
【クラスタ:E1　レースレーティング:B】　60名  12:55スタート 2017.03.09
No. 選手ID 選手名 ｶﾅ 登録地 ﾁｰﾑ名
30 0500349 井上 人志 ｲﾉｳｴ ﾋﾄｼ 大阪府 VC VELOCE
33 0800194 上田 貴史 ｳｴﾀﾞ ﾀｶｼ 大阪府 VC VELOCE
34 1301620 浜田 健志 ﾊﾏﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 大阪府 VC VELOCE
36 1100274 藤田 耕志 ﾌｼﾞﾀ ﾀｶｼ 大阪府 VC VELOCE
37 0200002 猪又 靖 ｲﾉﾏﾀ ｷﾖｼ 北海道 VC VELOCE
39 1300543 宮前 昭宏 ﾐﾔﾏｴ ｱｷﾋﾛ 大阪府 VC VELOCE
40 0900099 加藤 浩生 ｶﾄｳ ﾋﾛｵ 大阪府 VC VELOCE
41 0800652 辻 邦浩 ﾂｼﾞ ｸﾆﾋﾛ 京都府 VC VELOCE
42 1500068 小原 洋未 ｵﾊﾗ ﾋﾛﾐ 兵庫県 VC VELOCE
44 1001438 李 宗雨 ﾘ ｿｳｳ 滋賀県 VC VELOCE
57 0401579 伊藤 翔吾 ｲﾄｳ ｼｮｳｺﾞ 広島県 eNShare Cycling Team
67 1500397 堀川 滉太 ﾎﾘｶﾜ ｺｳﾀ 岡山県 関西高等学校
98 1400079 島田 英樹 ｼﾏﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ 大阪府 Ｓａｋａｔａｎｉ Ｒａｃｉｎｇ
99 1000051 武平 純一 ﾀｹﾋﾗ ｼﾞｭﾝｲﾁ 大阪府 Ｓａｋａｔａｎｉ Ｒａｃｉｎｇ
100 0000312 数元 彰 ｽﾓﾄ ｱｷﾗ 大阪府 Ｓａｋａｔａｎｉ Ｒａｃｉｎｇ
101 1201243 吉田 優一 ﾖｼﾀﾞ ﾕｳｲﾁ 奈良県 ZAS Racing
106 1500502 塩野 裕一 ｼｵﾉ ﾕｳｲﾁ 大阪府 CWASPアタリ前田
107 0300357 一色 寛之 ｲｯｼｷ ﾋﾛﾕｷ 京都府 CIERVO NARA ELITE
108 1402214 藤田 隼也 ﾌｼﾞﾀ ｼﾞｭﾝﾔ 大阪府 ZIPPY CYCLE CLUB
120 0800023 和田山 尚史 ﾜﾀﾞﾔﾏ ﾀｶﾌﾐ 大阪府 侵略!!!
151 1502291 糸川 典往 ｲﾄｶﾞﾜ ﾉﾘﾕｷ 島根県 soleil de lest
166 0800639 河賀 雄大 ｶｶﾞ ﾕｳﾀﾞｲ 広島県 Team UKYO Reve
167 1100565 宮田 久生 ﾐﾔﾀ ﾋｻｵ 広島県 Team UKYO Reve
170 1600606 ⾧谷川 彰浩 ﾊｾｶﾞﾜ ｱｷﾋﾛ 広島県 Team UKYO Reve
171 0400400 佐々木 優也 ｻｻｷ ﾕｳﾔ 広島県 Team UKYO Reve
174 1501770 岩本 克也 ｲﾜﾓﾄ ｶﾂﾔ 山口県 Team UKYO Reve
176 0900367 隅原 秀年 ｽﾐﾊﾗ ﾋﾃﾞﾄｼ 大阪府 チーム スクアドラ
178 1100271 二川 和成 ﾆｶﾜ ｶｽﾞﾅﾘ 大阪府 チーム スクアドラ
181 1200028 堀田 貴洋 ﾎｯﾀ ﾀｶﾋﾛ 岡山県 ﾁｰﾑ 岡山
182 1200030 青江 良治 ｱｵｴ ﾖｼﾊﾙ 岡山県 ﾁｰﾑ 岡山
192 1101599 山本 雅之 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾕｷ 大阪府 チーム・シルクロード
209 1100638 山岡 健人 ﾔﾏｵｶ ｹﾝﾄ 愛媛県 TEAM LUPPI
210 1300762 森 正存 ﾓﾘ ﾏｻﾉﾌﾞ 愛媛県 TEAM LUPPI
212 0601400 大濱 篤史 ｵｵﾊﾏ ｱﾂｼ 大阪府 チバポンズ
229 9701689 福田 透 ﾌｸﾀﾞ ﾄｵﾙ 滋賀県 ナカガワＡＳ・Ｋʼデザイン
230 1200918 薗田 将人 ｿﾉﾀﾞ ﾏｻﾄ 愛媛県 ナカガワＡＳ・Ｋʼデザイン
231 1600013 森田 正徳 ﾓﾘﾀ ﾏｻﾉﾘ 大阪府 ナカガワＡＳ・Ｋʼデザイン
233 1100130 岸本 勝寛 ｷｼﾓﾄ ｶﾂﾋﾛ 大阪府 Nasu Fan Club
240 1500015 竹内 和城 ﾀｹｳﾁ ｶｽﾞｷ 大阪府 ネクストリーム・うどん虹や
241 1300409 根田 裕司 ﾈﾀﾞ ﾕｳｼﾞ 大阪府 ネクストリーム・うどん虹や
242 1400107 山本 哲哉 ﾔﾏﾓﾄ ﾃﾂﾔ 和歌山 ネクストリーム・うどん虹や
243 1500001 後藤 東洋士 ｺﾞﾄｳ ﾋﾛｼ 大阪府 ネクストリーム・うどん虹や
244 0901548 海藤 稜馬 ｶｲﾄﾞｳ ﾘｮｳﾏ 山形県 パナソニックレーシング
245 1001649 伊藤 隼也 ｲﾄｳ ｼｭﾝﾔ 奈良県 パナソニックレーシング
254 0501388 奥田 瑛史 ｵｸﾀﾞ ｴｲｼﾞ 兵庫県 BC.ANELLO
256 0400052 前川 元 ﾏｴｶﾜ ﾊｼﾞﾑ 兵庫県 BC.ANELLO
268 1201348 江川 哲治 ｴｶﾞﾜ ﾃﾂｼﾞ 福岡県 VC Fukuoka 
287 1500505 築山 元樹 ﾂｷﾔﾏ ｹﾞﾝｷ 岡山県 ＦＲＥＥＳＰＥＥＤ
299 0901303 亀岡 晋也 ｶﾒｵｶ ｼﾝﾔ 愛媛県 masahikomifune.com CyclingTeam
301 1001917 小林 孝臣 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶｵﾐ 和歌山 町じて和歌山MKD
309 1100035 池田 朋介 ｲｹﾀﾞ ﾄﾓﾕｷ 静岡県 ミソノイレーシングチーム
310 1400047 菅谷 修 ｽｶﾞﾔ ｵｻﾑ 東京都 MIVRO
312 0600048 奥野 浩和 ｵｸﾉ ﾋﾛｶｽﾞ 大阪府 MUUR zero Velofutur
314 1201915 清水 琢 ｼﾐｽﾞ ﾀｸ 京都府 モジュマ  エリアゼロナナゴ
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315 1001941 藤井 倫洋 ﾌｼﾞｲ ﾄﾓﾋﾛ 京都府 モジュマ  エリアゼロナナゴ
316 0200369 熊本 大五郎 ｸﾏﾓﾄ ﾀﾞｲｺﾞﾛｳ 兵庫県 八ヶ岳 CYCLING CLUB
318 0001174 酒井 孝典 ｻｶｲ ｺｳｽｹ 大阪府 八ヶ岳 CYCLING CLUB
322 1000714 佐々木 暖 ｻｻｷ ﾀﾞﾝ 奈良県 EURO-WORKS Racing
324 1100076 角田 光隆 ｽﾐﾀﾞ ﾐﾂﾀｶ 奈良県 EURO-WORKS Racing
325 1001922 森 俊夫 ﾓﾘ ﾄｼｵ 奈良県 EURO-WORKS Racing



【クラスタ:E2　レースレーティング:C】　75名  11:00 スタート 2017.03.09
No. 選手ID 選手名 ｶﾅ 登録地 ﾁｰﾑ名
801 0600524 森 一馬 ﾓﾘ ｶｽﾞﾏ 和歌山 AVANT GARDE
802 0900162 苗村 徹 ﾅｴﾑﾗ ﾄｵﾙ 大阪府 VC VELOCE
803 1200390 石井 智 ｲｼｲ ﾄﾓ 大阪府 VC VELOCE
804 0900153 岩城 和宏 ｲﾜｷ ｶｽﾞﾋﾛ 大阪府 VC VELOCE
805 0800384 小川 洸 ｵｶﾞﾜ ﾋｶﾙ 京都府 VC VELOCE
806 9702064 布施 啓富 ﾌｾ ﾋﾛﾄﾐ 兵庫県 VC VELOCE
807 0500351 鎌谷 哲也 ｶﾏﾀﾆ ﾃﾂﾔ 大阪府 VC VELOCE
808 1500019 溝畑 悟 ﾐｿﾞﾊﾀ ｻﾄﾙ 大阪府 VC VELOCE
809 1600024 天野 壮悠 ｱﾏﾉ ﾀｹﾊﾙ 大阪府 VC VELOCE
810 1402159 山口 敦大 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱﾂﾋﾛ 京都府 velo club VENTO
811 1502726 松浦 正己 ﾏﾂｳﾗ ﾏｻｷ 広島県 エキップ ティラン
812 1101066 松兼 輝明 ﾏﾂｶﾈ ﾃﾙｱｷ 大阪府 関西大学Cycle Racing Team
813 1401906 小西 瑛久 ｺﾆｼ ｱｷﾋｻ 愛媛県 関西大学Cycle Racing Team
814 1200602 山神 海晴 ﾔﾏｶﾞﾐ ｶｲｾｲ 大阪府 関西大学Cycle Racing Team
815 1600601 高山 恭彰 ﾀｶﾔﾏ ﾔｽｱｷ 三重県 KINAN AACA
816 0300063 内藤 啓一郎 ﾅｲﾄｳ ｹｲｲﾁﾛｳ 兵庫県 グランデパール播磨
817 0000334 有澤 広昭 ｱﾘｻﾜ ﾋﾛｱｷ 兵庫県 グランデパール播磨
818 1600693 荒木 樹 ｱﾗｷ ﾀｽﾞﾙ 石川県 ケッヘルブイシースプートニク
819 9802045 宮川 淳 ﾐﾔｶﾜ ｼﾞｭﾝ 石川県 ケッヘルブイシースプートニク
820 1300070 北山 純 ｷﾀﾔﾏ ｼﾞｭﾝ 大阪府 Ｓａｋａｔａｎｉ Ｒａｃｉｎｇ
821 0000310 服部 健一 ﾊｯﾄﾘ ｹﾝｲﾁ 大阪府 Ｓａｋａｔａｎｉ Ｒａｃｉｎｇ
822 1301468 山本 修司 ﾔﾏﾓﾄ ｼｭｳｼﾞ 大阪府 Ｓａｋａｔａｎｉ Ｒａｃｉｎｇ
823 1000061 西村 博 ﾆｼﾑﾗ ﾋﾛｼ 大阪府 Ｓａｋａｔａｎｉ Ｒａｃｉｎｇ
824 9701947 堀口 忠男 ﾎﾘｸﾞﾁ ﾀﾀﾞｵ 大阪府 Ｓａｋａｔａｎｉ Ｒａｃｉｎｇ
825 1000362 村井 忠 ﾑﾗｲ ﾏｺﾄ 奈良県 ZAS Racing
826 1100081 高塚 武彦 ﾀｶﾂｶ ﾀｹﾋｺ 大阪府 ZAS Racing
827 1300132 河内 博行 ｶﾜﾁ ﾋﾛﾕｷ 大阪府 ZAS Racing
828 1100282 前田 真吾 ﾏｴﾀﾞ ｼﾝｺﾞ 大阪府 ZAS Racing
829 1200241 紺谷 龍生 ｺﾝﾀﾆ ﾀﾂｵ 京都府 ZAS Racing
830 1300266 本田 博 ﾎﾝﾀﾞ ﾋﾛｼ 大阪府 CWASPアタリ前田
831 1400043 戸梶 創 ﾄｶｼﾞ ﾊｼﾞﾒ 大阪府 CWASPアタリ前田
832 1500414 谷口 勝 ﾀﾆｸﾞﾁ ｼｮｳ 大阪府 CWASPアタリ前田
833 9900005 中島 雅央 ﾅｶｼﾞﾏ ﾏｻｵ 大阪府 シマノドリンキング
834 0800487 山下 秀剛 ﾔﾏｼﾀ ﾋﾃﾞﾀｶ 三重県 スポルテック
835 0801314 高橋 真吾 ﾀｶﾊｼ ｼﾝｺﾞ 東京都 SAUCE DEVELOPMENT
836 1200316 竹内 宏 ﾀｹｳﾁ ﾋﾛｼ 兵庫県 soleil de lest
837 1500029 武中 研太 ﾀｹﾅｶ ｹﾝﾀ 大阪府 TEAM AMUSE
838 1500211 高橋 叶平 ﾀｶﾊｼ ｷｮｳﾍｲ 広島県 Team UKYO Reve
839 0700204 大原 勇生 ｵｵﾊﾗ ﾕｳｷ 大阪府 チーム スクアドラ
840 1500026 山本 淳史 ﾔﾏﾓﾄ ｱﾂｼ 大阪府 チーム スクアドラ
841 1600502 宮本 訓寛 ﾐﾔﾓﾄ ｸﾆﾋﾛ 大阪府 チーム スクアドラ
842 0701435 谷岡 駿 ﾀﾆｵｶ ｼｭﾝ 大阪府 チーム スクアドラ
843 1500025 佐藤 友飛 ｻﾄｳ ﾕｳﾄ 大阪府 チーム スクアドラ
844 1400544 抽冬 充央 ﾇｸﾄｳ ｱﾂｵ 大阪府 チーム スクアドラ
845 1300360 加藤 剛也 ｶﾄｳ ﾖｼﾔ 岐阜県 Ｔｅａｍ-ＤＡＤＤＹ
846 0101035 三田 雅之 ﾐﾀ ﾏｻﾕｷ 大阪府 TEAM☆ルパン・ttm
847 0500076 伊勢 洋人 ｲｾ ﾋﾛﾄ 大阪府 チーム ＷＥＡＥＫＥＮＤ
848 0000382 三村 尚 ﾐﾑﾗ ﾀｶｼ 岡山県 ﾁｰﾑ 岡山
849 1600071 柳楽 諭 ﾅｷﾞﾗ ｻﾄｼ 広島県 Team Kermis Cross
850 1600158 菟田 竜一 ｳﾀﾞ ﾘｭｳｲﾁ 和歌山 TEAM SANREMO
851 1600157 畑上 壽太 ﾊﾀｶﾞﾐ ﾋｻﾀ 和歌山 TEAM SANREMO
852 0901252 森田 大理 ﾓﾘﾀ ﾀﾞｲﾘ 三重県 TSU RACING
853 1200314 小南 友和 ｺﾐﾅﾐ ﾄﾓｶｽﾞ 愛知県 DESTRA
854 1100369 垣本 直人 ｶｷﾓﾄ ﾅｵﾄ 愛知県 DESTRA
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855 1600019 久保田 航太 ｸﾎﾞﾀ ｺｳﾀ 大阪府 TRAILBLAZER
856 0210383 下村 英男 ｼﾓﾑﾗ ﾋﾃﾞｵ 大阪府 ナカガワＡＳ・Ｋʼデザイン
857 0700119 別府 敬司 ﾍﾞｯﾌﾟ ｹｲｼﾞ 大阪府 ナカガワＡＳ・Ｋʼデザイン
858 1600015 石井 和明 ｲｼｲ ｶｽﾞｱｷ 大阪府 Nasu Fan Club
859 1000013 吉村 裕 ﾖｼﾑﾗ ﾕﾀｶ 大阪府 Nasu Fan Club
860 1602205 鈴木 大 ｽｽﾞｷ ﾀﾞｲ 広島県 なるしまフレンド
861 1500309 森川 晃行 ﾓﾘｶﾜ ｱｷﾕｷ 奈良県 ネクストリーム・うどん虹や
862 1001574 池田 慎治 ｲｹﾀﾞ ｼﾝｼﾞ 大阪府 ネクストリーム・うどん虹や
863 1500163 渡邊 雄太 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾀ 大阪府 ネクストリーム・うどん虹や
864 1501960 村井 寛 ﾑﾗｲ ﾋﾛｼ 大阪府 パナソニックレーシング
865 0001623 坂本 恵一 ｻｶﾓﾄ ｹｲｲﾁ 大阪府 BC.ANELLO
866 1300050 村田 修 ﾑﾗﾀ ｵｻﾑ 大阪府 FortunaTredici
867 1100171 恒次 真 ﾂﾈﾂｸﾞ ﾏｺﾄ 岡山県 ＦＲＥＥＳＰＥＥＤ
868 9701965 山田 哲志 ﾔﾏﾀﾞ ｻﾄｼ 大阪府 本町クラブ
869 0000379 冨久 健太郎 ﾄﾐﾋｻ ｹﾝﾀﾛｳ 岡山県 masahikomifune.com CyclingTeam
870 1300638 高谷 薫 ﾀｶﾀﾆ ｶｵﾙ 兵庫県 町じて和歌山MKD
871 0900003 森川 恭徳 ﾓﾘｶﾜ ﾔｽﾉﾘ 静岡県 ミソノイレーシングチーム
872 0500772 十一 達哉 ﾄｲﾁ ﾀﾂﾔ 京都府 モジュマ  エリアゼロナナゴ
873 1400276 小林 慎也 ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾝﾔ 兵庫県 モジュマ  エリアゼロナナゴ
874 1600095 前村 悟 ﾏｴﾑﾗ ｻﾄﾙ 兵庫県 Life Ride
875 1500081 西村 和真 ﾆｼﾑﾗ ｶｽﾞﾏｻ 兵庫県 Life Ride



【クラスタ:E3-1組　レースレーティング:D】　44名　　14:00スタート 2017.03.09
No. 選手ID 選手名 ｶﾅ 登録地 ﾁｰﾑ名
881 1600553 奥場 勝利 ｵｸﾊﾞ ｶﾂﾄｼ 北海道 イナーメ信濃山形-EFT
883 1600512 高石 光博 ﾀｶｲｼ ﾐﾂﾋﾛ 大阪府 VC VELOCE
885 1502748 小川 翔平 ｵｶﾞﾜ ｼｮｳﾍｲ 大阪府 velo club VENTO
887 JB17571 植田 恒平 ｳｴﾀﾞ ｺｳﾍｲ 兵庫県 ウオズミサイクルレーシング
889 JB17444 早苗 拓海 ｻﾅｴ ﾀｸﾐ 広島県 エキップ ティラン
891 1300703 二宮 誉仁 ﾆﾉﾐﾔ ﾀｶﾋﾄ 大阪府 関西大学Cycle Racing Team
893 1301434 森田 和也 ﾓﾘﾀ ｶｽﾞﾔ 京都府 KINAN AACA
895 JB17195 冨田 博昭 ﾄﾐﾀ ﾋﾛｱｷ 石川県 ケッヘルブイシースプートニク
897 JB17660 岡本 良 ｵｶﾓﾄ ﾘｮｳ 大阪府 CWASPアタリ前田
899 1400066 松谷 一範 ﾏﾂﾀﾆ ｶｽﾞﾉﾘ 大阪府 シマノドリンキング
901 0900971 井上 大輔 ｲﾉｳｴ ﾀﾞｲｽｹ 大阪府 GIANT INTERNAL FELLOWS TEAM
903 1602252 山中 集平 ﾔﾏﾅｶ ｼｭｳﾍｲ 岡山県 SAUCE DEVELOPMENT
905 1300173 今村 和哉 ｲﾏﾑﾗ ｶｽﾞﾔ 兵庫県 soleil de lest
907 JB17224 中村 充一 ﾅｶﾑﾗ ﾐﾂｶｽﾞ 兵庫県 soleil de lest
909 JB17226 芦田 勇樹 ｱｼﾀﾞ ﾕｳｷ － soleil de lest
911 1502521 磯田 友賀 ｲｿﾀﾞ ﾄﾓｶｽﾞ 京都府 TEAM all out
913 JB17471 中田 圭亮 ﾅｶﾀ ｹｲｽｹ 大阪府 TEAM all out
915 1100120 大杉 豪 ｵｵｽｷﾞ ﾀｹｼ 大阪府 TEAM 闇練 MANA 大杉走輪
917 JB17449 角南 雄太 ｽﾅﾐ ﾕｳﾀ － TEAM 闇練 MANA 大杉走輪
919 1300385 古川 哲也 ﾌﾙｶﾜ ﾃﾂﾔ 大阪府 チーム ＷＥＡＥＫＥＮＤ
921 1602048 西岡 靖記 ﾆｼｵｶ ﾔｽｷ 広島県 Team Kermis Cross
923 1600160 石井 宏幸 ｲｼｲ ﾋﾛﾕｷ 和歌山 TEAM SANREMO
925 JB17147 稲垣 善信 ｲﾅｶﾞｷ ﾖｼﾉﾌﾞ 愛知県 Ｔｅａｍまるいちエヴァディオ
927 1500259 石野 佑介 ｲｼﾉ ﾕｳｽｹ 石川県 TEAM MODENA
929 1601984 豊崎 正裕 ﾄﾖｻｷ ﾏｻﾋﾛ 岐阜県 DESTRA
931 1600561 西野 雅文 ﾆｼﾉ ﾏｻﾌﾐ 徳島県 徳島サイクルレーシング
933 1602695 安井 誠治 ﾔｽｲ ｾｲｼﾞ 愛知県 TRAILBLAZER
935 JB17124 伊丹 誠人 ｲﾀﾐ ﾏｻﾄ 大阪府 TRAILBLAZER
937 1601992 前原 直幸 ﾏｴﾊﾗ ﾅｵﾕｷ 大阪府 ナカガワＡＳ・Ｋʼデザイン
939 JB17326 當麻 雄大 ﾄｳﾏ ﾕｳﾀﾞｲ 大阪府 ナカガワＡＳ・Ｋʼデザイン
941 1502768 藤原 周司 ﾌｼﾞﾜﾗ ｼｭｳｼﾞ 大阪府 ネクストリーム・うどん虹や
943 JB17135 Eisenmenger Jason ｱｲｾﾞﾝﾐﾝｶﾞｰ ｼﾞｪｲｿﾝ 大阪府 ネクストリーム・うどん虹や
945 JB17170 天野 大地 ｱﾏﾉ ﾀﾞｲﾁ 大阪府 ネクストリーム・うどん虹や
947 1600016 円城寺 崇 ｴﾝｼﾞｮｳｼﾞ ﾀｶｼ 大阪府 BC.ANELLO
949 1401439 友利 誠一 ﾄﾓﾄｼ ｾｲｲﾁ 大阪府 FortunaTredici
951 JB17238 松原 陸 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾘｸ 広島県 voyAge cycling team
953 1000160 北村 博則 ｷﾀﾑﾗ ﾋﾛﾉﾘ 京都府 masahikomifune.com CyclingTeam
955 JB17219 宮内 裕太 ﾐﾔｳﾁ ﾕｳﾀ － ミソノイレーシングチーム
957 1000158 仲田 正人 ﾅｶﾀ ﾏｻﾄ 京都府 モジュマ  エリアゼロナナゴ
959 JB17062 中治 綱太 ﾅｶｼﾞ ｺｳﾀ 大阪府 EURO-WORKS Racing
961 JB17104 坂本 恭平 ｻｶﾓﾄ ｷｮｳﾍｲ － UNIVERS
963 1502787 内橋 和也 ｳﾁﾊｼ ｶｽﾞﾔ 兵庫県 Life Ride
965 1300091 浦久保 朋哉 ｳﾗｸﾎﾞ ﾄﾓﾔ 和歌山 LALPE KF RACING
967 1400566 戸田 和将 ﾄﾀﾞ ﾔｽﾏｻ 大阪府 Ｙʼｓ Ｒｏａｄ
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【クラスタ:E3-2組　レースレーティング:D】　43名　14:45スタート 2017.03.09
No. 選手ID 選手名 ｶﾅ 登録地 ﾁｰﾑ名
882 1600023 天野 弘章 ｱﾏﾉ ﾋﾛｱｷ 大阪府 VC VELOCE
884 1300061 向井 聖二 ﾑｶｲ ｾｲｼﾞ 大阪府 VC VELOCE
886 1502740 高田 幸朗 ﾀｶﾀﾞ ﾕｷｵ 京都府 velo club VENTO
888 JB17572 藤村 和正 ﾌｼﾞﾑﾗ ｶｽﾞﾏｻ 兵庫県 ウオズミサイクルレーシング
890 1502700 塚本 隼 ﾂｶﾓﾄ ﾊﾔﾄ 大阪府 大阪工業大学サイクリング部
892 1601917 熊谷 飛鳥 ｸﾏｶﾞｲ ｱｽｶ 大阪府 関西大学Cycle Racing Team
894 1600694 遠田 武史 ﾄｵﾀﾞ ﾀｹｼ 石川県 ケッヘルブイシースプートニク
896 JB17276 松本 健司 ﾏﾂﾓﾄ ｹﾝｼﾞ 大阪府 Ｓａｋａｔａｎｉ Ｒａｃｉｎｇ
898 JB17036 松村 ⾧人 ﾏﾂﾑﾗ ﾅｶﾞﾄ 奈良県 ZIPPY CYCLE CLUB
900 JB17545 松本 直 ﾏﾂﾓﾄ ﾀﾀﾞｼ 大阪府 GIANT INTERNAL FELLOWS TEAM
902 1300538 倉田 亮 ｸﾗﾀ ﾘｮｳ 兵庫県 SAUCE DEVELOPMENT
904 1400271 柿原 和貴 ｶｷﾊﾗ ｶｽﾞｷ 大阪府 soleil de lest
906 JB17685 藤田 良平 ﾌｼﾞﾀ ﾘｮｳﾍｲ 大阪府 期間外申請の選手仮登録
908 JB17225 建部 有宏 ﾀﾃﾍﾞ ｱﾘﾋﾛ － soleil de lest
910 1600006 石橋 征司 ｲｼﾊﾞｼ ｾｲｼﾞ 大阪府 TEAM all out
912 JB17469 若代 健 ﾜｶｼﾛ ﾀｹｼ 大阪府 TEAM all out
914 JB17228 田中 実 ﾀﾅｶ ﾐﾉﾙ 大阪府 チーム スクアドラ
916 JB17452 島川 祐司 ｼﾏｶﾜ ﾕｳｼﾞ 大阪府 TEAM 闇練 MANA 大杉走輪
918 JB17448 石田 拓也 ｲｼﾀﾞ ﾀｸﾔ 大阪府 TEAM 闇練 MANA 大杉走輪
920 1201661 梶谷 明直 ｶｼﾞﾀﾆ ｱｷﾅｵ 岡山県 ﾁｰﾑ 岡山
922 JB17022 車谷 凌 ｸﾙﾏﾀﾆ ﾘｮｳ － Team Kermis Cross
924 JB17455 木野 恵太 ｷﾉ ｹｲﾀ 和歌山 TEAM SANREMO
926 1500245 金子 和裕 ｶﾈｺ ｶｽﾞﾋﾛ 石川県 TEAM MODENA
928 1600688 小林 康博 ｺﾊﾞﾔｼ ﾔｽﾋﾛ 石川県 TEAM MODENA
930 JB17042 永吉 篤也 ﾅｶﾞﾖｼ ｱﾂﾔ 愛知県 DESTRA
932 1600857 近藤 大稀 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀﾞｲｷ 愛知県 TRAILBLAZER
934 1301676 上羽 拓郎 ｳｴﾊﾞ ﾀｸﾛｳ 兵庫県 TRAILBLAZER
936 1000167 小杉 亮太 ｺｽｷﾞ ﾘｮｳﾀ 石川県 トンデモクラブ ＣＳＫＡＧＡ
938 1600580 中野 智弘 ﾅｶﾉ ﾄﾓﾋﾛ 大阪府 ナカガワＡＳ・Ｋʼデザイン
940 JB17087 冨永 敬亮 ﾄﾐﾅｶﾞ ｹｲｽｹ 奈良県 奈良キタサイクル まほロバRC
942 JB17136 金子 隆亮 ｶﾈｺ ﾘｭｳｽｹ 大阪府 ネクストリーム・うどん虹や
944 JB17133 井手 道康 ｲﾃﾞ ﾐﾁﾔｽ 愛知県 ネクストリーム・うどん虹や
946 0301073 池浦 雄一 ｲｹｳﾗ ﾕｳｲﾁ 大阪府 パナソニックレーシング
948 1602429 川嶋 祐紀 ｶﾜｼﾏ ﾕｳｷ 和歌山 FortunaTredici
950 1400869 塩谷 真一朗 ｼｵﾀﾆ ｼﾝｲﾁﾛｳ 大阪府 FortunaTredici
952 1000134 北村 智昭 ｷﾀﾑﾗ ﾄﾓｱｷ 京都府 masahikomifune.com CyclingTeam
954 1301092 中村 紘基 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛｷ 静岡県 ミソノイレーシングチーム
956 1502791 小松 竜太 ｺﾏﾂ ﾁｭｳﾀ 京都府 モジュマ  エリアゼロナナゴ
958 1600517 清水 寧久 ｼﾐｽﾞ ﾔｽﾋｻ 奈良県 EURO-WORKS Racing
960 JB17035 勝水 拓也 ｶﾂﾐｽﾞ ﾀｸﾔ 奈良県 EURO-WORKS Racing
962 1500895 藤原 禎之 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾖｼﾕｷ 兵庫県 Life Ride
964 JB17212 近藤 亮 ｺﾝﾄﾞｳ ﾘｮｳ 兵庫県 Life Ride
966 1600153 山名 拳太郎 ﾔﾏﾅ ｹﾝﾀﾛｳ 和歌山 LALPE KF RACING
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【クラスタ:F　レースレーティング:F】　10名　11:55スタート 2017.03.09
No. 選手ID 選手名 ｶﾅ 登録地 ﾁｰﾑ名
23 1402320 藤田 桃花 ﾌｼﾞﾀ ﾓﾓｶ 大阪府 VC VELOCE
56 JB17131 大橋 弘子 ｵｵﾊｼ ﾋﾛｺ 大阪府 ZIPPY CYCLE CLUB
77 1301657 仲村 陽子 ﾅｶﾑﾗ ﾖｳｺ 沖縄県 竹芝サイクルレーシング
82 1500022 安藤 奏子 ｱﾝﾄﾞｳ ｶﾅｺ 大阪府 チーム スクアドラ
91 1401321 根岸 恵美 ﾈｷﾞｼ ｴﾐ 岡山県 ﾁｰﾑ 岡山
93 JB17019 明本 舞帆 ｱｹﾓﾄ ﾏﾎ 広島県 Team Kermis Cross
107 1600366 遠松 純子 ﾄｵﾏﾂ ｼﾞｭﾝｺ 愛知県 DESTRA
160 1201916 矢野 智子 ﾔﾉ ﾄﾓｺ 京都府 モジュマ  エリアゼロナナゴ
162 1301359 棟近 陽子 ﾑﾈﾁｶ ﾖｳｺ 奈良県 EURO-WORKS Racing
164 1500188 原田 悦子 ﾊﾗﾀﾞ ｴﾂｺ 徳島県 UNIVERS
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