
【クラスタ：E1　レースレーティング：B】　82名 2018.04.16

No. 選手ID 選手名 ｶﾅ 登録地 ﾁｰﾑ名
1 1000463 石井 祥平 ｲｼｲ ｼｮｳﾍｲ 神奈川 アーティファクトレーシングチーム

2 1600260 海老名 歩 ｴﾋﾞﾅ ｱﾕﾑ 東京都 アーティファクトレーシングチーム

3 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

4 0701310 管 洋介 ｽｶﾞ ﾖｳｽｹ 茨城県 AVENTURA AIKOH VICTORIA RACING

6 1100461 湯浦 裕貴 ﾕｳﾗ ﾔｽﾀｶ 愛知県 イナーメ信濃山形-EFT

7 9700734 井上 登士哉 ｲﾉｳｴ ﾄｼﾔ 愛媛県 VC VELOCE

8 9701872 近藤 智彦 ｺﾝﾄﾞｳ ﾄﾓﾋｺ 大阪府 VC VELOCE

9 0801291 紺野 元汰 ｺﾝﾉ ｹﾞﾝﾀ 神奈川 SBC Vertex Racing Team

10 1300487 山本 敦 ﾔﾏﾓﾄ ｱﾂｼ 神奈川 SBC Vertex Racing Team

11 1501977 渡辺 拓也 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｸﾔ 愛知県 SBC Vertex Racing Team

12 1300268 東 智博 ﾋｶﾞｼ ﾄﾓﾋﾛ 東京都 MKⅢ

13 1200344 海老沼 武志 ｴﾋﾞﾇﾏ ﾀｹｼ 栃木県 OYAMA STARPLEX

14 1500423 片桐 真一 ｶﾀｷﾞﾘ ｼﾝｲﾁ 栃木県 Horizonte Amateur Cycling Team

16 1000997 柳沼 龍佑 ﾔｷﾞﾇﾏ ﾘｭｳｽｹ 福島県 グランディヴェルレーシングチーム

17 1600308 大内 淳司 ｵｵｳﾁ ｱﾂｼ 茨城県 GROWING Racing Team

18 9900113 高橋 利明 ﾀｶﾊｼ ﾄｼｱｷ 茨城県 GROWING Racing Team

19 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

20 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

21 1101875 藤田 涼平 ﾌｼﾞﾀ ﾘｮｳﾍｲ 埼玉県 サイタマサイクルプロジェクト

22 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

23 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

24 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

25 1601918 中村 永 ﾅｶﾑﾗ ﾊﾙｶ 静岡県 Squadra di LAVORANTE

26 0400358 鈴木 大忠 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾀﾀﾞ 群馬県 ＳＵＢＡＲＵ Cycling Team

27 0900006 杉原 和剛 ｽｷﾞﾊﾗ ｶｽﾞﾋｻ 静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

28 9901846 大倉 健一 ｵｵｸﾗ ｹﾝｲﾁ 東京都 セオレーシング

29 1600502 宮本 訓寛 ﾐﾔﾓﾄ ｸﾆﾋﾛ 大阪府 チーム スクアドラ

31 1201709 川瀬 章史 ｶﾜｾ ｱｷﾌﾐ 愛知県 DESTRA

32 0000251 佐々木 健 ｻｻｷ ﾀｹｼ 愛知県 天狗党

33 1300379 棚橋 峻也 ﾀﾅﾊｼ ｼｭﾝﾔ 愛知県 天狗党

35 0600048 奥野 浩和 ｵｸﾉ ﾋﾛｶｽﾞ 大阪府 ナカガワＡＳ・Ｋ’デザイン

36 1501424 菅谷 照生 ｽｶﾞﾔ ﾃﾙｷ 山梨県 なるしまフレンド

37 1501960 村井 寛 ﾑﾗｲ ﾋﾛｼ 大阪府 パナソニックレーシング

38 1000397 清水 洋一 ｼﾐｽﾞ ﾖｳｲﾁ 東京都 FAST LANE Racing

39 1000071 古屋 穂高 ﾌﾙﾔ ﾎﾀﾞｶ 神奈川 FAST LANE Racing

41 1500192 白井 真人 ｼﾗｲ ﾏｻﾄ 東京都 FORCE

42 1300264 中川 祐輝 ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳｷ 東京都 FORCE

44 1600278 御堂 力哉 ﾐﾄﾞｳ ﾘｷﾔ 東京都 FORCE

45 1602688 森栄 晃彦 ﾓﾘｻｶ ｱｷﾋｺ 岡山県 FORCE

46 1500217 八幡 光哉 ﾔﾊﾀ ﾐﾂﾔ 東京都 FORCE

47 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

48 1602084 海藤 颯 ｶｲﾄﾞｳ ﾊﾔﾃ 栃木県 ブラウ・ブリッツェン

49 1600451 木村 紀仁 ｷﾑﾗ ﾉﾘﾋﾄ 茨城県 ブラウ・ブリッツェン

50 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

52 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

53 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

55 1500415 島立 孫行 ｼﾏﾀﾞﾃ ﾏｺﾞﾕｷ 栃木県 Honda 栃木 JET

56 1400047 菅谷 修 ｽｶﾞﾔ ｵｻﾑ 東京都 MIVRO

57 1100076 角田 光隆 ｽﾐﾀﾞ ﾐﾂﾀｶ 奈良県 EURO-WORKS Racing

58 1600304 神原 真人 ｶﾝﾊﾞﾗ ﾏｻﾄ 茨城県 Unity
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60 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

61 1402036 森田 裕紀 ﾓﾘﾀ ﾋﾛﾉﾘ 茨城県 LinkTOHOKU

62 0300866 渡邉 正光 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾐﾂ 福島県 LinkTOHOKU

63 0800224 川原 建太郎 ｶﾜﾊﾗ ｹﾝﾀﾛｳ 東京都 Ｙ’ｓ Ｒｏａｄ

64 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

65 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

66 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

67 1700251 羽上田 明彦 ﾊｼﾞｮｳﾀﾞ ｱｷﾋｺ 神奈川 アーティファクトレーシングチーム

68 0700592 辻本 尚希 ﾂｼﾞﾓﾄ ﾅｵｷ 東京都 AVENTURA AIKOH VICTORIA RACING

69 1301908 山口 和来 ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｽﾞｷ 東京都 AVENTURA AIKOH VICTORIA RACING

70 0800592 岡 泰誠 ｵｶ ﾔｽﾏｻ 茨城県 イナーメ信濃山形-EFT

71 1502777 生田目 修 ﾅﾏﾀﾒ ｵｻﾑ 栃木県 イナーメ信濃山形-EFT

72 1301128 小野寺 望 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾉｿﾞﾑ 東京都 VENTOS FRECCIA

73 9701343 向山 浩司 ﾑｺｳﾔﾏ ｺｳｼﾞ 東京都 A-Pad CYCLING TEAM

74 1601898 藤川 凌 ﾌｼﾞｶﾜ ﾘｮｳ 栃木県 FM730

75 1600467 岡田 優 ｵｶﾀﾞ ﾏｻﾙ 千葉県 オッティモ・JMSDF下総

76 1400191 植田 春樹 ｳｴﾀﾞ ﾊﾙｷ 埼玉県 コムリン 

77 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

78 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

79 0901458 尾形 尚紀 ｵｶﾞﾀ ﾅｵｷ 埼玉県 サイタマサイクルプロジェクト

80 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

81 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

82 1001777 伊藤 晋一 ｲﾄｳ ｼﾝｲﾁ 神奈川 G.S.POSITIVO

83 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

84 1502790 村上 淳 ﾑﾗｶﾐ ｽﾅｵ 東京都 なるしまフレンド

85 1200080 加藤 周作 ｶﾄｳ ｼｭｳｻｸ 神奈川 FAST LANE Racing

86 1500234 高橋 滉太郎 ﾀｶﾊｼ ｺｳﾀﾛｳ 東京都 Blanche Racing Team

87 1400132 半澤 雄高 ﾊﾝｻﾞﾜ ﾕﾀｶ 東京都 LinkTOHOKU

88 1500253 石塚 将人 ｲｼﾂﾞｶ ﾏｻﾄ 千葉県 湾岸サイクリング・ユナイテッド

89 1500421 佐藤 忠則 ｻﾄｳ ﾀﾀﾞﾉﾘ 千葉県 湾岸サイクリング・ユナイテッド

90 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

91 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
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【クラスタ：E2　レースレーティング：C】　53名 2018.04.16

No. 選手ID 選手名 ｶﾅ 登録地 ﾁｰﾑ名
101 1400425 相場 康雄 ｱｲﾊﾞ ﾔｽｵ 東京都 AVENTURA AIKOH VICTORIA RACING

103 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

104 1700517 篠田 淳史 ｼﾉﾀﾞ ｱﾂｼ 愛知県 イナーメ信濃山形-EFT

106 0800652 辻 邦浩 ﾂｼﾞ ｸﾆﾋﾛ 京都府 VC VELOCE

107 1700548 石川 遼 ｲｼｶﾜ ﾘｮｳ 栃木県 FM730

108 1700547 森 紀侑 ﾓﾘ ﾉﾘﾕｷ 栃木県 FM730

109 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

110 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

111 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

112 1602486 瀬田 昌彦 ｾﾀ ﾏｻﾋｺ 埼玉県 シャークアイランド

113 0000387 大橋 克弘 ｵｵﾊｼ ｶﾂﾋﾛ 静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

115 1700690 村山 悠平 ﾑﾗﾔﾏ ﾕｳﾍｲ 千葉県 TEAM GIRO 360

116 0800004 石井 哲也 ｲｼｲ ﾃﾂﾔ 埼玉県 チクロネロ

117 0501543 上村 立一 ｳｴﾑﾗ ﾘｭｳｲﾁ 埼玉県 チバポンズ

118 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

119 1600994 大谷 航也 ｵｵﾀﾆ ｺｳﾔ 神奈川 HAMMER!!BROS

122 1000400 小林 秀雄 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞｵ 東京都 FAST LANE Racing

123 1200071 原 拓 ﾊﾗ ﾀｸ 神奈川 FAST LANE Racing

124 1801200 元木 晶央 ﾓﾄｷ ｱｷｵ 東京都 FORCE

125 1700556 浅野 涼太 ｱｻﾉ ﾘｮｳﾀ 栃木県 ブラウ・ブリッツェン

126 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

127 1301393 森 光流 ﾓﾘ ﾋｶﾙ 千葉県 Blanche Racing Team

128 1201921 窪田 博英 ｸﾎﾞﾀ ﾋﾛﾋﾃﾞ 京都府 八ヶ岳 CYCLING CLUB

129 1000253 大島 繁 ｵｵｼﾏ ｼｹﾞﾙ 栃木県 ﾘﾍﾞﾙﾀｽTOCHIGI BICYCLE CLUB

130 1800240 安宅 将貴 ｱﾀｶ ﾏｻﾀｶ 千葉県 湾岸サイクリング・ユナイテッド

131 1702582 佐藤 竜也 ｻﾄｳ ﾀﾂﾔ 千葉県 湾岸サイクリング・ユナイテッド

132 1200107 矢野 和也 ﾔﾉ ｶｽﾞﾔ 神奈川 AVENTURA AIKOH VICTORIA RACING

133 0200002 猪又 靖 ｲﾉﾏﾀ ｷﾖｼ 北海道 VC VELOCE

134 1600469 泉山 淳 ｲｽﾞﾐﾔﾏ ｱﾂｼ 千葉県 オッティモ・JMSDF下総

135 1600461 小林 崇 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶｼ 千葉県 オッティモ・JMSDF下総

136 0900514 前地 直記 ﾏｴｼﾞ ﾅｵｷ 千葉県 オッティモ・JMSDF下総

137 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

138 1200515 藤田 拓海 ﾌｼﾞﾀ ﾀｸﾐ 神奈川 SAUCE DEVELOPMENT

139 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

140 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

141 0800456 須佐 浩二 ｽｻ ｺｳｼﾞ 埼玉県 TEAM SANREMO

142 1200454 布施 利実 ﾌｾ ﾄｼﾐ 埼玉県 TEAM SANREMO

143 0701330 藤田 征樹 ﾌｼﾞﾀ ﾏｻｷ 茨城県 チーム・チェブロ

144 1100633 西村 幸大 ﾆｼﾑﾗ ｺｳﾀﾞｲ 愛知県 DENSO RACING

145 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

146 1600247 竹花 和浩 ﾀｹﾊﾅ ｶｽﾞﾋﾛ 東京都 なるしまフレンド

147 1502758 増田 朋寧 ﾏｽﾀﾞ ﾄﾓﾔｽ 東京都 パラティアムTOKYO

148 1500164 吉田 泰大 ﾖｼﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ 神奈川 フィッツ

149 1700590 桶野 純平 ｵｹﾉ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 東京都 FORCE

150 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

151 1402350 山倉 朋之 ﾔﾏｸﾗ ﾄﾓﾕｷ 千葉県 Unity

152 1800091 新井 秀人 ｱﾗｲ ﾋﾃﾞﾄ 兵庫県 Rapha Cycling Club

153 0500900 相笠 翔太 ｱｲｶﾞｻ ｼｮｳﾀ 福島県 LinkTOHOKU

154 1700610 菊川 実紀 ｷｸｶﾞﾜ ﾐﾉﾘ 東京都 Roppongi Express

155 0901763 高橋 誠 ﾀｶﾊｼ ﾏｺﾄ 埼玉県 Roppongi Express
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156 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

157 1500251 竹内 貴紀 ﾀｹｳﾁ ﾀｶﾉﾘ 千葉県 湾岸サイクリング・ユナイテッド

158 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
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【クラスタ：E3　レースレーティング：D】　108名 2018.04.16

No. 選手ID 選手名 ｶﾅ 登録地 ﾁｰﾑ名
201 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

202 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

203 1703401 中島 直哉 ﾅｶｼﾞﾏ ﾅｵﾔ 群馬県 イナーメ信濃山形-EFT

204 1800170 七井 勇之介 ﾅﾅｲ ﾕｳﾉｽｹ 茨城県 ウィンディー筑波

206 1600201 駒沢　 正己 ｺﾏｻﾞﾜ ﾏｻｷ 神奈川 SBC Vertex Racing Team

207 1602702 中川 由人 ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳﾄ 神奈川 SBC Vertex Racing Team

208 1101304 手嶋 将大 ﾃｼﾞﾏ ﾏｻﾋﾛ 千葉県 EVERFiT RUDERZ

209 1700545 大岩 充 ｵｵｲﾜ ﾐﾂﾙ 栃木県 FM730

210 1700553 清水 晃生 ｼﾐｽﾞ ｱｷｵ 栃木県 FM730

211 1101796 長島 好教 ﾅｶﾞｼﾏ ﾖｼﾉﾘ 栃木県 FM730

212 1300267 飯島 和也 ｲｲｼﾞﾏ ｶｽﾞﾔ 東京都 MK?

213 1300131 手嶋 実樹 ﾃｼﾞﾏ ﾐｷ 神奈川 MK?

216 1800027 三角 泰史 ﾐｽﾐ ﾔｽﾉﾌﾞ 埼玉県 サイタマサイクルプロジェクト

217 1602630 石塚 優太 ｲｼﾂﾞｶ ﾕｳﾀ 埼玉県 彩北ツブラーゼ

219 1600063 古林 宏仁 ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳｼﾞ 静岡県 Squadra di LAVORANTE

221 1500280 安江 拓馬 ﾔｽｴ ﾀｸﾏ 神奈川 Team ARI

222 1700275 渡邉 敏 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾄｼ 神奈川 Team ARI

223 1400174 石川 靖洋 ｲｼｶﾜ ﾔｽﾋﾛ 神奈川 チーム・ウォークライド

224 1800593 國本 幸太 ｸﾆﾓﾄ ｺｳﾀ 東京都 チーム・ウォークライド

225 1800895 鬼塚 裕之 ｷﾂﾞｶ ﾋﾛﾕｷ 埼玉県 Team VSE Racing 

226 1800890 長 輝政 ﾁｮｳ ﾃﾙﾏｻ 東京都 Team VSE Racing 

227 0101386 藤原 真 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾏｺﾄ 北海道 Champion System Japan Test Team

228 1200734 戸祭 裕介 ﾄﾏﾂﾘ ﾕｳｽｹ 東京都 なるしまフレンド

229 1502722 山本 康雄 ﾔﾏﾓﾄ ﾔｽｵ 神奈川 パラティアムTOKYO

230 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

232 1000211 馬場 克行 ﾊﾞﾊﾞ ｶﾂﾕｷ 神奈川 HIRAKO.mode

235 1800097 玉仙 健一 ｷﾞｮｸｾﾝ ｹﾝｲﾁ 神奈川 FORCE

236 1702396 斎藤 剛 ｻｲﾄｳ ﾂﾖｼ 東京都 FORCE

237 1800343 佐藤 滉馬 ｻﾄｳ ｺｳﾏ 栃木県 ブラウ・ブリッツェン

238 1800244 菅野 蒼羅 ｽｹﾞﾉ ｱｲﾗ 福島県 ブラウ・ブリッツェン

239 1800308 鈴木 道也 ｽｽﾞｷ ﾐﾁﾔ 栃木県 ブラウ・ブリッツェン

240 1800125 長島 慧明 ﾅｶﾞｼﾏ ｻﾄｱｷ 栃木県 ブラウ・ブリッツェン

242 1703207 沼田 航輝 ﾇﾏﾀ ｺｳｷ 栃木県 ブラウ・ブリッツェン

243 1800254 野口 佑介 ﾉｸﾞﾁ ﾕｳｽｹ 茨城県 ブラウ・ブリッツェン

244 1800234 福田 龍生 ﾌｸﾀﾞ ﾘｭｳ 栃木県 ブラウ・ブリッツェン

245 1800055 増田 壮真 ﾏｽﾀﾞ ｿｳﾏ 茨城県 ブラウ・ブリッツェン

246 1800309 松島 鋭 ﾏﾂｼﾏ ﾂﾖｼ 栃木県 ブラウ・ブリッツェン

247 1700564 茂木 大飛 ﾓﾃｷﾞ ﾋﾛﾄ 栃木県 ブラウ・ブリッツェン

248 1502782 森崎 健臣 ﾓﾘｻｷ ｹﾝｼﾝ 東京都 ブラウ・ブリッツェン

249 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

250 1800497 吉田 優斗 ﾖｼﾀﾞ ﾕｳﾄ 岩手県 ブラウ・ブリッツェン

251 1703537 Richardson Jason ﾘﾁｬｰﾄﾞｿﾝ ｼﾞｪｲｿﾝ 栃木県 ブラウ・ブリッツェン

252 1800370 阿部 昂平 ｱﾍﾞ ｺｳﾍｲ 栃木県 Honda 栃木 JET

253 1800282 三橋 隼人 ﾐﾂﾊｼ ﾊﾔﾄ 栃木県 Honda 栃木 JET

254 1600008 高山 秀樹 ﾀｶﾔﾏ ﾋﾃﾞｷ 大阪府 MUUR

255 1800360 磯部 武蔵 ｲｿﾍﾞ ﾑｻｼ 神奈川 YOKOSUKA UNO RACING

256 1702448 羽田 健太 ﾊﾈﾀﾞ ｹﾝﾀ 東京都 Rapha Cycling Club

257 1500320 三井 裕樹 ﾐﾂｲ ﾋﾛｷ 千葉県 Rapha Cycling Club

258 1801013 榊原 航太 ｻｶｷﾊﾞﾗ ｺｳﾀ 神奈川 Racing CUBE

259 1800472 相原 武 ｱｲﾊﾗ ﾀｹｼ 埼玉県 Ｙ’ｓ Ｒｏａｄ
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260 1300201 今井 明 ｲﾏｲ ｱｷﾗ 神奈川 Ｙ’ｓ Ｒｏａｄ

261 1800748 増田 佑哉 ﾏｽﾀﾞ ﾕｳﾔ 埼玉県 Ｙ’ｓ Ｒｏａｄ

262 1702900 松永 伸一 ﾏﾂﾅｶﾞ ｼﾝｲﾁ 千葉県 湾岸サイクリング・ユナイテッド

263 1800203 吉岡 潤 ﾖｼｵｶ ｼﾞｭﾝ 岡山県 湾岸サイクリング・ユナイテッド

264 1700588 田島 誠 ﾀｼﾞﾏ ﾏｺﾄ 東京都 あらかわZoo Racing

265 1700504 平澤 聖人 ﾋﾗｻﾜ ｻﾄﾙ 埼玉県 あらかわZoo Racing

266 1800114 内田 圭亮 ｳﾁﾀﾞ ｹｲｽｹ 茨城県 ウィンディー筑波

267 1801296 三宅 太生 ﾐﾔｹ ﾀｲｾｲ 茨城県 ウィンディー筑波

268 1800213 今井 大悟 ｲﾏｲ ﾀﾞｲｺﾞ 東京都 VENTOS FRECCIA

269 1801390 小林 和真 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾏ 東京都 VENTOS FRECCIA

270 1700394 西川 直希 ﾆｼｶﾜ ﾅｵｷ 東京都 VENTOS FRECCIA

271 1800387 北井　 哲 ｷﾀｲ　 ﾃﾂ 東京都 A-Pad CYCLING TEAM

272 1800595 竹内 鷹弥 ﾀｹｳﾁ ﾀｶﾔ 東京都 A-Pad CYCLING TEAM

273 1800452 舟山　 祥弘 ﾌﾅﾔﾏ　 ﾖｼﾋﾛ 東京都 A-Pad CYCLING TEAM

274 1800673 仲 大介 ﾅｶ ﾀﾞｲｽｹ 埼玉県 EXTENDED VAX SAYAMA

275 1100486 本図 範夫 ﾓﾄｽﾞ ﾉﾘｵ 千葉県 オッティモ・JMSDF下総

276 1800397 栗原 佑弥 ｸﾘﾊﾗ ﾕｳﾔ 埼玉県 グランディヴェルレーシングチーム

277 1500222 斉藤 茂 ｻｲﾄｳ ｼｹﾞﾙ 東京都 コムリン 

278 1800197 赤峰 宏典 ｱｶﾐﾈ ﾋﾛﾉﾘ 千葉県 サイクルフリーダム・レーシング

279 1700697 金井 優 ｶﾅｲ ﾕｳ 千葉県 サイクルフリーダム・レーシング

280 1000933 金久保 諒三 ｶﾅｸﾎﾞ ﾘｮｳｿﾞｳ 東京都 サイクルフリーダム・レーシング

281 1800063 佐々木 友輔 ｻｻｷ ﾕｳｽｹ 千葉県 サイクルフリーダム・レーシング

282 1700430 武田 博司 ﾀｹﾀﾞ ﾋﾛｼ 千葉県 サイクルフリーダム・レーシング

283 1502111 相原 晴一朗 ｱｲﾊﾗ ｾｲｲﾁﾛｳ 神奈川 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ

284 0200113 石川 紀隆 ｲｼｶﾜ ﾉﾘﾀｶ 東京都 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ

285 1800738 稲葉 啓汰 ｲﾅﾊﾞ ｹｲﾀ 東京都 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ

286 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

287 1800052 川口 楓翔 ｶﾜｸﾞﾁ ｶｲﾄ 東京都 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ

288 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

289 1501122 齊藤 宏樹 ｻｲﾄｳ ｺｳｷ 東京都 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ

290 1800319 竹下 寛人 ﾀｹｼﾀ ﾋﾛﾄ 東京都 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ

291 1700706 冨岡 健人 ﾄﾐｵｶ ｹﾝﾄ 東京都 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ

292 1401605 長尾 宏樹 ﾅｶﾞｵ ﾋﾛｷ 東京都 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ

293 1702894 林野 蓮太 ﾊﾔｼﾉ ﾚﾝﾀ 東京都 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ

294 1703528 鈴木 一磨 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾏ 神奈川 SAUCE DEVELOPMENT

295 1800108 山田 壮太朗 ﾔﾏﾀﾞ ｿｳﾀﾛｳ 東京都 Team SHIDO

296 1800399 小形 健作 ｵﾀｶﾞ ｹﾝｻｸ 神奈川 チーム・ウォークライド

297 1400796 小岸 直樹 ｺｷﾞｼ ﾅｵｷ 東京都 チーム オーベスト

298 1602355 中道 将太 ﾅｶﾐﾁ ｼｮｳﾀ 東京都 Team VSE Racing 

299 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

300 1600686 福嶋 航希 ﾌｸｼﾏ ｺｳｷ 神奈川 HAMMER!!BROS

301 0200061 飯塚 航 ｲｲﾂﾞｶ ﾜﾀﾙ 東京都 パラティアムTOKYO

302 1502717 大川 和哉 ｵｵｶﾜ ｶｽﾞﾔ 東京都 パラティアムTOKYO

303 1800404 島崎 稔史 ｼﾏｻｷ  ﾄｼﾌﾐ 東京都 パラティアムTOKYO

304 1601621 平田 仁 ﾋﾗﾀ ｼﾞﾝ 福岡県 ＰＡＲＡＢＯＬＡイワイシーガル

305 1800291 池永 憧志 ｲｹﾅｶﾞ ﾄｳｼ 神奈川 HIRAKO.mode

306 1602624 秋葉 龍之助 ｱｷﾊﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ 東京都 FORCE

307 1501749 渡辺 智則 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓﾉﾘ 千葉県 Blanche Racing Team

308 1502774 四家 弘貴 ｼｹ ﾋﾛｷ 茨城県 FLECHA

309 1600485 皆川 大希 ﾐﾅｶﾞﾜ ﾀｲｷ 千葉県 Honda 栃木 JET

310 1600314 磯崎 直樹 ｲｿｻﾞｷ ﾅｵｷ 茨城県 Unity

311 1800557 相楽 誠 ｻｶﾞﾗ ﾏｺﾄ 東京都 Rapha Cycling Club

312 1800087 三宅 勇輝 ﾐﾔｹ ﾕｳｷ 東京都 Rapha Cycling Club
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313 1800065 宮本 浩志 ﾐﾔﾓﾄ ﾋﾛｼ 東京都 Rapha Cycling Club

314 0801516 福田 昌弘 ﾌｸﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 東京都 Roppongi Express

315 1800350 鳥山 真 ﾄﾘﾔﾏ ｼﾝ 東京都 Ｙ’ｓ Ｒｏａｄ

316 1800241 鵜澤 慶徳 ｳｻﾞﾜ ﾖｼﾉﾘ 千葉県 湾岸サイクリング・ユナイテッド

317 1500305 下道 隆二 ｼﾀﾐﾁ ﾘｭｳｼﾞ 千葉県 グランディヴェルレーシングチーム
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【クラスタ：F　レースレーティング：F】　12名 2018.04.16

No. 選手ID 選手名 ｶﾅ 登録地 ﾁｰﾑ名
401 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

402 1600453 大岩 明子 ｵｵｲﾜ ｱｷｺ 栃木県 ブラウ・ブリッツェン

404 0401474 米田 和美 ﾖﾈﾀﾞ ｶｽﾞﾐ 北海道 M.O.P.S

405 1101522 伊藤 杏菜 ｲﾄｳ ｱﾝﾅ 栃木県 Live GARDEN BICI STELLE

406 0800184 中村 千佳 ﾅｶﾑﾗ ﾁｶ 大阪府 Live GARDEN BICI STELLE

407 1702829 植竹 海貴 ｳｴﾀｹ ﾐｷ 東京都 Ｙ’ｓ Ｒｏａｄ

408 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

409 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

410 1701127 阿部 セラ ｱﾍﾞ ｾﾗ 東京都 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ

411 1501886 船橋 星来 ﾌﾅﾊﾞｼ ｾﾗ 東京都 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ

412 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

413 1800060 友永 尚代 ﾄﾓﾅｶﾞ ﾋｻﾖ 東京都 Rapha Cycling Club
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