
【クラスタ：P1　レースレーティング：特別規則】　68名（1チーム4名までの出走/参加17チーム）　　　スタート時間　13：45　　                    　　　　　　
発送 出走時間 ﾁｰﾑ名 No. 選手ID 選手名 ｶﾅ 地域

1 13:45:00 Honda 栃木 181 0901551 水間 健 ﾐｽﾞﾏ ﾀｹｼ 栃木県
182 1200062 川田 優作 ｶﾜﾀ ﾕｳｻｸ 栃木県
183 1401436 渡邉 優介 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｽｹ 栃木県
184 1300346 河合 貴明 ｶﾜｲ ﾀｶｱｷ 栃木県
185 1001725 平野 宏明 ﾋﾗﾉ ﾋﾛｱｷ 栃木県
186 0901045 萩原 慎也 ﾊｷﾞﾜﾗ ｼﾝﾔ 栃木県

2 13:50:00 FIETS GROEN 日本ロボティクス 111 1200031 高橋 伸成 ﾀｶﾊｼ ﾉﾌﾞｼｹﾞ 静岡県
112 9702834 中村 文武 ﾅｶﾑﾗ ﾌﾐﾀｹ 東京都
113 1100038 ⾹⻄ 真介 ｺｳｻﾞｲ ｼﾝｽｹ 神奈川
114 9702852 藤田 勉 ﾌｼﾞﾀ ﾂﾄﾑ 神奈川
115 9701049 屋部 佳伸 ﾔﾍﾞ ﾖｼﾉﾌﾞ 静岡県

3 14:05:00 ACQUA TAMA EURO-WORKS 141 1001921 今井 雄輝 ｲﾏｲ ﾕｳｷ 兵庫県
142 0200172 平林 昌樹 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾏｻｷ 神奈川
143 0900461 秋⼭ 悟郎 ｱｷﾔﾏ ｺﾞﾛｳ 東京都
144 0100092 浜頭 恭 ﾊﾏｶﾞｼﾗ ﾔｽｼ 東京都
145 1000285 背⼾ 貴之 ｾﾄ ﾀｶﾕｷ 大阪府
146 9702875 ⼭口 博久 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛﾋｻ 東京都

4 14:10:00 エルドラードサムライ東北withのんのんびより 131 1301786 野上 太一 ﾉｶﾞﾐ ﾀｲﾁ 愛知県
132 9702097 天笠 ⾠一 ｱﾏｶﾞｻ ｼﾝｲﾁ 奈良県
133 0210120 佐藤 利英 ｻﾄｳ ﾄｼﾋﾃﾞ 岩手県
134 1001745 畠⼭ 和也 ﾊﾀｹﾔﾏ ｶｽﾞﾔ 宮城県
135 0901548 海藤 稜⾺ ｶｲﾄﾞｳ ﾘｮｳﾏ ⼭形県

5 14:25:00 なるしまフレンド レーシングチーム 101 9800459 小畑 郁 ｵﾊﾞﾀ ｶｵﾙ 東京都
102 0900524 渡邊 聡 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾄﾙ 神奈川
103 0100069 奈良 浩 ﾅﾗ ﾋﾛｼ 埼玉県
104 0500037 櫻井 一輝 ｻｸﾗｲ ﾓﾄｷ 静岡県
105 0901777 倉林 貴彦 ｸﾗﾊﾞﾔｼ ﾀｶﾋｺ 東京都
106 9802325 ⼭本 健一 ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝｲﾁ 東京都

6 14:30:00 Neilpryde - Nanshin Subaru Cycling 121 0600568 水野 貴⾏ ﾐｽﾞﾉ ﾀｶﾕｷ 愛知県
122 1400190 MARTIN Maxime ﾏﾙﾀﾝ ﾏｸｼﾑ FRANCE
123 FRA0417 Guezet Bruno ｹﾞｾﾞ ﾌﾞﾙﾉ FRANCE
124 1201533 小林 契 ｺﾊﾞﾔｼ ｹｲ 東京都

午後 チームタイムトライアル 　　発送リスト　　　　第1回 JBCF 南魚沼タイムトライアル
13:10〜13:40 試⾛

125 0801251 ⼭下 裕大 ﾔﾏｼﾀ ﾕｳﾀ 石川県
126 1200523 片岡 真之介 ｶﾀｵｶ ｼﾝﾉｽｹ 東京都

7 14:45:00 VICTOIRE 広島 211 0800639 河賀 雄大 ｶｶﾞ ﾕｳﾀﾞｲ 広島県
. 212 0401579 伊藤 翔吾 ｲﾄｳ ｼｮｳｺﾞ 広島県

213 0200431 宮口 直之 ﾐﾔｸﾞﾁ ﾅｵﾕｷ 広島県
214 1100565 宮田 久生 ﾐﾔﾀ ﾋｻｵ 広島県
216 0210306 ⾦田 智⾏ ｶﾈﾀﾞ ﾄﾓﾕｷ 埼玉県
217 0800557 ⻄川 昌宏 ﾆｼｶﾜ ﾏｻﾋﾛ ⼭口県

8 14:50:00 シエルヴォ奈良MIYATA-MERIDAレーシングチーム 91 0301382 ⼭下 貴宏 ﾔﾏｼﾀ ﾀｶﾋﾛ 兵庫県
92 0201014 大塚 航 ｵｵﾂｶ ﾜﾀﾙ 京都府
93 1001504 小⻄ 優大 ｺﾆｼ ﾕｳﾀﾞｲ 大阪府
94 1100483 若杉 圭祐 ﾜｶｽｷﾞ ｹｲｽｹ 愛知県
95 1201456 中川 智 ﾅｶｶﾞﾜ ｻﾄｼ 奈良県
96 0100293 小渡 健悟 ｺﾜﾀﾘ ｹﾝｺﾞ 奈良県

9 15:05:00 ウォークライド・シクロアカデミア 171 0210018 小室 雅成 ｺﾑﾛ ﾏｻﾅﾘ 埼玉県
172 0901592 ⻘木 峻⼆ ｱｵｷ ｼｭﾝｼﾞ 三重県
173 1400279 宇田川 陽平 ｳﾀﾞｶﾞﾜ ﾖｳﾍｲ 栃木県
174 1000436 高田 雄太 ﾀｶﾀﾞ ﾕｳﾀ 東京都
175 0701060 増田 輝之 ﾏｽﾀﾞ ﾃﾙﾕｷ 千葉県
176 0600087 阿部 健弥 ｱﾍﾞ ｹﾝﾔ 神奈川

10 15:10:00 シマノレーシング 21 0500601 入部 正太朗 ｲﾘﾍﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ 奈良県
22 0701113 木村 圭佑 ｷﾑﾗ ｹｲｽｹ 滋賀県
23 0800036 秋丸 湧哉 ｱｷﾏﾙ ﾕｳﾔ 大阪府
24 0900212 横⼭ 航太 ﾖｺﾔﾏ ｺｳﾀ ⻑野県
25 1000442 小⼭ 貴大 ｺﾔﾏ ﾀｶﾋﾛ 群⾺県
26 1200626 水谷 翔 ﾐｽﾞﾀﾆ ｶｹﾙ ⿅児島

11 15:25:00 イナーメ信濃⼭形 61 0900955 中村 龍太郎 ﾅｶﾑﾗ ﾘｭｳﾀﾛｳ ⻑野県
62 1000725 SALISBURY Paul ｿｰﾙｽﾞﾍﾞﾘｰ ﾎﾟｰﾙ 東京都
63 0901542 北野 普識 ｷﾀﾉ ﾕｷﾉﾘ 千葉県
64 1200812 井上 政貴 ｲﾉｳｴ ﾏｻｷ 兵庫県
65 0700045 岩月 伸夫 ｲﾜﾂｷ ﾉﾌﾞｵ 愛知県

12 15:30:00 レモネードベルマーレレーシングチーム 71 0801747 才田 直人 ｻｲﾀ ﾅｵﾄ 宮城県
72 0600361 中⾥ 仁 ﾅｶｻﾞﾄ ﾏｻﾙ 群⾺県
73 9701240 宮澤 崇史 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾀｶｼ JPCA
74 0101205 大村 寛 ｵｵﾑﾗ ﾕﾀｶ ⿅児島
75 1001190 小清水 拓也 ｺｼﾐｽﾞ ﾀｸﾔ 神奈川
76 0901780 加地 邦彦 ｶｼﾞ ｸﾆﾋｺ 東京都76 0901780 加地 邦彦 ｶｼ  ｸﾆﾋｺ 東京都
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13 15:45:00 KINAN Cycling Team 191 0501177 野中 ⻯⾺ ﾉﾅｶ ﾘｮｳﾏ 広島県
192 1301943 GARCIA Ricardo ｶﾞﾙｼｱ ﾘｶﾙﾄﾞ SPAIN
193 1401822 DESRIAC Loic ﾃﾞﾘｱｸ ﾛｲｯｸ 愛知県
194 JBKIN03 CRAWFORD Jai ｸﾛﾌｫｰﾄﾞ ｼﾞｪｲ 愛知県
195 0801739 阿曽 圭佑 ｱｿ ｹｲｽｹ 三重県
196 0400735 伊丹 健治 ｲﾀﾐ ｹﾝｼﾞ JPCA
197 0600869 中⻄ 重智 ﾅｶﾆｼ ｼｹﾞﾄﾓ 滋賀県
198 9701052 ⼭本 雅道 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾐﾁ 神奈川

14 15:50:00 那須ブラーゼン 41 1101581 鈴木 龍 ｽｽﾞｷ ﾘｭｳ 東京都
42 0301347 佐野 淳哉 ｻﾉ ｼﾞｭﾝﾔ 埼玉県
43 1100960 新城 雄大 ｱﾗｼﾛ ﾕｳﾀﾞｲ 沖縄県
44 1001727 雨澤 毅明 ｱﾒｻﾞﾜ ﾀｹｱｷ 栃木県
45 1100355 小野寺 玲 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾚｲ 栃木県
46 0400028 小坂 光 ｺｻｶ ﾋｶﾙ ⻑野県

15 16:05:00 宇都宮ブリッツェン 1 0400861 増田 成幸 ﾏｽﾀﾞ ﾅﾘﾕｷ 栃木県
2 0400843 鈴木 譲 ｽｽﾞｷ ﾕｽﾞﾙ 神奈川
3 0400470 大久保 陣 ｵｵｸﾎﾞ ｼﾞﾝ ⿅児島
4 9700980 鈴木 真理 ｽｽﾞｷ ｼﾝﾘ 千葉県
5 0400845 ⻘柳 憲輝 ｱｵﾔﾅｷﾞ ｶｽﾞｷ 栃木県
6 0600844 阿部 嵩之 ｱﾍﾞ ﾀｶﾕｷ 北海道

16 16:10:00 マトリックスパワータグ 31 1300861 Jose VICENTE ﾎｾ ﾋﾞｾﾝﾃ 東京都
32 ESP1026 Benjamin PRADES REVERTE ﾍﾞﾝｼﾞｬﾐ ﾌﾟﾗﾃﾞｽﾚﾍﾞﾙﾃﾙ SPAIN
33 0301043 吉田 隼人 ﾖｼﾀﾞ ﾊﾔﾄ 奈良県
34 ESP1030 Airan FERNANDEZ ｱｲﾗﾝ ﾌｪﾙﾅﾝﾃﾞｽ SPAIN
35 0700546 安原 大貴 ﾔｽﾊﾗ ﾀﾞｲｷ 大阪府

17 16:25:00 Team UKYO 11 0100115 畑中 勇介 ﾊﾀﾅｶ ﾕｳｽｹ 東京都
12 1402310 PUJOL Oscar ﾌﾟｼﾞｮﾙ ｵｽｶﾙ 東京都
13 0500798 窪木 一茂 ｸﾎﾞｷ ｶｽﾞｼｹﾞ 和歌⼭
14 1402309 URTASUN Pablo ｳﾙﾀｽﾝ ﾊﾟﾌﾞﾛ 東京都
15 9700347 土井 雪広 ﾄﾞｲ ﾕｷﾋﾛ ⼭形県
16 1402090 GUARDIOLA Salvador ｸﾞｱﾙﾃﾞｨｵﾗ ｻﾙﾊﾞﾄﾞｰﾙ 東京都
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