
【クラスタ：E1　レースレーティング：B】　94名 2017.05.08

No. 選手ID 選手名 ｶﾅ 登録地 ﾁｰﾑ名
2 0601352 織田 聖 ｵﾀﾞ ﾋｼﾞﾘ 埼玉県 弱虫ペダル サイクリングチーム

3 0800607 前田 公平 ﾏｴﾀﾞ ｺｳﾍｲ 東京都 弱虫ペダル サイクリングチーム

4 0600054 大場 政登志 ｵｵﾊﾞ ﾏｻﾄｼ 茨城県 弱虫ペダル サイクリングチーム

5 1001103 長塚 寿生 ﾅｶﾞﾂｶ ﾄｼｷ 茨城県 弱虫ペダル サイクリングチーム

6 1401373 飯田 千暁 ｲｲﾀﾞ ﾁｱｷ 神奈川 弱虫ペダル サイクリングチーム

8 1001217 岩本 将平 ｲﾜﾓﾄ ｼｮｳﾍｲ 神奈川 アーティファクトレーシングチーム

9 0700592 辻本 尚希 ﾂｼﾞﾓﾄ ﾅｵｷ 東京都 AVENTURA AIKOH VICTORIA RACING

10 0701310 管 洋介 ｽｶﾞ ﾖｳｽｹ 茨城県 AVENTURA AIKOH VICTORIA RACING

11 1200107 矢野 和也 ﾔﾉ ｶｽﾞﾔ 神奈川 AVENTURA AIKOH VICTORIA RACING

13 1401954 須崎 尚樹 ｽｻｷ ﾅｵｷ 東京都 ACQUA TAMA

22 1500107 田中 正浩 ﾀﾅｶ ﾏｻﾋﾛ 埼玉県 イナーメ信濃山形-EFT

29 0601273 松木 健治 ﾏﾂｷ ｹﾝｼﾞ 大阪府 VC VELOCE

31 9700734 井上 登士哉 ｲﾉｳｴ ﾄｼﾔ 愛媛県 VC VELOCE

39 1300543 宮前 昭宏 ﾐﾔﾏｴ ｱｷﾋﾛ 大阪府 VC VELOCE

52 1300268 東 智博 ﾋｶﾞｼ ﾄﾓﾋﾛ 東京都 MKⅢ

60 1000909 阿部 耕一 ｱﾍﾞ ｺｳｲﾁ 栃木県 OYAMA STARPLEX

61 0301731 金田 一 ｶﾈﾀﾞ ﾊｼﾞﾒ 茨城県 OYAMA STARPLEX

62 1200344 海老沼 武志 ｴﾋﾞﾇﾏ ﾀｹｼ 栃木県 OYAMA STARPLEX

73 9900113 高橋 利明 ﾀｶﾊｼ ﾄｼｱｷ 茨城県 GROWING Racing Team

74 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

81 1400191 植田 春樹 ｳｴﾀﾞ ﾊﾙｷ 埼玉県 コムリン 

84 0801856 小野 琢万 ｵﾉ ﾀｸﾏ 埼玉県 サイクルフリーダム・レーシング

89 0001698 福原 大 ﾌｸﾊﾗ ﾀﾞｲ 埼玉県 サイタマサイクルプロジェクト

90 1402160 富元 久雄 ﾄﾐﾓﾄ ﾋｻｵ 埼玉県 サイタマサイクルプロジェクト

91 1201799 関根 啓総 ｾｷﾈ ﾋﾛﾐﾁ 埼玉県 サイタマサイクルプロジェクト

95 0901458 尾形 尚紀 ｵｶﾞﾀ ﾅｵｷ 北海道 サイタマサイクルプロジェクト

103 1001777 伊藤 晋一 ｲﾄｳ ｼﾝｲﾁ 神奈川 G.S.POSITIVO

105 1301407 山崎 昌宣 ﾔﾏｻﾞｷ ｱｷﾉﾘ 大阪府 CWASPアタリ前田

112 1200347 小松 理 ｺﾏﾂ ｵｻﾑ 栃木県 じてんしゃの杜

113 1500114 田口 紀昭 ﾀｸﾞﾁ ﾉﾘｱｷ 埼玉県 シャークアイランド

114 1500153 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

115 1300487 山本 敦 ﾔﾏﾓﾄ ｱﾂｼ 神奈川 湘南ベルマーレサイクルクラブ

116 1301694 小貫 智紀 ｵﾇｷ ﾄﾓﾉﾘ 神奈川 湘南ベルマーレサイクルクラブ

124 0400358 鈴木 大忠 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾀﾀﾞ 群馬県 ＳＵＢＡＲＵ ＲＴ

126 1600068 中川 直樹 ﾅｶｶﾞﾜ ﾅｵｷ 静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

127 1502369 高村 昌克 ﾀｶﾑﾗ ﾏｻｶﾂ 静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

128 1301588 大杉 直敬 ｵｵｽｷﾞ ﾅｵﾀｶ 静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

136 0001593 杉本 敦志 ｽｷﾞﾓﾄ ｱﾂｼ 静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

140 1600292 鴨下 拓弥 ｶﾓｼﾀ ﾀｸﾔ 東京都 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ

141 1301936 野中 秀樹 ﾉﾅｶ ﾋﾃﾞｷ 東京都 セオレーシング

142 9901846 大倉 健一 ｵｵｸﾗ ｹﾝｲﾁ 東京都 セオレーシング

143 1101927 小倉 秀彦 ｵｸﾞﾗ ﾋﾃﾞﾋｺ 東京都 セオレーシング

161 1200070 阿部 直英 ｱﾍﾞ ﾅｵﾋﾃﾞ 神奈川 竹芝サイクルレーシング

163 1401689 加藤 淳一 ｶﾄｳ ｼﾞｭﾝｲﾁ 神奈川 竹芝サイクルレーシング

169 1502398 田渕 君幸 ﾀﾌﾞﾁ ｷﾐﾕｷ 東京都 Team UKYO Reve

172 1301908 山口 和来 ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｽﾞｷ 東京都 Team UKYO Reve
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173 1300264 中川 祐輝 ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳｷ 東京都 Team UKYO Reve

191 1200454 布施 利実 ﾌｾ ﾄｼﾐ 埼玉県 TEAM SANREMO

204 0400538 嶌田 義明 ｼﾏﾀﾞ ﾖｼｱｷ 東京都 TEAM YOU CAN

215 0301329 柴田 哲裕 ｼﾊﾞﾀ ｱｷﾋﾛ 東京都 チバポンズ

222 1201709 川瀬 章史 ｶﾜｾ ｱｷﾌﾐ 愛知県 DESTRA

224 0000251 佐々木 健 ｻｻｷ ﾀｹｼ 愛知県 天狗党

225 1300379 棚橋 峻也 ﾀﾅﾊｼ ｼｭﾝﾔ 愛知県 天狗党

227 1201705 中屋 貴義 ﾅｶﾔ ﾀｶﾖｼ 高知県 徳島サイクルレーシング

234 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

235 1000395 岡部 健太郎 ｵｶﾍﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 東京都 なるしまフレンド

237 1500427 松井 敏文 ﾏﾂｲ ﾄｼﾌﾐ 栃木県 なるしまフレンド

260 0701060 増田 輝之 ﾏｽﾀﾞ ﾃﾙﾕｷ 千葉県 FAST LANE Racing

262 1200080 加藤 周作 ｶﾄｳ ｼｭｳｻｸ 神奈川 FAST LANE Racing

263 1000397 清水 洋一 ｼﾐｽﾞ ﾖｳｲﾁ 東京都 FAST LANE Racing

265 1200071 原 拓 ﾊﾗ ﾀｸ 神奈川 FAST LANE Racing

271 1500271 石渡 誠一 ｲｼﾜﾀﾘ ｾｲｲﾁ 神奈川 フィッツ

273 1500217 八幡 光哉 ﾔﾊﾀ ﾐﾂﾔ 東京都 FORCE

274 1500192 白井 真人 ｼﾗｲ ﾏｻﾄ 東京都 FORCE

275 1400141 長妻 暁 ﾅｶﾞﾂﾏ ｱｷﾗ 神奈川 FORCE

279 1400265 野宮 一朗 ﾉﾐﾔ ｲﾁﾛｳ 栃木県 ブラウ・ブリッツェン

280 1600413 長田 華山 ﾅｶﾞﾀ ｶｻﾞﾝ 栃木県 ブラウ・ブリッツェン

281 1001579 若林 幹夫 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾐｷｵ 栃木県 ブラウ・ブリッツェン

290 1100461 湯浦 裕貴 ﾕｳﾗ ﾔｽﾀｶ 愛知県 BREZZA-KAMIHAGI

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

313 0900441 所司 純一 ｼｮｼ ｼﾞｭﾝｲﾁ 京都府 モジュマ  エリアゼロナナゴ

319 1401791 本田 峻大 ﾎﾝﾀﾞ ｼｭﾝﾀ 東京都 山口県自転車競技連盟

324 1100076 角田 光隆 ｽﾐﾀﾞ ﾐﾂﾀｶ 奈良県 EURO-WORKS Racing

327 1101449 大津 将史 ｵｵﾂ ﾏｻｼ 茨城県 Unity

328 1400148 福田 圭晃 ﾌｸﾀﾞ ﾖｼｱｷ 神奈川 横浜高校自転車競技部

332 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

334 0300866 渡邉 正光 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾐﾂ 福島県 LinkTOHOKU

335 1400132 半澤 雄高 ﾊﾝｻﾞﾜ ﾕﾀｶ 東京都 LinkTOHOKU

336 1402184 岩崎 晶雲 ｲﾜｻｷ ｼｮｳｳﾝ 福島県 LinkTOHOKU

340 1402036 森田 裕紀 ﾓﾘﾀ ﾋﾛﾉﾘ 茨城県 LinkTOHOKU

343 1100040 小山 洋平 ｺﾔﾏ ﾖｳﾍｲ 神奈川 Racing CUBE

348 0901763 高橋 誠 ﾀｶﾊｼ ﾏｺﾄ 埼玉県 Roppongi Express

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

356 1400096 雑賀 大輔 ｻｲｶ ﾀﾞｲｽｹ 千葉県 湾岸サイクリング・ユナイテッド

357 1300216 石橋 利晃 ｲｼﾊﾞｼ ﾄｼｱｷ 千葉県 湾岸サイクリング・ユナイテッド

358 1101715 飯嶋 睦 ｲｲｼﾞﾏ ﾑﾂﾐ 千葉県 湾岸サイクリング・ユナイテッド

359 1500258 前川 太一 ﾏｴｶﾜ ﾀｲﾁ 千葉県 湾岸サイクリング・ユナイテッド

360 1500253 石塚 将人 ｲｼｽﾞｶ ﾏｻﾄ 千葉県 湾岸サイクリング・ユナイテッド

361 0500821 山口 史明 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾌﾐｱｷ 千葉県 湾岸サイクリング・ユナイテッド

362 1400095 土屋 幸生 ﾂﾁﾔ ﾕｷｵ 千葉県 湾岸サイクリング・ユナイテッド

364 1500421 佐藤 忠則 ｻﾄｳ ﾀﾀﾞﾉﾘ 栃木県 湾岸サイクリング・ユナイテッド

366 1500261 村口 裕樹 ﾑﾗｸﾞﾁ ﾕｳｷ 千葉県 湾岸サイクリング・ユナイテッド

370 1700238 武井 裕 ﾀｹｲ ﾕｳ 神奈川 アーティファクトレーシングチーム
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【クラスタ：E2　レースレーティング：C】　87名 2017.05.08

No. 選手ID 選手名 ｶﾅ 登録地 ﾁｰﾑ名
401 1502696 三平 隆文 ﾐﾋﾗ ﾀｶﾌﾐ 神奈川 アーティファクトレーシングチーム

407 0800592 岡 泰誠 ｵｶ ﾔｽﾏｻ 茨城県 イナーメ信濃山形-EFT

408 1602034 松井 大輝 ﾏﾂｲ ﾀﾞｲｷ 茨城県 ウィンディー筑波

410 1501424 菅谷 照生 ｽｶﾞﾔ ﾃﾙｷ 山梨県 GROWING Racing Team

411 1600308 大内 淳司 ｵｵｳﾁ ｱﾂｼ 茨城県 GROWING Racing Team

412 1600679 谷脇 正一 ﾀﾆﾜｷ ﾏｻｶｽﾞ 千葉県 サイクルフリーダム・レーシング

413 1600681 蒲山 裕起 ｶﾊﾞﾔﾏ ﾕｳｷ 千葉県 サイクルフリーダム・レーシング

414 1500311 番場 慶太郎 ﾊﾞﾝﾊﾞ ｹｲﾀﾛｳ 千葉県 シャークアイランド

415 1500111 中村 義之 ﾅｶﾑﾗ ﾖｼﾕｷ 埼玉県 シャークアイランド

416 1700492 柴野 剛永 ｼﾊﾞﾉ ﾀｶﾉﾘ 埼玉県 シャークアイランド

417 0901784 梅野 優哉 ｳﾒﾉ ﾏｻﾔ 東京都 SQUADRA CORSE cicli HIDE

418 1400016 新谷 和洋 ｼﾝﾀﾆ ｶｽﾞﾋﾛ 静岡県 Squadra di LAVORANTE

419 0400882 加賀 龍治 ｶｶﾞ ﾘｭｳｼﾞ 広島県 ＳＵＢＡＲＵ ＲＴ

420 0700302 米田 靖 ﾖﾈﾀﾞ ﾔｽｼ 千葉県 SPACE DEVOTION

421 1000237 臼井 康二 ｳｽｲ ｺｳｼﾞ 茨城県 SPACE DEVOTION

422 0900006 杉原 和剛 ｽｷﾞﾊﾗ ｶｽﾞﾋｻ 静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

423 0500062 平岡 恒哲 ﾋﾗｵｶ ﾂﾈｱｷ 静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

424 9701444 三宅 悟史 ﾐﾔｹ ｻﾄｼ 静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

425 1500424 小荷田 泰正 ｺﾆﾀ ﾔｽﾏｻ 東京都 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ

426 0601459 佐柄 勝弘 ｻｶﾞﾗ ｶﾂﾋﾛ 新潟県 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ

427 1600766 浜口 太志 ﾊﾏｸﾞﾁ ﾀｶﾕｷ 千葉県 セオレーシング

428 1600502 宮本 訓寛 ﾐﾔﾓﾄ ｸﾆﾋﾛ 大阪府 チーム スクアドラ

430 1200066 田中 啓太 ﾀﾅｶ ｹｲﾀ 神奈川 チーム・ウォークライド

431 1200538 平賀 康一 ﾋﾗｶﾞ ｺｳｲﾁ 東京都 Team CUORE

433 1300892 熊田 湧太 ｸﾏﾀﾞ ﾕｳﾀ 東京都 TEAM YOU CAN

434 1502790 村上 淳 ﾑﾗｶﾐ ｽﾅｵ 東京都 なるしまフレンド

435 1400422 川島 雅孝 ｶﾜｼﾏ ﾏｻﾀｶ 東京都 なるしまフレンド

436 1600258 永井 信義 ﾅｶﾞｲ ﾉﾌﾞﾖｼ 東京都 なるしまフレンド

438 1200039 今西 大地 ｲﾏﾆｼ ﾀﾞｲﾁ 東京都 パラティアムTOKYO

439 1200182 和田 省吾 ﾜﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ 東京都 Piacere YAMA Racing

441 1400727 杉本 浩 ｽｷﾞﾓﾄ ﾋﾛｼ 山梨県 FAST LANE Racing

442 9800367 吉川 勝 ﾖｼｶﾜ ﾏｻﾙ 茨城県 フィッツ

443 1600278 御堂 力哉 ﾐﾄﾞｳ ﾘｷﾔ 東京都 FORCE

444 1600244 野口 泰 ﾉｸﾞﾁ ﾔｽｼ 東京都 FORCE

445 1700557 松崎 琢仁 ﾏﾂｻﾞｷ ﾀｸﾐ 栃木県 ブラウ・ブリッツェン

446 1602084 海藤 颯 ｶｲﾄﾞｳ ﾊﾔﾃ 栃木県 ブラウ・ブリッツェン

447 1602074 半田 子竜 ﾊﾝﾀﾞ ｼﾘｭｳ 栃木県 ブラウ・ブリッツェン

448 1400772 宮田 琢視 ﾐﾔﾀ ﾀｸﾐ 栃木県 ブラウ・ブリッツェン

449 1600451 木村 紀仁 ｷﾑﾗ ﾉﾘﾋﾄ 栃木県 ブラウ・ブリッツェン

450 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

451 1600447 岡島 颯世 ｵｶｼﾞﾏ ﾊﾔｾ 栃木県 ブラウ・ブリッツェン

452 1500234 高橋 滉太郎 ﾀｶﾊｼ ｺｳﾀﾛｳ 東京都 Blanche Racing Team

453 1500415 島立 孫行 ｼﾏﾀﾞﾃ ﾏｺﾞﾕｷ 栃木県 Honda 栃木 JET

454 1200351 小峰 大丞 ｺﾐﾈ ﾀﾞｲｽｹ 栃木県 My Pace Cycling

455 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

456 1600287 宍戸 宗太 ｼｼﾄﾞ ｿｳﾀ 東京都 MIVRO
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457 1600304 神原 真人 ｶﾝﾊﾞﾗ ﾏｻﾄ 茨城県 Unity

458 1500648 福吉 紳悟 ﾌｸﾖｼ ｼﾝｺﾞ 神奈川 YOKOSUKA UNO RACING

459 0800449 鈴木 快彰 ｽｽﾞｷ ﾖｼｱｷ 神奈川 YOKOSUKA UNO RACING

460 1601996 香山 飛龍 ｶﾔﾏ ﾋﾘｭｳ 神奈川 横浜高校自転車競技部

461 1402251 白石 光 ｼﾗｲｼ ﾋｶﾙ 神奈川 横浜高校自転車競技部

462 1601523 橋本 優樹 ﾊｼﾓﾄ ﾕｳｷ 神奈川 横浜高校自転車競技部

463 0600125 岡野 賢司 ｵｶﾉ ｹﾝｼﾞ 栃木県 ﾘﾍﾞﾙﾀｽTOCHIGI BICYCLE CLUB

464 1000253 大島 繁 ｵｵｼﾏ ｼｹﾞﾙ 栃木県 ﾘﾍﾞﾙﾀｽTOCHIGI BICYCLE CLUB

465 1501559 高橋 幸也 ﾀｶﾊｼ ﾕｷﾔ 神奈川 Racing CUBE

466 1600247 竹花 和浩 ﾀｹﾊﾅ ｶｽﾞﾋﾛ 東京都 Ｙ’ｓ Ｒｏａｄ

467 1600460 乾 悟 ｲﾇｲ ｻﾄﾙ 千葉県 湾岸サイクリング・ユナイテッド

468 1500241 手柴 憲人 ﾃｼﾊﾞ ｹﾝﾄ 神奈川 アーティファクトレーシングチーム

469 1400425 相場 康雄 ｱｲﾊﾞ ﾔｽｵ 東京都 AVENTURA AIKOH VICTORIA RACING

470 1301128 小野寺 望 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾉｿﾞﾑ 東京都 VENTOS FRECCIA

471 1602211 永富 一騎 ﾅｶﾞﾄﾐ ｶｽﾞｷ 東京都 VENTOS FRECCIA

472 1601898 藤川 凌 ﾌｼﾞｶﾜ ﾘｮｳ 栃木県 FM730

473 1600467 岡田 優 ｵｶﾀﾞ ﾏｻﾙ 千葉県 オッティモ・JMSDF下総

474 1600469 泉山 淳 ｲｽﾞﾐﾔﾏ ｱﾂｼ 千葉県 オッティモ・JMSDF下総

475 1600450 上西 宏治 ｳｴﾆｼ ｺｳｼﾞ 千葉県 オッティモ・JMSDF下総

476 1500324 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

477 0600912 竹内 正宏 ﾀｹｳﾁ ﾏｻﾋﾛ 神奈川 たかだフレンドレーシング

478 9701343 向山 浩司 ﾑｺｳﾔﾏ ｺｳｼﾞ 東京都 Ｗ．Ｖ．ＯＴＡ-twin

479 1400088 中村 稔 ﾅｶﾑﾗ ﾐﾉﾙ 千葉県 TEAM GIRO 360

480 0800456 須佐 浩二 ｽｻ ｺｳｼﾞ 埼玉県 Ｔｅａｍ ＦＩＴＴＥ

481 1300368 関口 秀正 ｾｷｸﾞﾁ ﾋﾃﾞﾏｻ 栃木県 チバポンズ

482 0001419 江本 泰輔 ｴﾓﾄ ﾀｲｽｹ 東京都 なるしまフレンド

483 1502759 石神 宇 ｲｼｶﾞﾐ ﾀｶｼ 東京都 パラティアムTOKYO

484 1000400 小林 秀雄 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞｵ 東京都 FAST LANE Racing

485 1600445 平塚 佑亮 ﾋﾗﾂｶ ﾕｳｽｹ 栃木県 ブラウ・ブリッツェン

486 1300009 小池 悠介 ｺｲｹ ﾕｳｽｹ 静岡県 ブラウ・ブリッツェン

487 1600415 三浦 雅人 ﾐｳﾗ ﾏｻﾄ 栃木県 ブラウ・ブリッツェン

488 1500047 吉田 雅 ﾖｼﾀﾞ ﾏｻｼ 静岡県 ミソノイレーシングチーム

489 1402350 山倉 朋之 ﾔﾏｸﾗ ﾄﾓﾕｷ 茨城県 Unity

490 1602022 吉田 光希 ﾖｼﾀﾞ ｺｳｷ 神奈川 横浜高校自転車競技部

491 1600457 嶋津 翔天 ｼﾏﾂﾞ ｹﾝﾀ 千葉県 湾岸サイクリング・ユナイテッド

492 1600257 野口 直也 ﾉｸﾞﾁ ﾅｵﾔ 東京都 湾岸サイクリング・ユナイテッド

493 1600456 山崎 博志 ﾔﾏｻﾞｷ ﾋﾛｼ 千葉県 湾岸サイクリング・ユナイテッド

494 1500565 佐藤 圭司 ｻﾄｳ ｹｲｼﾞ 茨城県 湾岸サイクリング・ユナイテッド

495 1400618 関 隆芳 ｾｷ ﾀｶﾖｼ 茨城県 湾岸サイクリング・ユナイテッド

496 1600459 伊賀 幹 ｲｶﾞ ﾂﾖｼ 千葉県 湾岸サイクリング・ユナイテッド

497 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
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No. 選手ID 選手名 ｶﾅ 登録地 ﾁｰﾑ名
601 1700598 鎌田 真輝 ｶﾏﾀ ﾏｻﾊﾙ 東京都 アーティファクトレーシングチーム

602 1500232 本藤 俊介 ﾎﾝﾄﾞｳ ｼｭﾝｽｹ 東京都 アーティファクトレーシングチーム

603 1701048 韓 潤輝 ｶﾝ ｼﾞｭﾝｷ 神奈川 アーティファクトレーシングチーム

605 1602690 吉江 元 ﾖｼｴ ﾊｼﾞﾒ 茨城県 イナーメ信濃山形-EFT

606 0600981 篠原 徹 ｼﾉﾊﾗ ﾄｵﾙ 茨城県 イナーメ信濃山形-EFT

607 1700517 篠田 淳史 ｼﾉﾀﾞ ｱﾂｼ 愛知県 インパルス

608 1700412 廣政 哲治 ﾋﾛﾏｻ ﾃﾂｼﾞ 神奈川 ＶＩＶＡ☆ＺＡＰＰＥＩ極

609 1701057 土屋 光城 ﾂﾁﾔ ﾐﾂｼﾛ 神奈川 ＶＩＶＡ☆ＺＡＰＰＥＩ極

610 1700730 櫻井 駿太郎 ｻｸﾗｲ ｼｭﾝﾀﾛｳ 千葉県 ウィンディー筑波

611 1602676 原田 敬文 ﾊﾗﾀﾞ ﾀｶﾌﾐ 東京都 VENTOS FRECCIA

613 1700553 清水 晃生 ｼﾐｽﾞ ｱｷｵ 栃木県 FM730

614 1700548 石川 遼 ｲｼｶﾜ ﾘｮｳ 栃木県 FM730

615 1700547 森 紀侑 ﾓﾘ ﾉﾘﾕｷ 栃木県 FM730

616 1700545 大岩 充 ｵｵｲﾜ ﾐﾂﾙ 栃木県 FM730

617 1600570 佐藤 拓実 ｻﾄｳ ﾀｸﾐ 宮城県 エルドラード・エスペランサ

619 1700526 山崎 遼大 ﾔﾏｻﾞｷ ﾘﾖﾀ 栃木県 OYAMA STARPLEX

620 1700532 藤家 広大 ﾄｳｹ ｺｳﾀﾞｲ 栃木県 OYAMA STARPLEX

621 1001243 坂本 真吾 ｻｶﾓﾄ ｼﾝｺﾞ 栃木県 OYAMA STARPLEX

622 1602266 須藤 実 ｽﾄﾞｳ ﾐﾉﾙ 福島県 グランディヴェルレーシングチーム

623 1602425 大和田 伸一 ｵｵﾜﾀﾞ ｼﾝｲﾁ 茨城県 GROWING Racing Team

625 1700699 波田野 達 ﾊﾀﾉ ｲﾀﾙ 千葉県 サイクルフリーダム・レーシング

626 1600750 阿部 直幸 ｱﾍﾞ ﾅｵﾕｷ 神奈川 サイクルフリーダム・レーシング

627 1700696 西石垣 誠友 ﾆｼｲｼｶﾞｷ ｾｲﾕｳ 千葉県 サイクルフリーダム・レーシング

628 1700489 井出 貴士 ｲﾃﾞ ﾀｶｼ 埼玉県 サイタマサイクルプロジェクト

629 1700502 鷲野 向一 ﾜｼﾉ ｺｳｲﾁ 埼玉県 彩北ツブラーゼ

630 1402361 鳥屋部 樹 ﾄﾘﾔﾍﾞ ﾀﾂﾙ 埼玉県 彩北ツブラーゼ

631 1700503 川久保 大海 ｶﾜｸﾎﾞ ﾋﾛﾐ 埼玉県 彩北ツブラーゼ

632 1700500 津留 規彰 ﾂﾙ ﾉﾘｱｷ 埼玉県 彩北ツブラーゼ

633 1602630 石塚 優太 ｲｼﾂﾞｶ ﾕｳﾀ 埼玉県 彩北ツブラーゼ

634 1700210 皆川 孝 ﾐﾅｶﾞﾜ ﾀｶｼ 新潟県 サガミレーシング

635 1500121 和田 健二 ﾜﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 埼玉県 シャークアイランド

636 1700506 新井 学 ｱﾗｲ ﾏﾅﾌﾞ 埼玉県 シャークアイランド

637 1600227 市川 俊哉 ｲﾁｶﾜ ﾄｼﾔ 東京都 シャークアイランド

638 1600063 古林 宏仁 ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳｼﾞ 静岡県 Squadra di LAVORANTE

639 1700067 鈴木 健太 ｽｽﾞｷ ｹﾝﾀ 静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

640 1500678 田中 英祐 ﾀﾅｶ ｴｲｽｹ 東京都 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ

641 1200439 古東 克敏 ｺﾄｳ ｶﾂﾄｼ 千葉県 セオレーシング

642 1700604 今井 雄一 ｲﾏｲ ﾕｳｲﾁ 東京都 Team 自転車処 風輪

643 1700702 峯岸 佑太 ﾐﾈｷﾞｼ ﾕｳﾀ 千葉県 Team 自転車処 風輪

644 0401240 松橋 慶太郎 ﾏﾂﾊｼ ｹｲﾀﾛｳ 東京都 Team 自転車処 風輪

645 1600206 福田 雄斗 ﾌｸﾀﾞ ﾕｳﾄ 神奈川 Team BFY Racing

646 1602598 玉田 旭 ﾀﾏﾀﾞ ｱｷﾗ 東京都 チーム　アベノバ

647 1500280 安江 拓馬 ﾔｽｴ ﾀｸﾏ 神奈川 Team ARI

649 1700273 齋藤 健太朗 ｻｲﾄｳ ｹﾝﾀﾛｳ 神奈川 チーム・ウォークライド

650 0600985 二階堂 尚志 ﾆｶｲﾄﾞｳ ﾀｶｼ 神奈川 チーム・ウォークライド

651 1602381 山尾 佳人 ﾔﾏｵ ﾖｼﾋﾄ 福岡県 Team Kermis Cross

第2回 JBCF ブルー クリテリウム in 鴨川
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652 1502430 岡野 輝 ｵｶﾉ ｱｷﾗ 千葉県 TEAM GIRO 360

653 1400091 谷延 大二朗 ﾀﾆﾉﾌﾞ ﾀﾞｲｼﾞﾛｳ 千葉県 TEAM GIRO 360

654 1700690 村山 悠平 ﾑﾗﾔﾏ ﾕｳﾍｲ 千葉県 TEAM GIRO 360

655 1500650 高田 昌秀 ﾀｶﾀﾞ ﾖｼﾋﾃﾞ 奈良県 Team まんま

656 1601955 本間 豪紀 ﾎﾝﾏ ﾋﾃﾞﾄｼ 東京都 NAK Racing

657 1600254 佐々木 智史 ｻｻｷ ｻﾄｼ 東京都 なるしまフレンド

658 1600267 諸田　 昌平 ﾓﾛﾀﾞ ｼｮｳﾍｲ 東京都 なるしまフレンド

659 1600645 高森 史弥 ﾀｶﾓﾘ ﾌﾐﾋﾛ 神奈川 HAMMER!!BROS

660 1502722 山本 康雄 ﾔﾏﾓﾄ ﾔｽｵ 神奈川 パラティアムTOKYO

661 1502717 大川 和哉 ｵｵｶﾜ ｶｽﾞﾔ 東京都 パラティアムTOKYO

662 1502714 武藤 圭吾 ﾑﾄｳ ｹｲｺﾞ 東京都 パラティアムTOKYO

663 1300884 大竹 政慶 ｵｵﾀｹ ﾏｻﾖｼ 東京都 Piacere YAMA Racing

664 1500713 鈴木 進之介 ｽｽﾞｷ ｼﾝﾉｽｹ 千葉県 BMレーシングZUNOW

665 1700242 梅津 祐希 ｳﾒﾂ ﾕｳｷ 東京都 BICI CERCATORE

666 1000211 馬場 克行 ﾊﾞﾊﾞ ｶﾂﾕｷ 神奈川 HIRAKO.mode

667 1600226 田中 雄介 ﾀﾅｶ ﾕｳｽｹ 東京都 FORCE

669 1700566 早津 大輔 ﾊﾔﾂ ﾀﾞｲｽｹ 栃木県 ブラウ・ブリッツェン

670 1500419 菊地 優斗 ｷｸﾁ ﾕｳﾄ 栃木県 ブラウ・ブリッツェン

671 1700556 浅野 涼太 ｱｻﾉ ﾘｮｳﾀ 栃木県 ブラウ・ブリッツェン

672 1700563 酒井 舜 ｻｶｲ ｼｭﾝ 栃木県 ブラウ・ブリッツェン

673 1301393 森 光流 ﾓﾘ ﾋｶﾙ 千葉県 Blanche Racing Team

674 1600667 名渕 光希 ﾅﾌﾞﾁ ｺｳｷ 栃木県 Honda 栃木 JET

675 0900835 石渕 哲 ｲｼﾌﾞﾁ ｻﾄｼ 茨城県 Honda 栃木 JET

676 1400135 川島 健人 ｶﾜｼﾏ ｹﾝﾄ 神奈川 MIVRO

677 1602681 原田 裕貴 ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾛｷ 神奈川 YOKOSUKA UNO RACING

678 1602023 徳山 見晴 ﾄｸﾔﾏ ﾐﾊﾙ 神奈川 横浜高校自転車競技部

679 1502111 相原 晴一朗　 ｱｲﾊﾗ ｾｲｲﾁﾛｳ 神奈川 横浜高校自転車競技部

680 1502178 赤荻 秀弥 ｱｶｵｷﾞ ｼｭｳﾔ 栃木県 弱虫ペダル サイクリングチーム

681 9702882 吉池 司 ﾖｼｲｹ ﾂｶｻ 神奈川 Racing CUBE

682 1700610 菊川 実紀 ｷｸｶﾞﾜ ﾐﾉﾘ 東京都 Roppongi Express

683 JB17551 板橋 聡 ｲﾀﾊﾞｼ ｻﾄﾙ 東京都 Roppongi Express

684 1301739 福山 碧斗 ﾌｸﾔﾏ ｱｵﾄ 東京都 湾岸サイクリング・ユナイテッド

685 1400094 小田島 篤 ｵﾀﾞｼﾏ ｱﾂｼ 千葉県 湾岸サイクリング・ユナイテッド

686 1700694 瀬尾 幸太郎 ｾｵ ｺｳﾀﾛｳ 千葉県 湾岸サイクリング・ユナイテッド

690 1602419 高橋 伸明 ﾀｶﾊｼ ﾉﾌﾞｱｷ 茨城県 イナーメ信濃山形-EFT

691 1502723 石森 充昭 ｲｼﾓﾘ ﾐﾂｱｷ 神奈川 イナーメ信濃山形-EFT

692 1700612 田中 兼太郎 ﾀﾅｶ ｹﾝﾀﾛｳ 東京都 ＶＩＶＡ☆ＺＡＰＰＥＩ極

693 1700859 丸山 孝行 ﾏﾙﾔﾏ ﾀｶﾕｷ 茨城県 ウィンディー筑波

694 1701431 鈴木 雄介 ｽｽﾞｷ ﾕｳｽｹ 千葉県 EXTENDED VAX SAYAMA

695 1700855 武笠 展大 ﾑｶｻ ﾉﾌﾞﾋﾛ 茨城県 エクストリームつくば

696 JB17204 香取 幸輔 ｶﾄﾘ ｺｳｽｹ － エクストリームつくば

697 1100486 本図 範夫 ﾓﾄｽﾞ ﾉﾘｵ 千葉県 オッティモ・JMSDF下総

698 1500274 大石 尚広 ｵｵｲｼ ﾅｵﾋﾛ 千葉県 オッティモ・JMSDF下総

699 1402287 井上 陽二郎 ｲﾉｳｴ ﾖｳｼﾞﾛｳ 東京都 GYOTOKU TEAM OF RACING

700 1601982 櫻井 秀治 ｻｸﾗｲ ﾋﾃﾞﾊﾙ 東京都 グランディヴェルレーシングチーム

701 1500222 斉藤 茂 ｻｲﾄｳ ｼｹﾞﾙ 東京都 コムリン 

702 1400179 大内 貴勝 ｵｵｳﾁ ﾖｼｶﾂ 埼玉県 コムリン 

703 1600170 黒澤 涼太 ｸﾛｻﾜ ﾘｮｳﾀ 埼玉県 彩北ツブラーゼ

704 0400436 大浜 雅宏 ｵｵﾊﾏ ﾏｻﾋﾛ 埼玉県 彩北ツブラーゼ
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705 1700795 加藤 将望 ｶﾄｳ ﾏｻﾐ 埼玉県 シャークアイランド

706 1700247 倉持 遥希 ｸﾗﾓﾁ ﾊﾙｷ 東京都 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ

707 1500305 下道 隆二 ｼﾀﾐﾁ ﾘｭｳｼﾞ 千葉県 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ

708 1401674 檜村 奏太 ﾋﾑﾗ ｿｳﾀ 東京都 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ

709 1600255 稲葉 翔太 ｲﾅﾊﾞ ｼｮｳﾀ 東京都 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ

710 1600749 茂呂 佳名人 ﾓﾛ ｶﾅﾄ 東京都 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ

711 1601004 佐藤 大志 ｻﾄｳ ﾋﾛｼ 長野県 スワコレーシングチーム

712 1601005 佐藤 宇志 ｻﾄｳ ﾀｶｼ 長野県 スワコレーシングチーム

713 1700704 倉持 和弘 ｸﾗﾓﾁ ｶｽﾞﾋﾛ 千葉県 Team 自転車処 風輪

714 1700700 日暮 将和 ﾋｸﾞﾗｼ ﾏｻｶｽﾞ 千葉県 Team 自転車処 風輪

715 1600295 佐藤 裕太 ｻﾄｳ ﾕｳﾀ 東京都 TEAM YOU CAN

716 1001867 小松 幸一 ｺﾏﾂ ｺｳｲﾁ 埼玉県 チバポンズ

717 1500220 楫取 正智 ｶｼﾞﾄﾘ ﾏｻﾉﾘ 東京都 なるしまフレンド

718 JB17563 田村 元厚 ﾀﾑﾗ ﾕｷｱﾂ 東京都 FORCE

719 1700565 本田 将矢 ﾎﾝﾀﾞ ﾏｻﾔ 栃木県 ブラウ・ブリッツェン

720 1501749 渡辺 智則 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓﾉﾘ 千葉県 Blanche Racing Team

721 1600764 大澤 勇 ｵｵｻﾜ ｲｻﾑ 千葉県 Blanche Racing Team

722 1600765 永田 豪 ﾅｶﾞﾀ ｺﾞｳ 千葉県 Blanche Racing Team

723 1400147 廣勢 翔太 ﾋﾛｾ ｼｮｳﾀ 愛媛県 Blanche Racing Team

724 1401772 今村 友紀 ｲﾏﾑﾗ ﾄﾓｷ 神奈川 Pedalist

725 1600485 皆川 大希 ﾐﾅｶﾞﾜ ﾀｲｷ 千葉県 Honda 栃木 JET

726 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

727 1600314 磯崎 直樹 ｲｿｻﾞｷ ﾅｵｷ 茨城県 Unity

728 1501094 長澤 和樹 ﾅｶﾞｻﾜ ｶｽﾞｷ 神奈川 YOKOSUKA UNO RACING

729 1500238 五十嵐 洸太 ｲｶﾗｼ ｺｳﾀ 神奈川 横浜高校自転車競技部

730 1601769 長谷川 晃央 ﾊｾｶﾞﾜ ｱｷｵ 北海道 立教大学自転車競技部

731 1601951 篠山 昴平 ｼﾉﾔﾏ ｺｳﾍｲ 東京都 立教大学自転車競技部

732 1000754 橘田 和樹 ｷｯﾀ ｶｽﾞｷ 埼玉県 立教大学自転車競技部

733 1700421 加藤 隆秀 ｶﾄｳ ﾀｶﾋﾃﾞ 神奈川 Racing CUBE

734 1601337 中山 風 ﾅｶﾔﾏ ﾌｳ 神奈川 Racing CUBE

735 1700235 荒川 進之佑 ｱﾗｶﾜ ｼﾝﾉｽｹ 神奈川 Racing CUBE

736 0801516 福田 昌弘 ﾌｸﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 東京都 Roppongi Express

737 1700695 小川 亮 ｵｶﾞﾜ ﾘｮｳ 千葉県 湾岸サイクリング・ユナイテッド

738 1601910 関野 匠 ｾｷﾉ ﾀｸﾐ 茨城県 エクストリームつくば
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【クラスタ：F　レースレーティング：F】　19名 2017.05.08

No. 選手ID 選手名 ｶﾅ 登録地 ﾁｰﾑ名
1 9701485 唐見 実世子 ｶﾗﾐ ﾐﾖｺ 茨城県 弱虫ペダル サイクリングチーム

3 1201405 樫木 祥子 ｶｼｷ ｼｮｳｺ 東京都 AVENTURA AIKOH VICTORIA RACING

4 1502376 西川 沙代子 ﾆｼｶﾜ ｻﾖｺ 神奈川 AVENTURA AIKOH VICTORIA RACING

8 1100205 高橋 瑞恵 ﾀｶﾊｼ ﾐｽﾞｴ 埼玉県 イナーメ信濃山形-F

41 1502516 八木沼 侑香 ﾔｷﾞﾇﾏ ﾕｶ 茨城県 GROWING Racing Team

45 1700745 西倉 陽子 ﾆｼｸﾗ ﾖｳｺ 埼玉県 サイタマサイクルプロジェクト

57 1500315 番場 しおり ﾊﾞﾝﾊﾞ ｼｵﾘ 千葉県 シャークアイランド

58 1500149 島崎 典子 ｼﾏｻﾞｷ ﾉﾘｺ 埼玉県 シャークアイランド

59 1402101 田島 洋子 ﾀｼﾞﾏ ﾖｳｺ 埼玉県 シャークアイランド

80 1700698 野崎 桃世 ﾉｻﾞｷ ﾓﾓﾖ 千葉県 Team 自転車処 風輪

103 1700639 山口 真未 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏﾐ 茨城県 チェリージャパン

150 1600453 新川 明子 ｼﾝｶﾜ ｱｷｺ 栃木県 ブラウ・ブリッツェン

151 1401255 田上 萌々子 ﾀﾉｳｴ ﾓﾓｺ 埼玉県 ブラウ・ブリッツェン

157 1201909 小田 恵利花 ｵﾀﾞ ｴﾘｶ 東京都 Honda 栃木

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

165 1402074 大堀 博美 ｵｵﾎﾘ ﾋﾛﾐ 神奈川 YOKOSUKA UNO RACING

169 1101522 伊藤 杏菜 ｲﾄｳ ｱﾝﾅ 愛知県 Live GARDEN BICI STELLE

170 0800184 福本 千佳 ﾌｸﾓﾄ ﾁｶ 大阪府 Live GARDEN BICI STELLE

第2回 JBCF ブルー クリテリウム in 鴨川
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