
【クラスタ：E1　レースレーティング：Bh 】 58名 2017.06.12

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

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

16 1200140 海保 洋平 ｶｲﾎ ﾖｳﾍｲ 千葉県 AQULS内房レーシング

17 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

24 0800429 菅根 利明 ｽｶﾞﾈ ﾄｼｱｷ 群馬県 イナーメ信濃山形-EFT

26 0400076 中井 光博 ﾅｶｲ ﾐﾂﾋﾛ 岐阜県 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

50 0700064 田崎 友康 ﾀｻﾞｷ ﾄﾓﾔｽ 新潟県 F(t)麒麟山 Racing

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

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

63 0200198 村田 隆 ﾑﾗﾀ ﾀｶｼ 長野県 快レーシング

64 0900227 鮎澤 誠治 ｱｲｻﾞﾜ ｾｲｼﾞ 長野県 快レーシング

68 1201718 金子 陽一 ｶﾈｺ ﾖｳｲﾁ 大阪府 CLOUD 9ers

69 1500607 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

71 1501884 大島 浩明 ｵｵｼﾏ ﾋﾛｱｷ 東京都 グランペールサイクリングチーム

72 0800118 岸本 侑大 ｷｼﾓﾄ ﾕｷﾋﾛ 茨城県 GROWING Racing Team

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

88 1300075 佐川 祐太 ｻｶﾞﾜ ﾕｳﾀ 埼玉県 サイタマサイクルプロジェクト

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

93 1600233 高橋 史朗 ﾀｶﾊｼ ｼﾛｳ 埼玉県 サイタマサイクルプロジェクト

104 1500362 星野 貴也 ﾎｼﾉ ﾀｶﾔ 群馬県 COW GUMMA

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

110 1200346 若松 武史 ﾜｶﾏﾂ ﾀｹｼ 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

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

125 1300015 藤田 康祐 ﾌｼﾞﾀ ｺｳｽｹ 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

130 1300031 増田 弘誠 ﾏｽﾀﾞ ﾋﾛﾅｶﾞ 静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

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

156 0301108 岩倉 航太郎 ｲﾜｸﾗ ｺｳﾀﾛｳ 神奈川 竹芝サイクルレーシング

164 1602082 宿谷 英男 ｼｭｸﾔ ﾋﾃﾞｵ 東京都 竹芝サイクルレーシング

173 1300264 中川 祐輝 ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳｷ 東京都 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

194 1101885 鶴田 和弘 ﾂﾙﾀ ｶｽﾞﾋﾛ 神奈川 チーム大永山

197 0600618 飯沼 誠憲 ｲｲﾇﾏ ﾏｻﾉﾘ 東京都 Ｔｅａｍ ＦＩＴＴＥ

213 0500689 伊藤 敦弘 ｲﾄｳ ｱﾂﾋﾛ 宮城県 チバポンズ

224 0000251 佐々木 健 ｻｻｷ ﾀｹｼ 愛知県 天狗党

261 1000071 古屋 穂高 ﾌﾙﾔ ﾎﾀﾞｶ 神奈川 FAST LANE Racing

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

294 1200649 野口 岳志 ﾉｸﾞﾁ ﾀｹｼ 長野県 ベロクラブ南信州

312 0600048 奥野 浩和 ｵｸﾉ ﾋﾛｶｽﾞ 大阪府 MUUR zero Velofutur

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

333 0600130 河合 玄太 ｶﾜｲ ｹﾞﾝﾀ 栃木県 ﾘﾍﾞﾙﾀｽTOCHIGI BICYCLE CLUB

336 1402184 岩崎 晶雲 ｲﾜｻｷ ｼｮｳｳﾝ 福島県 グランペールサイクリングチーム

337 0901037 高橋 義博 ﾀｶﾊｼ ﾖｼﾋﾛ 東京都 LinkTOHOKU

344 1100069 居鶴 悠史 ｲﾂﾞﾙ ﾕｳｼﾞ 埼玉県 Racing CUBE
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388 1600786 松田 健太 ﾏﾂﾀﾞ ｹﾝﾀ 神奈川 PHANTOM 湘南

389 1600449 柴沼 玄人 ｼﾊﾞﾇﾏ ｹﾞﾝﾄ 栃木県 ブラウ・ブリッツェン

395 1200156 天春 雄也 ｱﾏｶﾞｽ ﾕｳﾔ 三重県 MAX SPEED 97

408 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

409 1600569 松井 建太 ﾏﾂｲ ｹﾝﾀ 宮城県 エルドラード・エスペランサ

411 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
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【クラスタ：E2　レースレーティング：Ch 】 56名 2017.06.12

No. 選手ID 選手名 ｶﾅ 登録地 ﾁｰﾑ名
401 1400425 相場 康雄 ｱｲﾊﾞ ﾔｽｵ 東京都 AVENTURA AIKOH VICTORIA RACING

402 1300559 柴田 直樹 ｼﾊﾞﾀ ﾅｵｷ 長野県 イナーメ信濃山形-EFT

403 9701178 筧 五郎 ｶｹｲ ｺﾞﾛｳ 愛知県 イナーメ信濃山形-EFT

404 1200650 内河 慎吾 ｳﾁｶﾜ ｼﾝｺﾞ 長野県 イナーメ信濃山形-EFT

405 1101515 平田 匡史 ﾋﾗﾀ ﾏｻｼ 大阪府 VC VELOCE

407 0700279 松村 晃秀 ﾏﾂﾑﾗ ｱﾋﾋﾃﾞ 静岡県 CLUB viento

408 1000195 川上 晃史 ｶﾜｶﾐ ｺｳｼﾞ 愛知県 ｸﾗﾌﾞGiro

409 1501424 菅谷 照生 ｽｶﾞﾔ ﾃﾙｷ 山梨県 GROWING Racing Team

410 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

411 1000362 村井 忠 ﾑﾗｲ ﾏｺﾄ 奈良県 ZAS　Racing

412 1000280 桑山 和也 ｸﾜﾔﾏ ｶｽﾞﾔ 大阪府 シマノドリンキング

413 9701960 森下 繁 ﾓﾘｼﾀ ｼｹﾞﾙ 大阪府 シマノドリンキング

414 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

415 1200606 門奈 芳生 ﾓﾝﾅ ﾖｼｵ 埼玉県 SQUADRA CORSE cicli HIDE

416 1300295 小林 成輔 ｺﾊﾞﾔｼ ｾｲｽｹ 東京都 ＳＵＢＡＲＵ ＲＴ

417 1200352 清野 淳 ｾｲﾉ ｱﾂｼ 群馬県 ＳＵＢＡＲＵ ＲＴ

418 0800041 大石 圭介 ｵｵｲｼ ｹｲｽｹ 静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

419 1100689 丸田 友之 ﾏﾙﾀ ﾄﾓﾕｷ 東京都 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ

420 0300140 佐藤 善大 ｻﾄｳ ﾖｼﾋﾛ 愛知県 SAUCE DEVELOPMENT

421 0901410 斉藤 英代 ｻｲﾄｳ ﾋﾃﾞｼﾛ 静岡県 竹芝サイクルレーシング

422 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

423 1500211 高橋 叶平 ﾀｶﾊｼ ｷｮｳﾍｲ 広島県 Team UKYO Reve

424 0800323 鈴木 亮 ｽｽﾞｷ ﾘｮｳ 東京都 Team UKYO Reve

425 0700203 大島 正義 ｵｵｼﾏ ﾏｻﾖｼ 大阪府 チーム スクアドラ

426 0700166 古野 修 ﾌﾙﾉ ｵｻﾑ 京都府 TEAM☆ルパン・ttm

427 0500321 江見 之広 ｴﾐ ﾕｷﾋﾛ 東京都 チーム オーベスト

428 1600439 前田 尚男 ﾏｴﾀﾞ ﾀｶｵ 山梨県 チーム・コバリン

429 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

430 1001926 谷名 修一 ﾀﾆﾅ ｼｭｳｲﾁ 京都府 チーム・シルクロード

431 1300204 岩崎 弘幸 ｲﾜｻｷ ﾋﾛﾕｷ 富山県 チーム ローマン

432 1100633 西村 幸大 ﾆｼﾑﾗ ｺｳﾀﾞｲ 愛知県 DENSO RACING

433 1400851 杉本 憲郎 ｽｷﾞﾓﾄ ﾉﾘｵ 石川県 トンデモクラブ ＣＳＫＡＧＡ

434 1300541 村田 哲寛 ﾑﾗﾀ ﾃﾂﾋﾛ 石川県 トンデモクラブ ＣＳＫＡＧＡ

435 0100197 辻本 勝彦 ﾂｼﾞﾓﾄ ｶﾂﾋｺ 石川県 トンデモクラブ ＣＳＫＡＧＡ

436 1700662 檜室 建斗 ﾋﾑﾛ ｹﾝﾄ 大阪府 ネクストリーム・うどん虹や

437 1400705 森野 裕太 ﾓﾘﾉ ﾕｳﾀ 山口県 ネクストリーム・うどん虹や

438 1600787 石原 智秀 ｲｼﾊﾗ ﾄﾓﾋﾃﾞ 神奈川 PHANTOM 湘南

439 1101171 藤崎 直哉 ﾌｼﾞｻｷ ﾅｵﾔ 神奈川 PHANTOM 湘南

440 1500775 中村 やすし ﾅｶﾑﾗ ﾔｽｼ 福岡県 VC Fukuoka 

441 9800367 吉川 勝 ﾖｼｶﾜ ﾏｻﾙ 茨城県 フィッツ

442 0500522 丹下 真人 ﾀﾝｹﾞ ﾏｻﾄ 滋賀県 ＦＵＫＡＤＡまじりんぐ

443 9701318 國吉 正紀 ｸﾆﾖｼ ﾏｻﾉﾘ 岐阜県 ＢＲＩＤＬＥＲ JD共済 OZ

445 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

446 1400772 宮田 琢視 ﾐﾔﾀ ﾀｸﾐ 栃木県 ブラウ・ブリッツェン

447 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

448 1600451 木村 紀仁 ｷﾑﾗ ﾉﾘﾋﾄ 栃木県 ブラウ・ブリッツェン

449 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

450 1400273 澤田 光 ｻﾜﾀﾞ ﾋｶﾙ 栃木県 ブラウ・ブリッツェン

451 1000278 毛受 直樹 ﾒﾝｼﾞｮｳ ﾅｵｷ 愛知県 PROJECT-Y  

452 1600066 佐々木 均 ｻｻｷ ﾋﾄｼ 広島県 voyAge cycling team

453 1502247 横手 徳広 ﾖｺﾃ ﾄｸﾋﾛ 広島県 voyAge cycling team
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454 0700612 中野 政彦 ﾅｶﾉ ﾏｻﾋｺ 大阪府 masahikomifune.com CyclingTeam

455 1100556 近藤 光明 ｺﾝﾄﾞｳ ﾃﾙｱｷ 徳島県 UNIVERS

457 1000471 大島 理彦 ｵｵｼﾏ ﾐﾁﾋｺ 長野県 ラヴニールあづみの

458 1301921 小島 大輝 ｺｼﾞﾏ ﾀﾞｲｷ 新潟県 Ｗ．Ｖ．ＯＴＡ-twin

459 1201190 神村 祐之介 ｶﾐﾑﾗ ﾕｳﾉｽｹ 静岡県 MUUR zero Velofutur
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【クラスタ：E3　レースレーティング：Dh 】 72名 2017.06.12

No. 選手ID 選手名 ｶﾅ 登録地 ﾁｰﾑ名
501 1702239 河田 恭司郎 ｶﾜﾀﾞ ｷｮｳｼﾛｳ 愛知県 イナーメ信濃山形-EFT

502 1700358 中林 翔 ﾅｶﾊﾞﾔｼ ｼｮｳ 愛知県 インパルス

503 1301547 藤田 新二 ﾌｼﾞﾀ ｼﾝｼﾞ 愛知県 インパルス

504 1700412 廣政 哲治 ﾋﾛﾏｻ ﾃﾂｼﾞ 神奈川 ＶＩＶＡ☆ＺＡＰＰＥＩ極

505 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

506 1500049 末冨 拓 ｽｴﾄﾐ ﾀｸ 静岡県 VC VELOCE

507 1501888 海野 晋作 ｳﾐﾉ ｼﾝｻｸ 東京都 VENTOS FRECCIA

508 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

509 1600232 安田 大希 ﾔｽﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 埼玉県 EXTENDED VAX SAYAMA

510 1301405 本田 竜介 ﾎﾝﾀﾞ ﾘｭｳｽｹ 新潟県 F(t)麒麟山 Racing

511 0300092 WHITAKER Andrew ｳｲﾀｶ ｱﾝﾄﾞﾘｭｰ 新潟県 F(t)麒麟山 Racing

512 1702160 圓山 浩晃 ﾏﾙﾔﾏ ﾋﾛｱｷ 新潟県 F(t)麒麟山 Racing

513 1700526 山崎 遼大 ﾔﾏｻﾞｷ ﾘﾖﾀ 栃木県 OYAMA STARPLEX

514 1700532 藤家 広大 ﾄｳｹ ｺｳﾀﾞｲ 栃木県 OYAMA STARPLEX

515 1001243 坂本 真吾 ｻｶﾓﾄ ｼﾝｺﾞ 栃木県 OYAMA STARPLEX

516 0400548 山田 健治 ﾔﾏﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 宮城県 カネコイングスJBCF

517 1500681 廣野 正也 ﾋﾛﾉ ﾏｻﾔ 東京都 カネコイングスJBCF

518 1402287 井上 陽二郎 ｲﾉｳｴ ﾖｳｼﾞﾛｳ 東京都 GYOTOKU TEAM OF RACING

519 0700276 山形 昌士 ﾔﾏｶﾞﾀ ﾏｻｼ 静岡県 CLUB viento

520 1600285 山田 貴一 ﾔﾏﾀﾞ ｷｲﾁ 東京都 グランディヴェルレーシングチーム

521 1601966 田坂 圭吾 ﾀｻｶ ｹｲｺﾞ 埼玉県 グランディヴェルレーシングチーム

522 1600225 丹野 沙音志 ﾀﾝﾉ ｻﾄｼ 埼玉県 グランペールサイクリングチーム

523 9702810 高梨 真幸人 ﾀｶﾅｼ ﾏｺﾄ 茨城県 GROWING Racing Team

524 1700872 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

525 0100056 三本木 昭仁 ｻﾝﾎﾞﾝｷﾞ ｱｷﾋﾄ 福島県 郡山サイクルフレンズ

526 1101633 沼 幸夫 ﾇﾏ ﾕｷｵ 新潟県 サガミレーシング

527 1400789 藤田 豊 ﾌｼﾞﾀ ﾕﾀｶ 新潟県 サガミレーシング

528 1701155 戸塚 裕一 ﾄﾂｶ ﾕｳｲﾁ 群馬県 COW GUMMA

529 1700544 加藤 征樹 ｶﾄｳ ﾏｻｷ 栃木県 じてんしゃの杜

530 1401920 田代 亘 ﾀｼﾛ ﾜﾀﾙ 大阪府 シマノドリンキング

531 1602478 東條 俊二郎 ﾄｳｼﾞｮｳ ｼｭﾝｼﾞﾛｳ 東京都 シャークアイランド

532 1500041 佐々木 洸 ｻｻｷ ﾀｹｼ 静岡県 Squadra di LAVORANTE

533 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

534 1602274 柏井 良太 ｶｼﾜｲ ﾘｮｳﾀ 東京都 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ

535 0300337 市橋 徹也 ｲﾁﾊｼ ﾃﾂﾔ 東京都 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ

536 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

537 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

538 1000473 村山 優弥 ﾑﾗﾔﾏ ﾕｳﾔ 長野県 スワコレーシングチーム

540 1502785 渡辺 耶斗 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾔﾄ 東京都 Ｔｅａｍ ＦＩＴＴＥ

541 1600654 足利 寧 ｱｼｶｶﾞ ﾔｽｼ 愛知県 Ｔｅａｍまるいちエヴァディオ

542 1700059 平井 光介 ﾋﾗｲ ｺｳｽｹ 山梨県 TEAM YOU CAN

543 1702424 黒田 拓杜 ｸﾛﾀﾞ ﾀｸﾄ 富山県 チーム ローマン

544 1600698 酒井 智寛 ｻｶｲ ﾄﾓﾋﾛ 愛知県 DESTRA

545 1502293 五十嵐 龍 ｲｶﾞﾗｼ ﾘｭｳ 埼玉県 docomo RT

546 1600021 福本 宗太 ﾌｸﾓﾄ ｿｳﾀ 大阪府 TRAILBLAZER

547 1000167 小杉 亮太 ｺｽｷﾞ ﾘｮｳﾀ 石川県 トンデモクラブ ＣＳＫＡＧＡ

548 1601992 前原 直幸 ﾏｴﾊﾗ ﾅｵﾕｷ 大阪府 ナカガワＡＳ・Ｋ’デザイン

549 1000455 山中 健治 ﾔﾏﾅｶ ｹﾝｼﾞ 大阪府 ナカガワＡＳ・Ｋ’デザイン

550 0501380 村井 政美 ﾑﾗｲ ﾏｻﾐ 大阪府 ナカガワＡＳ・Ｋ’デザイン

551 1502666 河合 智孝 ｶﾜｲ ﾄﾓﾀｶ 京都府 NIKO Factory

552 1600645 高森 史弥 ﾀｶﾓﾘ ﾌﾐﾋﾛ 神奈川 HAMMER!!BROS
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553 1500528 淺井 岳仁 ｱｻｲ ﾀｹﾋﾄ 神奈川 HIRAKO.mode

554 1602689 長谷川 真博 ﾊｾｶﾞﾜ ﾏｻﾋﾛ 神奈川 PHANTOM 湘南

555 1600117 土田 拓幸 ﾂﾁﾀﾞ ﾀｸﾕｷ 富山県 ＢＲＩＤＬＥＲ JD共済 OZ

556 1600414 新沼 颯 ﾆｲﾇﾏ ﾊﾔﾃ 栃木県 ブラウ・ブリッツェン

557 1700556 浅野 涼太 ｱｻﾉ ﾘｮｳﾀ 栃木県 ブラウ・ブリッツェン

558 1700558 山崎 一吹 ﾔﾏｻﾞｷ ｲﾌﾞｷ 栃木県 ブラウ・ブリッツェン

559 1700564 茂木 大飛 ﾓﾃｷﾞ ﾋﾛﾄ 栃木県 ブラウ・ブリッツェン

560 1600764 大澤 勇 ｵｵｻﾜ ｲｻﾑ 千葉県 Blanche Racing Team

561 1201195 中岡 明 ﾅｶｵｶ ｱｷﾗ 京都府 PRESTO

562 1700457 濱野 巧勝 ﾊﾏﾉ ﾖｼﾉﾘ 愛知県 BREZZA-KAMIHAGI

563 9900454 片岡 良友 ｶﾀｵｶ ﾖｼﾄﾓ 広島県 Verdad

564 1502455 田中 隆太 ﾀﾅｶ ﾘｭｳﾀ 広島県 voyAge cycling team

565 1502775 古川 裕真 ﾌﾙｶﾜ ﾕｳﾏ 静岡県 ボンシャンス

566 1600600 矢田 健太郎 ﾔﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 三重県 MAX SPEED 97

567 1600008 高山 秀樹 ﾀｶﾔﾏ ﾋﾃﾞｷ 大阪府 MUUR zero Velofutur

568 0500199 山藤 健二 ﾔﾏﾌｼﾞ ｹﾝｼﾞ 大阪府 MUUR zero Velofutur

570 1700031 中治 綱太 ﾅｶｼﾞ ｺｳﾀ 大阪府 EURO-WORKS Racing

571 1600392 海老原 一久 ｴﾋﾞﾊﾗ ｶｽﾞﾋｻ 栃木県 RIDE Freaks

572 1700783 清水 信長 ｼﾐｽﾞ ﾉﾌﾞﾋｻ 長野県 ラヴニールあづみの

573 9700528 横田 正美 ﾖｺﾀ ﾏｻﾐ 栃木県 ﾘﾍﾞﾙﾀｽTOCHIGI BICYCLE CLUB

574 1300201 今井 明 ｲﾏｲ ｱｷﾗ 神奈川 Ｙ’ｓ Ｒｏａｄ
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【クラスタ：F　レースレーティング：Fh 】 21名 2017.06.12

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

9 1600338 内河 香奈 ｳﾁｶﾜ ｶﾅ 長野県 イナーメ信濃山形-F

10 1501885 STEVENSON Kate ｽﾃｨｰﾌﾞﾝｿﾝ ｹｲﾄ 東京都 イナーメ信濃山形-F

27 1600876 盛永 母映 ﾓﾘﾅｶﾞ ﾓｴ 新潟県 F(t)麒麟山 Racing

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

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

70 1700461 平野 弓子 ﾋﾗﾉ ﾕﾐｺ 東京都 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ

76 1602691 田中 庸子 ﾀﾅｶ ﾉﾘｺ 埼玉県 SAUCE DEVELOPMENT

78 1200092 苅田 磨己 ｶﾘﾀ ﾏﾐ 神奈川 竹芝サイクルレーシング

88 1600018 堀江 みちこ ﾎﾘｴ ﾐﾁｺ 大阪府 チーム　アベノバ

100 1500621 小林 あか里 ｺﾊﾞﾔｼ ｱｶﾘ 長野県 チェリージャパン

101 9701184 小林 可奈子 ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾅｺ 長野県 チェリージャパン

129 1700511 島橋 由美子 ｼﾏﾊｼ ﾕﾐｺ 富山県 バルバレーシングクラブ

145 1700050 望月 美和子 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾐﾜｺ 静岡県 フィッツ

152 9801447 畑野 りえ ﾊﾀﾉ ﾘｴ 山梨県 PRESTO

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

162 1301359 棟近 陽子 ﾑﾈﾁｶ ﾖｳｺ 奈良県 EURO-WORKS Racing

172 1700782 清水 朋美 ｼﾐｽﾞ ﾄﾓﾐ 長野県 ラヴニールあづみの

180 1602030 土屋 奈穂子 ﾂﾁﾔ ﾅｵｺ 神奈川 なるしまフレンド
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