳｲﾁ 千葉県 サイクルフリーダムレーシング

318 1200352 清野 淳 ｾｲﾉ ｱﾂｼ 栃木県 ＳＵＢＡＲＵ ＲＴ

319 9800604 渥美 守弘 ｱﾂﾐ ﾓﾘﾋﾛ 静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

320 1301588 大杉 直敬 ｵｵｽｷﾞ ﾅｵﾀｶ 静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

321 1300075 佐川 祐太 ｻｶﾞﾜ ﾕｳﾀ 埼玉県 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ

322 1001609 岩波 宏尚 ｲﾜﾅﾐ ﾋﾛﾀｶ 東京都 竹芝サイクルレーシング

323 1001939 越澤 友一 ｺｼｻﾞﾜ ﾕｳｲﾁ 東京都 竹芝サイクルレーシング

324 0900463 中西 昭夫 ﾅｶﾆｼ ｱｷｵ 東京都 竹芝サイクルレーシング

325 1000163 石澤 賢 ｲｼｻﾞﾜ ｹﾝ 神奈川 竹芝サイクルレーシング

326 1200942 遠藤 庫央 ｴﾝﾄﾞｳ ｺｵｳ 東京都 竹芝サイクルレーシング

327 1100607 原 純一 ﾊﾗ ｼﾞｭﾝｲﾁ 東京都 竹芝サイクルレーシング

328 0900467 南島 康一 ﾐﾅﾐｼﾞﾏ ｺｳｲﾁ 東京都 竹芝サイクルレーシング

329 0501543 上村 立一 ｳｴﾑﾗ ﾘｭｳｲﾁ 埼玉県 チバポンズ

330 0500689 伊藤 敦弘 ｲﾄｳ ｱﾂﾋﾛ 宮城県 チバポンズ

331 0800223 米内 蒼馬 ﾖﾅｲ ｿｳﾏ 東京都 TOKYO VENTOS

332 1200842 平野 真一 ﾋﾗﾉ ｼﾝｲﾁ 和歌山 TOKYO VENTOS

333 0901322 竜田 健太郎 ﾀﾂﾀ ｹﾝﾀﾛｳ 埼玉県 なるしまフレンド

334 JBVAX03 奈良 祥吾 ﾅﾗ ｼｮｳｺﾞ 埼玉県 VAX RACING

335 0301143 安岡 勇 ﾔｽｵｶ ｲｻﾑ 東京都 Piacere YAMA Racing

336 1200954 櫻井 亨軌 ｻｸﾗｲ ﾅｵｷ 東京都 日野自動車レーシングチーム

337 1201351 簑原 大介 ﾐﾉﾊﾗ ﾀｲｽｹ 福岡県 VC Fukuoka 

338 1201348 江川 哲治 ｴｶﾞﾜ ﾃﾂｼﾞ 福岡県 VC Fukuoka 

339 1100969 黒澤 虎南 ｸﾛｻﾜ ｺﾅﾝ 福岡県 VC Fukuoka 

340 1001726 向田 潤一 ﾑｶﾀﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ 栃木県 ブラウ・ブリッツェン

341 1100350 加納 篤 ｶﾉｳ ｱﾂｼ 栃木県 ブラウ・ブリッツェン

342 1400184 大塚 啓示 ｵｵﾂｶ ｹｲｼﾞ 栃木県 Honda 栃木 JET

343 0100175 大橋 穂高 ｵｵﾊｼ ﾎﾀｶ 愛知県 ユーロード レーシング
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344 0400076 中井 光博 ﾅｶｲ ﾐﾂﾋﾛ 岐阜県 ラヴニールあづみの

345 0800429 菅根 利明 ｽｶﾞﾈ ﾄｼｱｷ 群馬県 ラヴニールあづみの

346 9700503 小口 英之 ｺｸﾞﾁ ﾋﾃﾞﾕｷ 栃木県 ﾘﾍﾞﾙﾀｽTOCHIGI BICYCLE CLUB

347 0600130 河合 玄太 ｶﾜｲ ｹﾞﾝﾀ 栃木県 ﾘﾍﾞﾙﾀｽTOCHIGI BICYCLE CLUB

348 1201905 渡邊 友一 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓｶｽﾞ 神奈川 LinkTOHOKU

349 1201601 鈴木 克明 ｽｽﾞｷ ｶﾂｱｷ 埼玉県 Ｙ’ｓ Ｒｏａｄ

350 0800224 川原 建太郎 ｶﾜﾊﾗ ｹﾝﾀﾛｳ 東京都 Ｙ’ｓ Ｒｏａｄ

351 1200130 小林 貴大 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶﾋﾛ 千葉県 AQULS内房レーシング

352 1402358 吉田 勝雅 ﾖｼﾀﾞ ｶﾂﾏｻ 埼玉県 ALTOPIANO
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【クラスタ：E2　レースレーティング：Ch 】 60名 2015.07.21

No. 選手ID 選手名 ｶﾅ 地域 ﾁｰﾑ名

402 1000599 大島 達也 ｵｵｼﾏ ﾀﾂﾔ 東京都 atelierFLEUVE Racing

403 0700083 大竹 剛 ｵｵﾀｹ ﾂﾖｼ 東京都 atelierFLEUVE Racing

405 0301731 金田 一 ｶﾈﾀﾞ ﾊｼﾞﾒ 茨城県 OYAMA STARPLEX

406 1200344 海老沼 武志 ｴﾋﾞﾇﾏ ﾀｹｼ 栃木県 OYAMA STARPLEX

407 1400072 大倉 重良 ｵｵｸﾗ ｼｹﾞｶｽﾞ 大阪府 クラブシルベスト

408 JBGCT01 今井 恭平 ｲﾏｲ ｷｮｳﾍｲ 長野県 グランペールサイクリングチーム

409 1000225 佐藤 慎也 ｻﾄｳ ｼﾝﾔ 福島県 郡山サイクルフレンズ

410 0801730 服部 森彦 ﾊｯﾄﾘ ﾓﾘﾋｺ 山梨県 ＣＯＲＳＡ ＹＡＭＡＮＡＳＨＩ

411 1100211 鬼塚 志洋 ｵﾆﾂﾞｶ ｼﾖｳ 埼玉県 サイクルフリーダムレーシング

412 1300232 醍醐 貴徳 ﾀﾞｲｺﾞ ﾀｶﾉﾘ 千葉県 サイクルフリーダムレーシング

413 1000362 村井 忠 ﾑﾗｲ ﾏｺﾄ 奈良県 ZAS　Racing

414 JBSHA02 島崎 一也 ｼﾏｻﾞｷ ｶｽﾞﾔ 埼玉県 シャークアイランド

415 0800172 土屋 尚友 ﾂﾁﾔ ﾋｻﾄﾓ 埼玉県 SQUADRA CORSE cicli HIDE

416 0400358 鈴木 大忠 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾀﾀﾞ 群馬県 ＳＵＢＡＲＵ ＲＴ

417 1300016 藤井 一厳 ﾌｼﾞｲ ﾉﾌﾞﾋﾛ 静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

418 1300015 藤田 康祐 ﾌｼﾞﾀ ｺｳｽｹ 静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

419 9901846 大倉 健一 ｵｵｸﾗ ｹﾝｲﾁ 東京都 セオレーシング

420 0700459 石川 貴英 ｲｼｶﾜ ﾀｶﾃﾙ 新潟県 ＳＥＫＩＹＡ

421 9700672 濱野 貞義 ﾊﾏﾉ ｻﾀﾞﾖｼ 埼玉県 大福屋

422 0901722 塚野 英俊 ﾂｶﾉ ﾋﾃﾞﾄｼ 埼玉県 大福屋

423 0800358 齋藤 憲幸 ｻｲﾄｳ ﾉﾘﾕｷ 神奈川 竹芝サイクルレーシング

424 1001161 大瀬戸 芳和 ｵｵｾﾄ ﾖｼｶｽﾞ 東京都 竹芝サイクルレーシング

425 1001887 奥森 正浩 ｵｸﾓﾘ ﾏｻﾋﾛ 東京都 竹芝サイクルレーシング

426 1400047 菅谷 修 ｽｶﾞﾔ ｵｻﾑ 東京都 Team Speed

427 0800675 紺野 衛 ｺﾝﾉ ﾏﾓﾙ 北海道 Team ARI

428 0900795 守口 海 ﾓﾘｸﾞﾁ ｶｲ 長野県 チームサイクルマインド

429 1200148 山田 哲彦 ﾔﾏﾀﾞ ｱｷﾋｺ 千葉県 TEAM GIRO 360

430 0501276 伊藤 誠 ｲﾄｳ ﾏｺﾄ 千葉県 チーム・チェブロ

431 1301935 曽我部 悟 ｿｶﾞﾍﾞ ｻﾄﾙ 鳥取県 チーム鳥取

432 0600618 飯沼 誠憲 ｲｲﾇﾏ ﾏｻﾉﾘ 東京都 Ｔｅａｍ ＦＩＴＴＥ

433 1301523 青木 清 ｱｵｷ ｷﾖｼ 群馬県 TRC PANAMAREDS

434 1000278 大野 直樹 ｵｵﾉ ﾅｵｷ 愛知県 DESTRA

435 0000251 佐々木 健 ｻｻｷ ﾀｹｼ 愛知県 天狗党

436 1200488 藤田 真也 ﾌｼﾞﾀ ﾏｻﾔ 神奈川 TOKYO VENTOS

437 1301464 中村 潤 ﾅｶﾑﾗ ｼﾞｭﾝ 広島県 docomo RT

438 1300541 村田 哲寛 ﾑﾗﾀ ﾃﾂﾋﾛ 石川県 トンデモクラブ ＣＳＫＡＧＡ

439 1200524 金子 大介 ｶﾈｺ ﾀﾞｲｽｹ 東京都 なるしまフレンド

440 1200177 内藤 研太郎 ﾅｲﾄｳ ｹﾝﾀﾛｳ 東京都 なるしまフレンド

441 0000116 福田 崇哉 ﾌｸﾀﾞ ﾀｶﾔ 東京都 なるしまフレンド

442 1101770 中村 聡史 ﾅｶﾑﾗ ｻﾄｼ 東京都 なるしまフレンド

443 0200168 風間 慶晴 ｶｻﾞﾏ ﾖｼﾊﾙ 神奈川 HAMMER!!BROS

444 1200182 和田 省吾 ﾜﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ 東京都 Piacere YAMA Racing

445 1101411 伊藤 隼 ｲﾄｳ ｼﾞｭﾝ 東京都 日野自動車レーシングチーム
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446 9800367 吉川 勝 ﾖｼｶﾜ ﾏｻﾙ 茨城県 フィッツ

447 JBBBL01 上野 祐樹 ｳｴﾉ ﾕｳｷ 栃木県 ブラウ・ブリッツェン

448 1300365 小野寺 慶 ｵﾉﾃﾞﾗ ｹｲ 栃木県 ブラウ・ブリッツェン

449 9700666 新沼 光 ﾆｲﾇﾏ ｱｷﾗ 栃木県 ブラウ・ブリッツェン

450 1400265 野宮 一朗 ﾉﾐﾔ ｲﾁﾛｳ 栃木県 ブラウ・ブリッツェン

451 1400273 澤田 光 ｻﾜﾀﾞ ﾋｶﾙ 栃木県 ブラウ・ブリッツェン

452 1400266 川嶋 優歩 ｶﾜｼﾏ ﾕｳﾎ 栃木県 ブラウ・ブリッツェン

453 0501520 遠藤 崇典 ｴﾝﾄﾞｳ ﾀｶﾉﾘ 東京都 MUUR zero Velofutur

454 1001585 大嶋 研太郎 ｵｵｼﾏ ｹﾝﾀﾛｳ 栃木県 ﾘﾍﾞﾙﾀｽTOCHIGI BICYCLE CLUB

455 1100069 居鶴 悠史 ｲﾂﾞﾙ ﾕｳｼﾞ 神奈川 Racing CUBE

456 1101602 若林 貴広 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾀｶﾋﾛ 東京都 Ｙ’ｓ Ｒｏａｄ

457 JBTMY01 大島 浩明 ｵｵｼﾏ ﾋﾛｱｷ 千葉県 Ｙ’ｓ Ｒｏａｄ

458 1200114 杉本 雄太郎 ｽｷﾞﾓﾄ ﾕｳﾀﾛｳ 埼玉県 Ｙ’ｓ Ｒｏａｄ

459 JBART06 大井 翔太郎 ｵｵｲ ｼｮｳﾀﾛｳ 神奈川 アーティファクトレーシングチーム

460 1400154 津村 翔平 ﾂﾑﾗ ｼｮｳﾍｲ 神奈川 TOKYO VENTOS

461 1402184 岩崎 晶雲 ｲﾜｻｷ ｼｮｳｳﾝ 福島県 LinkTOHOKU

462 9901684 千葉 大基 ﾁﾊﾞ ﾏｻﾓﾄ 埼玉県 LinkTOHOKU
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【クラスタ：E3　レースレーティング：Dh 】 95名 2015.07.21

No. 選手ID 選手名 ｶﾅ 地域 ﾁｰﾑ名

502 1100198 岩崎 基規 ｲﾜｻｷ ﾓﾄﾉﾘ 埼玉県 ACQUA TAMA

503 JBURC01 岡本 直也 ｵｶﾓﾄ ﾅｵﾔ 千葉県 AQULS内房レーシング

504 0100837 佐藤 寛之 ｻﾄｳ ﾋﾛﾕｷ 神奈川 atelierFLEUVE Racing

505 0800004 石井 哲也 ｲｼｲ ﾃﾂﾔ 埼玉県 ＡＲＡＩＭＵＲＡＣＡ

506 0800005 岡田 直樹 ｵｶﾀﾞ ﾅｵｷ 埼玉県 ＡＲＡＩＭＵＲＡＣＡ

507 1200453 南 朋弥 ﾐﾅﾐ ﾄﾓﾔ 埼玉県 ＡＲＡＩＭＵＲＡＣＡ

508 1402356 和田 清秀 ﾜﾀﾞ ｷﾖﾋﾃﾞ 埼玉県 ALTOPIANO

509 1402362 木村 博志 ｷﾑﾗ ﾋﾛｼ 埼玉県 ALTOPIANO

510 1402363 岡崎 崇 ｵｶｻﾞｷ ﾀｶｼ 埼玉県 ALTOPIANO

511 1402361 鳥屋部 樹 ﾄﾘﾔﾍﾞ ﾀﾂｷ 埼玉県 ALTOPIANO

512 1402364 出浦 良則 ﾃﾞｳﾗ ﾖｼﾉﾘ 埼玉県 ALTOPIANO

513 1402357 吉田 勝彦 ﾖｼﾀﾞ ｶﾂﾋﾛ 埼玉県 ALTOPIANO

514 1402359 吉田 祐太 ﾖｼﾀﾞ ﾕｳﾀ 埼玉県 ALTOPIANO

515 JBMIT06 落合 明 ｵﾁｱｲ ｱｷﾗ 神奈川 イナーメ信濃山形-EFT

516 1402023 佐々 秀治 ｻｻ ﾋﾃﾞﾊﾙ 千葉県 イナーメ信濃山形-EFT

517 1401791 本田 峻大 ﾎﾝﾀﾞ ｼｭﾝﾀ 東京都 EsperanceStage我逢人・山口

518 1300131 手嶋 実樹 ﾃｼﾞﾏ ﾐｷ 神奈川 MKⅢ

519 0900141 今野 勲 ｺﾝﾉ ｲｻｵ 宮城県 エルドラード・エスペランサ

520 1402116 木村 豊 ｷﾑﾗ ﾕﾀｶ 宮城県 エルドラード・エスペランサ

521 1300601 山本 瑞樹 ﾔﾏﾓﾄ ﾐｽﾞｷ 宮城県 エルドラード・エスペランサ

522 JBELS02 舘岡 賢弥 ﾀﾃｵｶ ｹﾝﾔ 宮城県 エルドラード・エスペランサ

523 1001625 小野 太 ｵﾉ ﾌﾄｼ 栃木県 OYAMA STARPLEX

524 JBKAI02 石坂 智晃 ｲｼｻﾞｶ ﾄﾓｱｷ 長野県 快レーシング

525 0400548 山田 健治 ﾔﾏﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 宮城県 カネコイングスJBCF

526 JBKNK04 廣野 正也 ﾋﾛﾉ ﾏｻﾔ 東京都 カネコイングスJBCF

527 JBKNK05 箱崎 貴史 ﾊｺｻﾞｷ ﾀｶｼ 埼玉県 カネコイングスJBCF

528 9702810 高梨 真幸人 ﾀｶﾅｼ ﾏｺﾄ 茨城県 GROWING Racing Team

529 1200536 小口 慎雄 ｺｸﾞﾁ ﾐﾂｵ 東京都 航空電子自転車競技部

530 JBJAE01 笹川 亮介 ｻｻｶﾞﾜ ﾘｮｳｽｹ 東京都 航空電子自転車競技部

531 0801704 中台 篤史 ﾅｶﾀﾞｲ ｱﾂｼ 東京都 航空電子自転車競技部

532 JBJAE02 清水 恒志 ｼﾐｽﾞ ｺｳｼ 東京都 航空電子自転車競技部

533 1201911 齋藤 全弘 ｻｲﾄｳ ﾏｻﾋﾛ 東京都 サイクルフリーダムレーシング

534 JBCFR03 佐野 勇人 ｻﾉ ﾊﾔﾄ 千葉県 サイクルフリーダムレーシング

535 JBCFR05 家崎 隆 ｲｴｻﾞｷ ﾀｶｼ 千葉県 サイクルフリーダムレーシング

536 1301407 山崎 昌宣 ﾔﾏｻﾞｷ ｱｷﾉﾘ 大阪府 C-WASP

537 1500398 津田 悠義 ﾂﾀﾞ ﾕｳｷﾞ 愛知県 JBCF　J-Youth

538 1402284 須藤 克利 ｽﾄﾞｳ ｶﾂﾄｼ 千葉県 シクロクラブ

539 JBSBR03 木村 盛義 ｷﾑﾗ ﾓﾘﾖｼ 群馬県 ＳＵＢＡＲＵ ＲＴ

540 1300545 齋藤 徳聡 ｻｲﾄｳ ﾉﾘｱｷ 群馬県 ＳＵＢＡＲＵ ＲＴ

541 1400013 永坂 允 ﾅｶﾞｻｶ ﾏｺﾄ 静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

542 0400195 橋本 貴之 ﾊｼﾓﾄ ﾀｶﾕｷ 静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

543 1400425 相場 康雄 ｱｲﾊﾞ ﾔｽｵ 東京都 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ

544 1200123 大竹 隆繁 ｵｵﾀｹ ﾀｶｼｹﾞ 埼玉県 大福屋
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545 JBTKB09 井上 敦史 ｲﾉｳｴ ｱﾂｼ 千葉県 竹芝サイクルレーシング

546 1301908 山口 和来 ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｽﾞｷ 東京都 Team UKYO Reve

547 0800310 田中 博隆 ﾀﾅｶ ﾋﾛﾀｶ 神奈川 チーム オーベスト

548 1500792 大塚 秀人 ｵｵﾂｶ ﾋﾃﾞﾄ 東京都 チーム オーベスト

549 9701192 澤田 雄一 ｻﾜﾀﾞ ﾕｳｲﾁ 長野県 チームサイクルマインド

550 1500611 車田 翔平 ｸﾙﾏﾀﾞ ｼｮｳﾍｲ 長野県 チームサイクルマインド

551 JBTGR01 鯉沼 篤史 ｺｲﾇﾏ ｱﾂｼ 千葉県 TEAM GIRO 360

552 9702333 高橋 仁 ﾀｶﾊｼ ﾋﾄｼ JPCA チーム・チェブロ

553 1500198 國定 洋光 ｸﾆｻﾀﾞ ﾋﾛﾐﾂ 東京都 Ｔｅａｍ ＦＩＴＴＥ

554 1400805 忍田 基明 ｵｼﾀﾞ ﾓﾄｱｷ 東京都 Ｔｅａｍ ＦＩＴＴＥ

555 JBFIT01 大木 俊洋 ｵｵｷ ﾄｼﾋﾛ 東京都 Ｔｅａｍ ＦＩＴＴＥ

557 JBDCM05 五十嵐 龍 ｲｶﾞﾗｼ ﾘｭｳ 埼玉県 docomo RT

558 1402369 上原 嗣則 ｳｴﾊﾗ ﾂｸﾞﾉﾘ 東京都 なるしまフレンド

559 1400422 川島 雅孝 ｶﾜｼﾏ ﾏｻﾀｶ 東京都 なるしまフレンド

560 JBNFE07 野田 宜孝 ﾉﾀﾞ ﾉﾘﾀｶ 東京都 なるしまフレンド

561 0700526 置田 孝裕 ｵｷﾀ ﾀｶﾋﾛ 東京都 なるしまフレンド

562 JBVAX04 荻原 直也 ｵｷﾞﾜﾗ ﾅｵﾔ 埼玉県 VAX RACING

563 JBVAX05 岩村 大樹 ｲﾜﾑﾗ ﾀﾞｲｷ 埼玉県 VAX RACING

564 1400416 澤川 伸雄 ｻﾜｶﾜ ﾉﾌﾞｵ 東京都 Piacere YAMA Racing

565 1300275 長嶋 文太 ﾅｶﾞｼﾏ ﾌﾞﾝﾀ 東京都 Piacere YAMA Racing

566 1200178 新田 和正 ﾆｯﾀ ｶｽﾞﾏｻ 東京都 Piacere YAMA Racing

567 1300884 大竹 政慶 ｵｵﾀｹ ﾏｻﾖｼ 福岡県 Piacere YAMA Racing

568 1400853 稲村 博 ｲﾅﾑﾗ ﾋﾛｼ 千葉県 BMレーシングZUNOW

569 1400856 石川 浩之 ｲｼｶﾜ ﾋﾛﾕｷ 千葉県 BMレーシングZUNOW

570 1400855 鈴木 隆之 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾕｷ 千葉県 BMレーシングZUNOW

571 9700807 山口 洋平 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾖｳﾍｲ 千葉県 BMレーシングZUNOW

572 JBBMZ02 山路 幸洋 ﾔﾏｼﾞ ﾕｷﾋﾛ 千葉県 BMレーシングZUNOW

573 1000022 徳野 拓史 ﾄｸﾉ ﾀｸｼ 埼玉県 BMレーシングZUNOW

574 1001761 三宅 大行 ﾐﾔｹ ﾀﾞｲｺｳ 東京都 Beach Racing

575 JBMOD01 淺井 岳仁 ｱｻｲ ﾀｹﾋﾄ 神奈川 HIRAKO.mode

576 JBVCF04 瀬戸 龍太 ｾﾄ ﾘｭｳﾀ 福岡県 VC Fukuoka 

577 1400263 川口 諒人 ｶﾜｸﾞﾁ ﾘｮｳﾄ 栃木県 ブラウ・ブリッツェン

578 1100349 福島 康洋 ﾌｸｼﾏ ﾔｽﾋﾛ 栃木県 ブラウ・ブリッツェン

579 1400269 尾形 駿 ｵｶﾞﾀ ｼｭﾝ 栃木県 ブラウ・ブリッツェン

580 1500423 片桐 真一 ｶﾀｷﾞﾘ ｼﾝｲﾁ 栃木県 ブラウ・ブリッツェン

581 JBBBL05 金子 裕大 ｶﾈｺ ﾕｳﾀﾞｲ 栃木県 ブラウ・ブリッツェン

582 JBBBL04 菊地 優斗 ｷｸﾁ ﾕｳﾄ 栃木県 ブラウ・ブリッツェン

583 1400277 川北 史朗 ｶﾜｷﾀ ｼﾛｳ 栃木県 ブラウ・ブリッツェン

584 JBHMT13 安部 秀之 ｱﾍﾞ ﾋﾃﾞﾕｷ 栃木県 Honda 栃木 JET

585 1201190 神村 祐之介 ｶﾐﾑﾗ ﾕｳﾉｽｹ 静岡県 MUUR zero Velofutur

586 JBUNT05 佐藤 圭司 ｻﾄｳ ｹｲｼﾞ 茨城県 Unity

587 JBUNT06 平野 秀一郎 ﾋﾗﾉ ｼｭｳｲﾁﾛｳ 茨城県 Unity

588 1001433 松本 寛史 ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾛｼ 福島県 Unity

589 1400244 福野 純一 ﾌｸﾉ ｼﾞｭﾝｲﾁ 栃木県 ﾘﾍﾞﾙﾀｽTOCHIGI BICYCLE CLUB

590 0600125 岡野 賢司 ｵｶﾉ ｹﾝｼﾞ 栃木県 ﾘﾍﾞﾙﾀｽTOCHIGI BICYCLE CLUB

591 9700528 横田 正美 ﾖｺﾀ ﾏｻﾐ 栃木県 ﾘﾍﾞﾙﾀｽTOCHIGI BICYCLE CLUB
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594 JBLTH02 下山 和也 ｼﾓﾔﾏ ｶｽﾞﾔ 宮城県 LinkTOHOKU

595 1500192 白井 真人 ｼﾗｲ ﾏｻﾄ 東京都 Ｙ’ｓ Ｒｏａｄ

596 1101583 金井 光春 ｶﾅｲ ﾐﾂﾊﾙ 埼玉県 Ｙ’ｓ Ｒｏａｄ

597 JBTMY06 水野 裕也 ﾐｽﾞﾉ ﾕｳﾔ 愛知県 Ｙ’ｓ Ｒｏａｄ

598 1300201 今井 明 ｲﾏｲ ｱｷﾗ 神奈川 Ｙ’ｓ Ｒｏａｄ

599 1401672 相川 成周 ｱｲｶﾜ ｼｹﾞﾁｶ 東京都 Ｙ’ｓ Ｒｏａｄ
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