
【クラスタ：P　レースレーティング：AAAA】 138名 2018.06.22

No. 選手ID 選手名 ｶﾅ 登録地 ﾁｰﾑ名
1 1300861 ホセ ビセンテ トリビオ ﾎｾ ﾋﾞｾﾝﾃ ﾄﾘﾋﾞｵ 大阪府 マトリックスパワータグ

2 1500367 アイラン フェルナンデス ｱｲﾗﾝ ﾌｪﾙﾅﾝﾃﾞｽ 大阪府 マトリックスパワータグ

3 0301347 佐野 淳哉 ｻﾉ ｼﾞｭﾝﾔ 静岡県 マトリックスパワータグ

4 9700347 土井 雪広 ﾄﾞｲ ﾕｷﾋﾛ 東京都 マトリックスパワータグ

5 9701956 向川 尚樹 ﾑｶｲｶﾞﾜ ﾅｵｷ 大阪府 マトリックスパワータグ

6 0700546 安原 大貴 ﾔｽﾊﾗ ﾀﾞｲｷ 大阪府 マトリックスパワータグ

7 1100726 田窪 賢次 ﾀｸﾎﾞ ｹﾝｼﾞ 大阪府 マトリックスパワータグ

22 1100355 小野寺 玲 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾚｲ 栃木県 宇都宮ブリッツェン

23 1001727 雨澤 毅明 ｱﾒｻﾞﾜ ﾀｹｱｷ 栃木県 宇都宮ブリッツェン

24 0400843 鈴木 譲 ｽｽﾞｷ ﾕｽﾞﾙ 栃木県 宇都宮ブリッツェン

25 1100488 岡 篤志 ｵｶ ｱﾂｼ 茨城県 宇都宮ブリッツェン

26 1000720 馬渡 伸弥 ﾏﾜﾀﾘ ｼﾝﾔ 東京都 宇都宮ブリッツェン

27 0600844 阿部 嵩之 ｱﾍﾞ ﾀｶﾕｷ 栃木県 宇都宮ブリッツェン

28 1101581 鈴木 龍 ｽｽﾞｷ ﾘｭｳ 宮城県 宇都宮ブリッツェン

29 0500716 飯野 智行 ｲｲﾉ ﾄﾓﾕｷ 栃木県 宇都宮ブリッツェン

41 0500601 入部 正太朗 ｲﾘﾍﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ 奈良県 シマノレーシング

42 0701113 木村 圭佑 ｷﾑﾗ ｹｲｽｹ 滋賀県 シマノレーシング

43 0900861 湊 諒 ﾐﾅﾄ ﾘｮｳ 青森県 シマノレーシング

44 0900704 秋田 拓磨 ｱｷﾀ ﾀｸﾏ 福井県 シマノレーシング

45 0900212 横山 航太 ﾖｺﾔﾏ ｺｳﾀ 長野県 シマノレーシング

46 1001692 黒枝 咲哉 ｸﾛｴﾀﾞ ｻﾔ 大分県 シマノレーシング

47 1000442 小山 貴大 ｺﾔﾏ ﾀｶﾋﾛ 群馬県 シマノレーシング

48 1600138 中田 拓也 ﾅｶﾀ ﾀｸﾔ 長野県 シマノレーシング

61 1201451 下島 将輝 ｼﾓｼﾞﾏ ﾏｻｷ 兵庫県 那須ブラーゼン

62 1700093 永吉 篤弥 ﾅｶﾞﾖｼ ｱﾂﾔ 愛知県 那須ブラーゼン

63 1000394 岸 崇仁 ｷｼ ﾀｶﾋﾄ 茨城県 那須ブラーゼン

64 1301587 柴田 雅之 ｼﾊﾞﾀ ﾏｻﾕｷ 京都府 那須ブラーゼン

65 1001560 吉田 悠人 ﾖｼﾀﾞ ﾕｳﾄ 栃木県 那須ブラーゼン

66 0900064 西尾 勇人 ﾆｼｵ ﾊﾔﾄ 北海道 那須ブラーゼン

67 1100580 樋口 峻明 ﾋｸﾞﾁ ﾀｶｱｷ 神奈川 那須ブラーゼン

68 1501669 椎貝 竜哉 ｼｲｶﾞｲ ﾘｭｳﾔ 栃木県 那須ブラーゼン

81 1001902 米谷 隆志 ﾖﾈﾀﾆ ﾀｶｼ 東京都 LEOMO Bellmare Racing Team

82 0801747 才田 直人 ｻｲﾀ ﾅｵﾄ 宮城県 LEOMO Bellmare Racing Team

83 1601347 岩瀬 照 ｲﾜｾ ｼｮｳ 新潟県 LEOMO Bellmare Racing Team

85 1500184 小嶋 渓円 ｺｼﾞﾏ ｹｲｴﾝ 神奈川 LEOMO Bellmare Racing Team

101 0900655 高木 三千成 ﾀｶｷﾞ ﾐﾁﾅﾘ 埼玉県 東京ヴェントス

103 0501593 内野 直也 ｳﾁﾉ ﾅｵﾔ 埼玉県 東京ヴェントス

104 0801515 伊藤 舜紀 ｲﾄｳ ｼｭﾝｷ 北海道 東京ヴェントス

106 1101003 今田 崇史 ｺﾝﾀ ﾀｶﾌﾐ 山形県 東京ヴェントス

107 1300031 増田 弘誠 ﾏｽﾀﾞ ﾋﾛﾅｶﾞ 静岡県 東京ヴェントス

108 1201250 古田 潤 ﾌﾙﾀ ｼﾞｭﾝ 東京都 東京ヴェントス

109 1301128 小野寺 望 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾉｿﾞﾑ 東京都 東京ヴェントス

110 1602211 永富 一騎 ﾅｶﾞﾄﾐ ｶｽﾞｷ 東京都 東京ヴェントス

121 0001063 中島 康晴 ﾅｶｼﾞﾏ ﾔｽﾊﾙ 福井県 KINAN Cycling Team

122 0700705 山本 元喜 ﾔﾏﾓﾄ ｹﾞﾝｷ 奈良県 KINAN Cycling Team

123 0701585 椿 大志 ﾂﾊﾞｷ ﾋﾛｼ 東京都 KINAN Cycling Team

124 0900444 雨乞 竜己 ｱﾏｺﾞｲ ﾀﾂｷ 京都府 KINAN Cycling Team

125 1301241 中西 健児 ﾅｶﾆｼ ｹﾝｼﾞ 大阪府 KINAN Cycling Team

126 1100960 新城 雄大 ｱﾗｼﾛ ﾕｳﾀﾞｲ 沖縄県 KINAN Cycling Team

127 1001773 山本 大喜 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻｷ 奈良県 KINAN Cycling Team

132 1301795 塚本 一樹 ﾂｶﾓﾄ ｲﾂｷ 静岡県 KINAN Cycling Team

141 0900955 中村 龍太郎 ﾅｶﾑﾗ ﾘｭｳﾀﾛｳ 千葉県 イナーメ信濃山形
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142 1502527 小山 智也 ｺﾔﾏ ﾄﾓﾔ 大阪府 イナーメ信濃山形

143 1200215 豊田 勝徳 ﾄﾖﾀﾞ ｶﾂﾉﾘ 大阪府 イナーメ信濃山形

145 1500596 兼松 大和 ｶﾈﾏﾂ ﾔﾏﾄ 大阪府 イナーメ信濃山形

146 0901542 北野 普識 ｷﾀﾉ ﾕｷﾉﾘ 千葉県 イナーメ信濃山形

147 0001389 遠藤 績穂 ｴﾝﾄﾞｳ ｾｷﾎ 千葉県 イナーメ信濃山形

149 1502398 田渕 君幸 ﾀﾌﾞﾁ ｷﾐﾕｷ 東京都 イナーメ信濃山形

151 1401797 大東 泰弘 ﾀﾞｲﾄｳ ﾔｽﾋﾛ 愛知県 イナーメ信濃山形

161 0201014 大塚 航 ｵｵﾂｶ ﾜﾀﾙ 京都府 VICTOIRE 広島

162 1400374 谷 順成 ﾀﾆ ｼﾞｭﾝｾｲ 岐阜県 VICTOIRE 広島

163 0600791 藤岡 克磨 ﾌｼﾞｵｶ ｶﾂﾏ 徳島県 VICTOIRE 広島

164 1400034 白川 幸希 ｼﾗｶﾜ ｺｳｷ 岡山県 VICTOIRE 広島

165 1201456 中川 智 ﾅｶｶﾞﾜ ｻﾄｼ 奈良県 VICTOIRE 広島

167 1200307 桂 慶浩 ｶﾂﾗ ﾖｼﾋﾛ 広島県 VICTOIRE 広島

169 1500381 藤川 淳 ﾌｼﾞｶﾜ ｼﾞｭﾝ 広島県 VICTOIRE 広島

170 1600829 下島 海人 ｼﾓｼﾞﾏ ｶｲﾄ 広島県 VICTOIRE 広島

181 9700539 狩野 智也 ｶﾉｳ ﾄﾓﾔ 群馬県 群馬グリフィン

184 1200884 村田 雄耶 ﾑﾗﾀ ﾕｳﾔ 福岡県 群馬グリフィン

185 1300540 松井 大悟 ﾏﾂｲ ﾀﾞｲｺﾞ 石川県 群馬グリフィン

186 0400882 加賀 龍治 ｶｶﾞ ﾘｭｳｼﾞ 広島県 群馬グリフィン

201 0901755 野口 悠真 ﾉｸﾞﾁ ﾕｳﾏ 東京都 FIETS GROEN 日本ロボティクス

202 9702834 中村 文武 ﾅｶﾑﾗ ﾌﾐﾀｹ 東京都 FIETS GROEN 日本ロボティクス

203 1200031 高橋 伸成 ﾀｶﾊｼ ﾉﾌﾞｼｹﾞ 静岡県 FIETS GROEN 日本ロボティクス

204 0600568 水野 貴行 ﾐｽﾞﾉ ﾀｶﾕｷ 愛知県 FIETS GROEN 日本ロボティクス

205 1101605 元山 高嶺 ﾓﾄﾔﾏ ﾀｶﾈ 大阪府 FIETS GROEN 日本ロボティクス

207 1400913 萩原 啓 ﾊｷﾞﾊﾗ ｻﾄｼ 三重県 FIETS GROEN 日本ロボティクス

208 1300114 山口 雄大 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｹﾋﾛ 神奈川 FIETS GROEN 日本ロボティクス

212 1100640 高野 翔太 ﾀｶﾉ ｼｮｳﾀ 大阪府 FIETS GROEN 日本ロボティクス

221 0601273 松木 健治 ﾏﾂｷ ｹﾝｼﾞ 京都府 VC FUKUOKA

223 1000423 佐藤 信哉 ｻﾄｳ ｼﾝﾔ 福岡県 VC FUKUOKA

224 1001679 早川 祐司 ﾊﾔｶﾜ ﾕｳｼﾞ 栃木県 VC FUKUOKA

225 1502196 中森 大樹 ﾅｶﾓﾘ ﾀｲｷ 福岡県 VC FUKUOKA

226 1700207 森下 遼太 ﾓﾘｼﾀ ﾘｮｳﾀ 大阪府 VC FUKUOKA

227 1201347 井戸川 真一 ｲﾄﾞｶﾞﾜ ｼﾝｲﾁ 福岡県 VC FUKUOKA

230 1300170 山科 竜一郎 ﾔﾏｼﾅ ﾘｭｳｲﾁﾛｳ 兵庫県 VC FUKUOKA

231 1800239 松田 真和 ﾏﾂﾀﾞ ﾏｻｶｽﾞ 福岡県 VC FUKUOKA

241 9800459 小畑 郁 ｵﾊﾞﾀ ｶｵﾙ 東京都 なるしまフレンド　レーシングチーム

242 1602063 松島 拓人 ﾏﾂｼﾏ ﾀｸﾄ 神奈川 なるしまフレンド　レーシングチーム

243 0900524 渡邊 聡 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾄﾙ 神奈川 なるしまフレンド　レーシングチーム

244 0900457 近藤 正紀 ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾉﾘ 東京都 なるしまフレンド　レーシングチーム

246 0500037 櫻井 一輝 ｻｸﾗｲ ﾓﾄｷ 静岡県 なるしまフレンド　レーシングチーム

247 0800315 栗栖 嵩 ｸﾘｽ ﾀｶｼ 北海道 なるしまフレンド　レーシングチーム

249 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　レーシングチーム

250 1600259 小川 恵佑 ｵｶﾞﾜ ｹｲｽｹ 東京都 なるしまフレンド　レーシングチーム

261 1500213 菊地 悠介 ｷｸﾁ ﾘｮｳｽｹ 神奈川 ウォークライド・バイク

264 1200022 幡司 勝 ﾊﾀｼ ﾏｻﾙ 広島県 ウォークライド・バイク

281 0200431 宮口 直之 ﾐﾔｸﾞﾁ ﾅｵﾕｷ 広島県 eNShare-エルドラード

284 0800639 河賀 雄大 ｶｶﾞ ﾕｳﾀﾞｲ 広島県 eNShare-エルドラード

286 0901489 水野 恭兵 ﾐｽﾞﾉ ｷｮｳﾍｲ 山梨県 eNShare-エルドラード

289 1100996 北野 龍人 ｷﾀﾉ ﾘｭｳﾄ 富山県 eNShare-エルドラード

290 1300762 森 正存 ﾓﾘ ﾏｻﾉﾌﾞ 愛媛県 eNShare-エルドラード

292 1402325 小関 寛 ｺｾｷ ﾋﾛｼ 広島県 eNShare-エルドラード

293 1600101 山根 真吾 ﾔﾏﾈ ｼﾝｺﾞ 広島県 eNShare-エルドラード

294 1700821 井上 文成 ｲﾉｳｴ ﾌﾐﾅﾘ 岡山県 eNShare-エルドラード

301 1201592 阿部 航大 ｱﾍﾞ ｺｳﾀﾞｲ 栃木県 Honda 栃木

302 1001863 小林 宏志 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｼ 栃木県 Honda 栃木
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303 0901551 水間 健 ﾐｽﾞﾏ ﾀｹｼ 栃木県 Honda 栃木

304 1600385 小泉 亮一 ｺｲｽﾞﾐ ﾘｮｳｲﾁ 栃木県 Honda 栃木

306 1300075 佐川 祐太 ｻｶﾞﾜ ﾕｳﾀ 埼玉県 Honda 栃木

307 1600445 平塚 佑亮 ﾋﾗﾂｶ ﾕｳｽｹ 栃木県 Honda 栃木

308 1400265 野宮 一朗 ﾉﾐﾔ ｲﾁﾛｳ 栃木県 Honda 栃木

321 0100092 浜頭 恭 ﾊﾏｶﾞｼﾗ ﾔｽｼ 東京都 ACQUA TAMA EURO-WORKS

322 9900169 青木 誠 ｱｵｷ ﾏｺﾄ 東京都 ACQUA TAMA EURO-WORKS

324 9801919 中田 真琴 ﾅｶﾀ ﾏｺﾄ 京都府 ACQUA TAMA EURO-WORKS

325 0900461 秋山 悟郎 ｱｷﾔﾏ ｺﾞﾛｳ 東京都 ACQUA TAMA EURO-WORKS

327 1300766 茂越 龍哉 ﾓｺﾞｴ ﾀﾂﾔ 兵庫県 ACQUA TAMA EURO-WORKS

341 0700758 西沢 倭義 ﾆｼｻﾞﾜ ｲﾖﾘ 京都府 シエルヴォ奈良MIYATA-MERIDAレーシングチーム

342 9701052 山本 雅道 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾐﾁ 神奈川 シエルヴォ奈良MIYATA-MERIDAレーシングチーム

343 0100293 小渡 健悟 ｺﾜﾀﾘ ｹﾝｺﾞ 奈良県 シエルヴォ奈良MIYATA-MERIDAレーシングチーム

345 1100483 若杉 圭祐 ﾜｶｽｷﾞ ｹｲｽｹ 愛知県 シエルヴォ奈良MIYATA-MERIDAレーシングチーム

346 1100628 安田 京介 ﾔｽﾀﾞ ｷｮｳｽｹ 京都府 シエルヴォ奈良MIYATA-MERIDAレーシングチーム

347 0601561 大中 巧基 ｵｵﾅｶ ｺｳｷ 岩手県 シエルヴォ奈良MIYATA-MERIDAレーシングチーム

349 1001504 小西 優大 ｺﾆｼ ﾕｳﾀﾞｲ 大阪府 シエルヴォ奈良MIYATA-MERIDAレーシングチーム

350 1600601 高山 恭彰 ﾀｶﾔﾏ ﾔｽｱｷ 三重県 シエルヴォ奈良MIYATA-MERIDAレーシングチーム

361 0400470 大久保 陣 ｵｵｸﾎﾞ ｼﾞﾝ 鹿児島 チームブリヂストンサイクリング

362 0500798 窪木 一茂 ｸﾎﾞｷ ｶｽﾞｼｹﾞ 福島県 チームブリヂストンサイクリング

363 0801011 石橋 学 ｲｼﾊﾞｼ ﾏﾅﾌﾞ 青森県 チームブリヂストンサイクリング

364 0900699 原田 裕成 ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾛｱｷ 岡山県 チームブリヂストンサイクリング

365 1001732 堀 孝明 ﾎﾘ ﾀｶｱｷ 栃木県 チームブリヂストンサイクリング

366 0600749 一丸 尚伍 ｲﾁﾏﾙ ｼｮｳｺﾞ 大分県 チームブリヂストンサイクリング

367 0801159 近谷 涼 ﾁｶﾀﾆ ﾘｮｳ 富山県 チームブリヂストンサイクリング

368 0900845 橋本 英也 ﾊｼﾓﾄ ｴｲﾔ 岐阜県 チームブリヂストンサイクリング

382 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

383 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

385 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

386 1402184 岩崎 晶雲 ｲﾜｻｷ ｼｮｳｳﾝ 福島県 弱虫ペダル サイクリングチーム

387 1400152 江越 海玖也 ｴｺﾞｼ ﾐｸﾔ 神奈川 弱虫ペダル サイクリングチーム
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【クラスタ：E1　レースレーティング：B】 90名 2018.06.22

No. 選手ID 選手名 ｶﾅ 登録地 ﾁｰﾑ名
101 1100455 奥村 隆平 ｵｸﾑﾗ ﾘｭｳﾍｲ 愛知県 DESTRA

102 1201709 川瀬 章史 ｶﾜｾ ｱｷﾌﾐ 愛知県 DESTRA

103 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

104 1502464 齋藤 友一 ｻｲﾄｳ ﾕｳｲﾁ 福井県 バルバレーシングクラブ

105 1602529 白崎 剛 ｼﾗｻｷ ﾂﾖｼ 福井県 バルバレーシングクラブ

106 0700340 寺崎 武郎 ﾃﾗｻｷ ﾀｹﾛｳ 福井県 バルバレーシングクラブ

107 1502532 西尾 洋介 ﾆｼｵ ﾖｳｽｹ 富山県 バルバレーシングクラブ

108 1100414 濱野 克悠 ﾊﾏﾉ ｶﾂﾕｷ 富山県 バルバレーシングクラブ

109 0001623 坂本 恵一 ｻｶﾓﾄ ｹｲｲﾁ 大阪府 BC.ANELLO

111 1502247 横手 徳広 ﾖｺﾃ ﾄｸﾋﾛ 福岡県 voyAge cycling team

112 1500813 堀田 耕司 ﾎｯﾀ ｺｳｼﾞ 愛知県 BREZZA-KAMIHAGI

113 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

114 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

115 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

116 0300357 一色 寛之 ｲｯｼｷ ﾋﾛﾕｷ 京都府 CIERVO NARA ELITE

117 1301464 中村 潤 ﾅｶﾑﾗ ｼﾞｭﾝ 東京都 docomo RT

119 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

120 0401579 伊藤 翔吾 ｲﾄｳ ｼｮｳｺﾞ 広島県 eNShare Cycling Team

121 9901368 清水 英樹 ｼﾐｽﾞ ﾋﾃﾞｷ 鳥取県 eNShare Cycling Team

122 1502726 松浦 正己 ﾏﾂｳﾗ ﾏｻｷ 広島県 エキップ　ティラン

124 1000714 佐々木 暖 ｻｻｷ ﾀﾞﾝ 奈良県 EURO-WORKS Racing

125 1100076 角田 光隆 ｽﾐﾀﾞ ﾐﾂﾀｶ 奈良県 EURO-WORKS Racing

126 1100087 田中 信行 ﾀﾅｶ ﾉﾌﾞﾕｷ 奈良県 EURO-WORKS Racing

129 1300264 中川 祐輝 ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳｷ 東京都 FORCE

130 1500217 八幡 光哉 ﾔﾊﾀ ﾐﾂﾔ 東京都 FORCE

131 1500271 石渡 誠一 ｲｼﾜﾀﾘ ｾｲｲﾁ 神奈川 フィッツ

132 1500164 吉田 泰大 ﾖｼﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ 神奈川 フィッツ

133 1500505 築山 元樹 ﾂｷﾔﾏ ｹﾞﾝｷ 岡山県 Team Grandi Petit

134 9900113 高橋 利明 ﾀｶﾊｼ ﾄｼｱｷ 茨城県 GROWING Racing Team

135 1001777 伊藤 晋一 ｲﾄｳ ｼﾝｲﾁ 神奈川 G.S.POSITIVO

136 0800023 和田山 尚史 ﾜﾀﾞﾔﾏ ﾀｶﾌﾐ 大阪府 侵略！！！

137 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

138 1402092 川野 健太 ｶﾜﾉ ｹﾝﾀ 東京都 日本ろう自転車競技協会

139 1100042 早瀬 憲太郎 ﾊﾔｾ ｹﾝﾀﾛｳ 神奈川 日本ろう自転車競技協会

140 1100420 小山 雄司 ｺﾔﾏ ﾕｳｼﾞ 長野県 快レーシング

141 1500397 堀川 滉太 ﾎﾘｶﾜ ｺｳﾀ 岡山県 関西高等学校

143 0300866 渡邉 正光 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾐﾂ 福島県 LinkTOHOKU

144 1100638 山岡 健人 ﾔﾏｵｶ ｹﾝﾄ 愛媛県 TEAM LUPPI

145 1100461 湯浦 裕貴 ﾕｳﾗ ﾔｽﾀｶ 愛知県 イナーメ信濃山形-EFT

146 1500140 日野 凌羽 ﾋﾉ ﾘｮｳ 愛媛県 松山城南高等学校 自転車競技部

147 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

149 0901303 亀岡 晋也 ｶﾒｵｶ ｼﾝﾔ 愛媛県 masahikomifune.com CyclingTeam

151 1200156 天春 雄也 ｱﾏｶﾞｽ ﾕｳﾔ 三重県 MAX SPEED 97

152 1400047 菅谷 修 ｽｶﾞﾔ ｵｻﾑ 東京都 MIVRO

153 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

154 1200918 薗田 将人 ｿﾉﾀﾞ ﾏｻﾄ 大阪府 ナカガワＡＳ・Ｋ’デザイン

155 1600013 森田 正徳 ﾓﾘﾀ ﾏｻﾉﾘ 大阪府 ナカガワＡＳ・Ｋ’デザイン

157 1200035 三上 勇輝 ﾐｶﾐ ﾕｳｷ 大阪府 SAUCE DEVELOPMENT

158 1501424 菅谷 照生 ｽｶﾞﾔ ﾃﾙｷ 山梨県 なるしまフレンド

159 1601925 梅澤 幹太 ｳﾒｻﾞﾜ ｶﾝﾀ 愛媛県 エキップユーレーシング

161 1301694 小貫 智紀 ｵﾇｷ ﾄﾓﾉﾘ 神奈川 PHANTOM 湘南

162 1201705 中屋 貴義 ﾅｶﾔ ﾀｶﾖｼ 高知県 パラティアムTOKYO
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163 0701108 古谷 勇輝 ﾌﾙﾀﾆ ﾕｳｷ 大阪府 パナソニックレーシング

164 1501960 村井 寛 ﾑﾗｲ ﾋﾛｼ 大阪府 パナソニックレーシング

167 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

168 1601918 中村 永 ﾅｶﾑﾗ ﾊﾙｶ 静岡県 Squadra di LAVORANTE

169 9901846 大倉 健一 ｵｵｸﾗ ｹﾝｲﾁ 東京都 セオレーシング

170 1400079 島田 英樹 ｼﾏﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ 大阪府 Ｓａｋａｔａｎｉ Ｒａｃｉｎｇ

171 1800333 小林 亮 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳ 兵庫県 soleil de lest

172 1600120 山本 健太郎 ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝﾀﾛｳ 高知県 徳島サイクルレーシング

173 1001823 上手 勇輝 ｶﾐﾃ ﾕｳｷ 広島県 Team Kermis Cross

174 1500173 中川 泰我 ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｲｶﾞ 広島県 Team Kermis Cross

175 1600071 柳楽 諭 ﾅｷﾞﾗ ｻﾄｼ 広島県 Team Kermis Cross

176 1301684 廣本 凌也 ﾋﾛﾓﾄ ﾘｮｳﾔ 広島県 Team Kermis Cross

177 1401602 利田 卓也 ｶｶﾞﾀ ﾀｸﾔ 大阪府 Ｙ’ｓ Ｒｏａｄ

178 1300400 星野 将宏 ﾎｼﾉ ﾏｻﾋﾛ 京都府 Ｙ’ｓ Ｒｏａｄ

179 0000251 佐々木 健 ｻｻｷ ﾀｹｼ 愛知県 天狗党

180 1400631 中井 雄策 ﾅｶｲ ﾕｳｻｸ 群馬県 TRC PANAMAREDS

181 1600036 井清 大樹 ｲｾｲ ﾀﾞｲｷ 大阪府 TRAILBLAZER

182 0700203 大島 正義 ｵｵｼﾏ ﾏｻﾖｼ 大阪府 チーム スクアドラ

183 1500025 佐藤 友飛 ｻﾄｳ ﾕｳﾄ 大阪府 チーム スクアドラ

184 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

186 1401536 小川 修 ｵｶﾞﾜ ｵｻﾑ 三重県 TSU RACING

187 1501770 岩本 克也 ｲﾜﾓﾄ ｶﾂﾔ 山口県 Team UKYO Reve

188 1500375 齋藤 俊輔 ｻｲﾄｳ ｼｭﾝｽｹ 広島県 Team UKYO Reve

189 1500211 高橋 叶平 ﾀｶﾊｼ ｷｮｳﾍｲ 広島県 Team UKYO Reve

190 1600606 長谷川 彰浩 ﾊｾｶﾞﾜ ｱｷﾋﾛ 東京都 Team UKYO Reve

191 1100565 宮田 久生 ﾐﾔﾀ ﾋｻｵ 広島県 Team UKYO Reve

192 1500190 山田 大樹 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛｷ 徳島県 UNIVERS

193 1400204 秋田 智和 ｱｷﾀ ﾄﾓｶｽﾞ 福岡県 VC FUKUOKA（エリート）

195 1700212 満上 亘 ﾐﾂｶﾐ ﾜﾀﾙ 福岡県 VC FUKUOKA（エリート）

196 9700734 井上 登士哉 ｲﾉｳｴ ﾄｼﾔ 愛媛県 VC VELOCE

197 0800194 上田 貴史 ｳｴﾀﾞ ﾀｶｼ 大阪府 VC VELOCE

199 9701872 近藤 智彦 ｺﾝﾄﾞｳ ﾄﾓﾋｺ 大阪府 VC VELOCE

200 0900162 苗村 徹 ﾅｴﾑﾗ ﾄｵﾙ 大阪府 VC VELOCE

201 1100274 藤田 耕志 ﾌｼﾞﾀ ﾀｶｼ 大阪府 VC VELOCE

202 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

203 1602598 玉田 旭 ﾀﾏﾀﾞ ｱｷﾗ 大阪府 CWASPアタリ前田

204 1301407 山崎 昌宣 ﾔﾏｻﾞｷ ｱｷﾉﾘ 大阪府 CWASPアタリ前田

205 1800213 今井 大悟 ｲﾏｲ ﾀﾞｲｺﾞ 東京都 VENTOS FRECCIA
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【クラスタ：E2　レースレーティング：C】 92名 2018.06.22

No. 選手ID 選手名 ｶﾅ 登録地 ﾁｰﾑ名
221 1301727 内丸 達也 ｳﾁﾏﾙ ﾀﾂﾔ 愛知県 DESTRA

222 1200315 鈴木 聖士 ｽｽﾞｷ ｾｲｼﾞ 愛知県 DESTRA

223 1100431 二俣 雄哉 ﾌﾀﾏﾀ ﾕｳﾔ 愛知県 DESTRA

224 1001926 谷名 修一 ﾀﾆﾅ ｼｭｳｲﾁ 京都府 チーム　アベノバ

225 0100206 酒井 紀章 ｻｶｲ ﾉﾘｱｷ 福井県 バルバレーシングクラブ

226 1502476 山本 大樹 ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾞｲｷ 富山県 バルバレーシングクラブ

227 0501388 奥田 瑛史 ｵｸﾀﾞ ｴｲｼﾞ 兵庫県 BC.ANELLO

230 1400291 渡部 譲二 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｮｳｼﾞ 広島県 voyAge cycling team

232 1502296 若林 孝紀 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾀｶﾉﾘ 広島県 備北

233 1600697 細井 大誠 ﾎｿｲ ﾋﾛｱｷ 愛知県 BREZZA-KAMIHAGI

234 1201911 齋藤 全弘 ｻｲﾄｳ ﾏｻﾋﾛ 東京都 サイクルフリーダム・レーシング

235 1402394 広瀬 竜太 ﾋﾛｾ ﾘｭｳﾀ 京都府 CLOUD 9ers

236 1201903 杉村 敏章 ｽｷﾞﾑﾗ ﾄｼｱｷ 愛媛県 チーム大永山

237 1602429 川嶋 祐紀 ｶﾜｼﾏ ﾕｳｷ 和歌山 FortunaTredici

240 0801454 井上 無我 ｲﾉｳｴ ﾑｶﾞ 山口県 山口県自転車競技連盟・GRP

241 1200445 岡本 順 ｵｶﾓﾄ ｼﾞｭﾝ 山口県 山口県自転車競技連盟・GRP

242 1700388 平井 貴志 ﾋﾗｲ ﾀｶｼ 山口県 山口県自転車競技連盟・GRP

244 0200433 酒居 良和 ｻｶｲ ﾖｼｶｽﾞ 広島県 エキップ　ティラン

245 1501498 下山 洋平 ｻｶﾞﾔﾏ ﾖｳﾍｲ 広島県 エキップ　ティラン

246 1700036 早苗 拓海 ｻﾅｴ ﾀｸﾐ 広島県 エキップ　ティラン

247 1501905 曹 栩銘 ｿｳ ｸﾒｲ 広島県 エキップ　ティラン

248 1300125 石井 晋也 ｲｼｲ ｼﾝﾔ 奈良県 EURO-WORKS Racing

249 1700031 中治 綱太 ﾅｶｼﾞ ｺｳﾀ 大阪府 EURO-WORKS Racing

250 1000400 小林 秀雄 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞｵ 東京都 FAST LANE Racing

251 1100171 恒次 真 ﾂﾈﾂｸﾞ ﾏｺﾄ 岡山県 ＦＲＥＥＳＰＥＥＤ

252 1600276 香川 宏太 ｶｶﾞﾜ ｺｳﾀ 東京都 フィッツ

253 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

254 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

255 1401377 夛田 裕樹 ﾀﾀﾞ ﾕｳｷ 岡山県 Team Grandi Petit

256 1000001 稲津 祐哉 ｲﾅﾂﾞ ﾕｳﾔ 兵庫県 HEART BEAT Racing 但馬

257 9701965 山田 哲志 ﾔﾏﾀﾞ ｻﾄｼ 大阪府 本町クラブ

258 1600667 名渕 光希 ﾅﾌﾞﾁ ｺｳｷ 栃木県 Honda 栃木 JET

259 1400144 相原 士穏 ｱｲﾊﾗ ｼｵﾝ 神奈川 保土ケ谷高校自転車競技部

260 1000200 高津 新一 ﾀｶﾂ ｼﾝｲﾁ 兵庫県 奈良キタサイクル まほロバRC

261 0900382 近藤 良亮 ｺﾝﾄﾞｳ ﾘｮｳｽｹ 愛知県 KINAN AACA

262 1502738 福田 伸考 ﾌｸﾀﾞ ﾉﾌﾞﾀｶ 三重県 KINAN AACA

263 1300703 二宮 誉仁 ﾆﾉﾐﾔ ﾀｶﾋﾄ 大阪府 関西大学Cycle Racing Team

264 1700056 渡瀬 義雄 ﾜﾀｾ ﾖｼｵ 静岡県 Leap Hamamatsu Cycling Team

265 0700166 古野 修 ﾌﾙﾉ ｵｻﾑ 京都府 TEAM☆ルパン・ttm

266 0101035 三田 雅之 ﾐﾀ ﾏｻﾕｷ 大阪府 TEAM☆ルパン・ttm

267 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

268 1300559 柴田 直樹 ｼﾊﾞﾀ ﾅｵｷ 長野県 イナーメ信濃山形-EFT

269 0500435 福留 康介 ﾌｸﾄﾞﾒ ｺｳｽｹ 岡山県 イナーメ信濃山形-EFT

270 1601622 野間田 一浩 ﾉﾏﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 和歌山  ミルキーウェイ和歌山

271 1502590 北宅 柊麻 ｷﾀﾔ ﾄｳﾏ 愛媛県 松山城南高等学校 自転車競技部

272 1301836 塩崎 隼秀 ｼｵｻﾞｷ ﾊﾔﾋﾃﾞ 愛媛県 松山城南高等学校 自転車競技部

273 1700368 高田 玲 ﾀｶﾀ ﾚｲ 岡山県 松山城南高等学校 自転車競技部

274 1700828 渡邊 諒馬 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳﾏ 愛媛県 松山城南高等学校 自転車競技部

275 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

277 0000379 冨久 健太郎 ﾄﾐﾋｻ ｹﾝﾀﾛｳ 岡山県 masahikomifune.com CyclingTeam

279 1600600 矢田 健太郎 ﾔﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 三重県 MAX SPEED 97

282 1000013 吉村 裕 ﾖｼﾑﾗ ﾕﾀｶ 大阪府 Nasu Fan Club
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284 1502126 杭田 翔太 ｸｴﾀﾞ ｼｮｳﾀ 岡山県 SAUCE DEVELOPMENT

285 1600352 服平 和樹 ﾌｸﾍﾞ ｶｽﾞｷ 大分県 SAUCE DEVELOPMENT

289 0900743 渡邊 誉大 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾋﾛ 愛知県 NIKO Factory

290 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

292 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

293 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

294 1602676 原田 敬文 ﾊﾗﾀﾞ ﾀｶﾌﾐ 山口県 Pinazou Test Team

295 1800557 相楽 誠 ｻｶﾞﾗ ﾏｺﾄ 東京都 Rapha Cycling Club

296 1300028 青野 淳一 ｱｵﾉ ｼﾞｭﾝｲﾁ 静岡県 Squadra di LAVORANTE

297 1300023 江口 宗光 ｴｸﾞﾁ ﾑﾈﾐﾂ 静岡県 Squadra di LAVORANTE

299 1700474 芦田 勇樹 ｱｼﾀﾞ ﾕｳｷ 兵庫県 soleil de lest

300 1300016 藤井 一厳 ﾌｼﾞｲ ﾉﾌﾞﾋﾛ 静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

301 1502521 磯田 友賀 ｲｿﾀﾞ ﾄﾓｶｽﾞ 京都府 TEAM　all out

302 1800028 佐藤 俊雄 ｻﾄｳ ﾄｼｵ 兵庫県 TEAM　all out

303 1700657 中田 圭亮 ﾅｶﾀ ｹｲｽｹ 大阪府 TEAM　all out

304 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

305 1700578 一丸 裕介 ｲﾁﾏﾙ ﾕｳｽｹ 徳島県 徳島サイクルレーシング

307 1700538 八木 健太 ﾔｷﾞ ｹﾝﾀ 高知県 徳島サイクルレーシング

309 0700611 鳥居 新也 ﾄﾘｲ ｼﾝﾔ 大阪府 竹芝サイクルレーシング

311 1600075 坂川 達行 ｻｶｶﾞﾜ ﾀﾂﾕｷ 広島県 Team Kermis Cross

312 1400292 富永 将宇 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾏｻﾀｶ 広島県 Team Kermis Cross

313 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

314 1100305 磯田 竜介 ｲｿﾀﾞ ﾘｭｳｽｹ 香川県 Tyrell Kagawa Racing

316 1100103 藤井 伸昌 ﾌｼﾞｲ ﾉﾌﾞﾏｻ 岡山県 チーム岡山

317 0600094 溝原 誠 ﾐｿﾞﾊﾗ ﾏｺﾄ 岡山県 チーム岡山

319 1600019 久保田 航太 ｸﾎﾞﾀ ｺｳﾀ 大阪府 TRAILBLAZER

320 0700204 大原 勇生 ｵｵﾊﾗ ﾕｳｷ 大阪府 チーム スクアドラ

322 1801158 西岡 竜之介 ﾆｼｵｶ ﾘｭｳﾉｽｹ 東京都 VENTOS FRECCIA

324 0500685 清水 一弘 ｼﾐｽﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 富山県 Team UKYO Reve

326 1300249 今倉 慎司 ｲﾏｸﾗ ｼﾝｼﾞ 福岡県 VC FUKUOKA（エリート）

327 9800748 仲松 康太 ﾅｶﾏﾂ ﾔｽﾋﾛ 大阪府 VC FUKUOKA（エリート）

328 1800085 池川 辰哉 ｲｹｶﾞﾜ ﾀﾂﾔ 大阪府 VC VELOCE

329 1200390 石井 智 ｲｼｲ ﾄﾓ 大阪府 VC VELOCE

330 0800652 辻 邦浩 ﾂｼﾞ ｸﾆﾋﾛ 京都府 VC VELOCE

331 1500019 溝畑 悟 ﾐｿﾞﾊﾀ ｻﾄﾙ 大阪府 VC VELOCE

332 0800487 山下 秀剛 ﾔﾏｼﾀ ﾋﾃﾞﾀｶ 三重県 スポルテック

333 1500029 武中 研太 ﾀｹﾅｶ ｹﾝﾀ 大阪府 CWASPアタリ前田

334 0001174 酒井 孝典 ｻｶｲ ｺｳｽｹ 大阪府 八ヶ岳 CYCLING CLUB

335 9801847 白石 裕二 ｼﾗｲｼ ﾕｳｼﾞ 熊本県 チームサイクルプラス

336 1100282 前田 真吾 ﾏｴﾀﾞ ｼﾝｺﾞ 大阪府 ZAS　Racing
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【クラスタ：E3　レースレーティング：D】 149名 2018.06.22

No. 選手ID 選手名 ｶﾅ 登録地 ﾁｰﾑ名
351 1700002 神垣 雅俊 ｶﾐｶﾞｷ ﾏｻﾄｼ 広島県 Aki Rising Bicycle team

352 1700685 菅村 篤 ｽｶﾞﾑﾗ ｱﾂｼ 広島県 Aki Rising Bicycle team

355 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

356 1600794 天野 颯太 ｱﾏﾉ ｿｳﾀ 京都府 チーム　アベノバ

357 1700727 佐藤 弘章 ｻﾄｳ ﾋﾛｱｷ 大阪府 チーム　アベノバ

358 1300542 大友 皓平 ｵｵﾄﾓ ｺｳﾍｲ 兵庫県 VC AVANZARE

359 1703526 柚原 悠人 ﾕｽﾞﾊﾗ ﾕｳﾄ 大阪府 VC AVANZARE

360 1800822 池田 喬弥 ｲｹﾀﾞ ﾀｶﾔ 富山県 バルバレーシングクラブ

361 1800466 上田 大満 ｳｴﾀﾞ ﾋﾛﾐﾂ 石川県 バルバレーシングクラブ

362 1700512 大佛 直樹 ｵｻﾗｷﾞ ﾅｵｷ 富山県 バルバレーシングクラブ

363 1800823 栗林 哲也 ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾃﾂﾔ 富山県 バルバレーシングクラブ

364 1200359 小山 恭平 ｺﾔﾏ ｷｮｳﾍｲ 石川県 バルバレーシングクラブ

365 1702425 中盛 大地 ﾅｶﾓﾘ ﾀﾞｲﾁ 富山県 バルバレーシングクラブ

366 1703340 能口 和久 ﾉｸﾞﾁ ｶｽﾞﾋｻ 石川県 バルバレーシングクラブ

367 1502531 松井 大地 ﾏﾂｲ ﾀﾞｲﾁ 富山県 バルバレーシングクラブ

368 1601896 水谷 和正 ﾐｽﾞﾀﾆ ｶｽﾞﾏｻ 富山県 バルバレーシングクラブ

369 1602462 柳 神二郎 ﾔﾅｷﾞ ｼﾝｼﾞﾛｳ 福井県 バルバレーシングクラブ

370 1800115 有元 寛貴 ｱﾘﾓﾄ ﾋﾛｷ 広島県 voyAge cycling team

373 1700367 細川 貴弘 ﾎｿｶﾜ ﾀｶﾋﾛ 岡山県 voyAge cycling team

374 1700523 大森 健史 ｵｵﾓﾘ ｹﾝｼﾞ 大阪府 備北

376 1700035 花田 金之介 ﾊﾅﾀﾞ ｷﾝﾉｽｹ 大阪府 備北

377 1800541 谷崎 雄樹 ﾀﾆｻﾞｷ　 ﾕｳｷ 熊本県 ＴＥＡＭ　ＢＩＧＢＡＮＧ　ＩＭＰ

378 1501717 真鍋 諒太 ﾏﾅﾍﾞ ﾘｮｳﾀ 香川県 ボンシャンス

379 1600252 丸山 英之 ﾏﾙﾔﾏ ﾋﾃﾞﾕｷ 東京都 BREZZA-KAMIHAGI

380 1802376 和田 集太 ﾜﾀﾞ ｼｭｳﾀ 岐阜県 BREZZA-KAMIHAGI

381 1800285 桐山 雄一 ｷﾘﾔﾏ ﾕｳｲﾁ 兵庫県 チバポンズ

382 0000134 滝山 信行 ﾀｷﾔﾏ ﾉﾌﾞﾕｷ 兵庫県 チバポンズ

383 1800230 片岡 祐貴 ｶﾀｵｶ ﾕｳｷ 愛媛県 チーム大永山

384 1201696 高橋 勇登 ﾀｶﾊｼ ｲｻﾄ 愛媛県 チーム大永山

386 0301568 多端 亮 ﾀﾊﾞﾀ ﾘｮｳ 奈良県 紀ノ川DECOJA Racing

387 1800411 岩崎 礼緒 ｲﾜｻｷ ﾚｵ 和歌山 FortunaTredici

388 1800412 笠松 稜 ｶｻﾏﾂ ﾘｮｳ 和歌山 FortunaTredici

390 1702933 奥田 直継 ｵｸﾀﾞ ﾅｵﾂｸﾞ 大阪府 大阪工業大学サイクリング部

391 1700033 鍛治 功 ｶｼﾞ ｲｻｵ 大阪府 シマノドリンキング

392 1703521 神谷 正紀 ｶﾐﾔ ﾏｻﾉﾘ 静岡県 シマノドリンキング

393 1401920 田代 亘 ﾀｼﾛ ﾜﾀﾙ 大阪府 シマノドリンキング

394 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

395 1501442 岡村 郁弥 ｵｶﾑﾗ ｲｸﾐ 岡山県 eNShare Cycling Team

397 1500390 小林 達也 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾂﾔ 広島県 eNShare Cycling Team

398 1802270 清水 嘉人 ｼﾐｽﾞ ﾖｼﾄ 岡山県 eNShare Cycling Team

399 1101124 武久 弘太 ﾀｹﾋｻ ｺｳﾀ 京都府 eNShare Cycling Team

400 0300648 中村 弦太 ﾅｶﾑﾗ ｹﾞﾝﾀ 香川県 eNShare Cycling Team

403 0100407 吉田 智志 ﾖｼﾀﾞ ｻﾄｼ 広島県 eNShare Cycling Team

405 1800229 脇本 貴尉 ﾜｷﾓﾄ ﾀｶﾔｽ 広島県 eNShare Cycling Team

406 9802484 植木 康文 ｳｴｷ ﾔｽﾌﾐ 山口県 山口県自転車競技連盟・GRP

408 1800265 福田 健一 ﾌｸﾀﾞ ｹﾝｲﾁ 山口県 山口県自転車競技連盟・GRP

409 1800202 森 悠太 ﾓﾘ ﾕｳﾀ 山口県 山口県自転車競技連盟・GRP

410 1702163 麻生 裕也 ｱｿｳ ﾋﾛﾔ 広島県 エキップ　ティラン

411 1800410 岩崎 啓太 ｲﾜｻｷ ｹｲﾀ 広島県 エキップ　ティラン

413 1700755 城本 成司 ｼﾛﾓﾄ ｾｲｼﾞ 広島県 エキップ　ティラン

414 1700668 高野 裕樹 ﾀｶﾉ ﾕｳｷ 広島県 エキップ　ティラン

415 1800245 近森 亮 ﾁｶﾓﾘ ﾘｮｳ 広島県 エキップ　ティラン

第52回 JBCF 西日本ロードクラシック 広島大会
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417 0900752 窪 翼 ｸﾎﾞ ﾂﾊﾞｻ 愛知県 EURO-WORKS Racing

418 1800097 玉仙 健一 ｷﾞｮｸｾﾝ ｹﾝｲﾁ 神奈川 FORCE

419 1500741 安原 功 ﾔｽﾊﾗ ｲｻｵ 岡山県 ＦＲＥＥＳＰＥＥＤ

420 0900034 藤原 友秀 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾄﾓﾋﾃﾞ 兵庫県 グランデパール播磨

421 0400054 正木 浩史 ﾏｻｷ ﾋﾛｼ 兵庫県 グランデパール播磨

422 0501277 湯浅 勉 ﾕｱｻ ﾂﾄﾑ 京都府 GIANT INTERNAL FELLOWS TEAM

423 1801999 井上 将司 ｲﾉｳｴ ﾏｻｼ 岡山県 Team Grandi Petit

424 1501201 森井 浩明 ﾓﾘｲ ﾋﾛｱｷ 岡山県 Team Grandi Petit

427 1402287 井上 陽二郎 ｲﾉｳｴ ﾖｳｼﾞﾛｳ 東京都 GYOTOKU TEAM OF RACING

428 1400250 井上 義邦 ｲﾉｳｴ ﾖｼｸﾆ 兵庫県 HEART BEAT Racing 但馬

430 1700190 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

431 1801094 松本 雄大 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳﾀﾞｲ 愛知県 KINAN AACA

432 1601917 熊谷 飛鳥 ｸﾏｶﾞｲ ｱｽｶ 大阪府 関西大学Cycle Racing Team

433 9701412 島沢 由紀夫 ｼﾏｻﾞﾜ ﾕｷｵ 静岡県 Leap Hamamatsu Cycling Team

434 1502760 杉山 雄亮 ｽｷﾞﾔﾏ ﾕｳｽｹ 静岡県 Leap Hamamatsu Cycling Team

435 0900717 高井 啓吾 ﾀｶｲ ｹｲｺﾞ 静岡県 Leap Hamamatsu Cycling Team

436 1600724 榎本 耕大 ｴﾉﾓﾄ ｺｳﾀﾞｲ 滋賀県 Le Mont

437 1801163 鈴木 祐 ｽｽﾞｷ ﾕｳ 滋賀県 Le Mont

438 1301947 福岡 智之 ﾌｸｵｶ ﾄﾓﾕｷ 滋賀県 ＦＵＫＡＤＡまじりんぐ

440 1200193 野原 弘貴 ﾉﾊﾗ ﾋﾛｷ 岐阜県 名岐ベンド

441 1800193 北出 雅也 ｷﾀﾃﾞ ﾏｻﾔ 和歌山  ミルキーウェイ和歌山

442 1700827 飯尾 文太 ｲｲｵ ﾌﾞﾝﾀ 愛媛県 松山城南高等学校 自転車競技部

443 1802082 大岩 駿介 ｵｵｲﾜ ｼｭﾝｽｹ 愛媛県 松山城南高等学校 自転車競技部

444 1801462 岡本 翔 ｵｶﾓﾄ ｼｮｳ 愛媛県 松山城南高等学校 自転車競技部

445 1802110 中岡 海 ﾅｶｵｶ ｶｲ 愛媛県 松山城南高等学校 自転車競技部

446 1801450 山崎 開登 ﾔﾏｻｷ ｶｲﾄ 愛媛県 松山城南高等学校 自転車競技部

447 1700351 上田 剛史 ｳｴﾀﾞ ﾂﾖｼ 京都府 モジュマ  エリアゼロナナゴ

448 1700354 城島 大樹 ｼﾞｮｳｼﾞﾏ ﾀﾞｲｷ 京都府 モジュマ  エリアゼロナナゴ

449 1502711 田平 修三 ﾀﾋﾗ ｼｭｳｿﾞｳ 京都府 モジュマ  エリアゼロナナゴ

450 1703358 楠田 智弘 ｸｽﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ 愛媛県 MONTA Racing Team

451 0300164 鈴木 龍之介 ｽｽﾞｷ ﾘｭｳﾉｽｹ 愛媛県 MONTA Racing Team

453 1300093 木村 崇 ｷﾑﾗ ﾀｶｼ 三重県 MAX SPEED 97

455 1600008 高山 秀樹 ﾀｶﾔﾏ ﾋﾃﾞｷ 大阪府 MUUR

456 1201702 宮本 福一 ﾐﾔﾓﾄ ﾌｸｲﾁ 高知県 ナカガワＡＳ・Ｋ’デザイン

457 0800836 高堰 竜馬 ﾀｶｾｷ ﾘｮｳﾏ 大阪府 Nasu Fan Club

460 1702984 柴田 湧斗 ｼﾊﾞﾀ ﾕｳﾄ 愛媛県 エキップユーレーシング

461 1301940 廣田 力也 ﾋﾛﾀ ﾘｷﾔ 長崎県 ﾈｽﾄ ﾅｶﾞｻｷ

462 1401106 岸本 亮祐 ｷｼﾓﾄ ﾘｮｳｽｹ 大阪府 ネクストリーム・うどん虹や

463 1401893 高枝 大智 ﾀｶｴﾀﾞ ﾀﾞｲﾁ 兵庫県 ネクストリーム・うどん虹や

466 1700198 川口 照悟 ｶﾜｸﾞﾁ ｼｮｳｺﾞ 福岡県 ＰＡＲＡＢＯＬＡイワイシーガル

468 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

469 1700026 中西 啓太 ﾅｶﾆｼ ｹｲﾀ 大阪府 パナソニックレーシング

470 1401067 町田 龍士 ﾏﾁﾀﾞ ﾘｭｳｼﾞ 大阪府 パナソニックレーシング

471 1800092 安達 拓郎 ｱﾀﾞﾁ ﾀｸﾛｳ 兵庫県 Rapha Cycling Club

472 1702799 落合 拓郎 ｵﾁｱｲ ﾀｸﾛｳ 千葉県 Rapha Cycling Club

474 1500320 三井 裕樹 ﾐﾂｲ ﾋﾛｷ 千葉県 Rapha Cycling Club

477 1800346 大塚 翔太 ｵｵﾂｶ ｼｮｳﾀ 静岡県 Squadra di LAVORANTE

478 1700707 山賀 裕太 ﾔﾏｶﾞ ﾕｳﾀ 東京都 Squadra di LAVORANTE

479 1703335 大仲 凜功 ｵｵﾅｶ ﾘｸ 大阪府 Ｓａｋａｔａｎｉ Ｒａｃｉｎｇ

480 1300234 阿部 哲也 ｱﾍﾞ ﾃﾂﾔ 兵庫県 soleil de lest

481 1600085 石井 久雄 ｲｼｲ ﾋｻｵ 兵庫県 soleil de lest

482 1400271 柿原 和貴 ｶｷﾊﾗ ｶｽﾞｷ 大阪府 soleil de lest

483 1800332 藤原 聖道 ﾌｼﾞﾜﾗ ｾｲﾄﾞｳ 兵庫県 soleil de lest

484 1200324 細川 富仙 ﾎｿｶﾜ ﾖｼﾉﾘ 島根県 soleil de lest

485 1800364 越坂 育英 ｺｼｻｶ ｲｸﾋﾃﾞ 静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ
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486 1700066 辻本 青矢 ﾂｼﾞﾓﾄ ｾｲﾔ 静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

488 1800057 中村 将也 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾔ 大阪府 TEAM　all out

490 1800268 三屋田 健介 ﾐﾔﾀ ｹﾝｽｹ 徳島県 徳島サイクルレーシング

493 1703509 伊藤 涼介 ｲﾄｳ ﾘｮｳｽｹ 広島県 Team Kermis Cross

496 1501045 木原 与志寛 ｷﾊﾗ ﾖｼﾋﾛ 広島県 Team Kermis Cross

499 1800047 笹原 純平 ｻｻﾊﾗ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 広島県 Team Kermis Cross

500 1600345 重本 明彦 ｼｹﾞﾓﾄ ｱｷﾋｺ 山口県 Team Kermis Cross

502 1800639 土居 貴義 ﾄﾞｲ ﾀｶﾖｼ 広島県 Team Kermis Cross

504 1703457 西川 大介 ﾆｼｶﾜ ﾀﾞｲｽｹ 広島県 Team Kermis Cross

505 1801465 濱田 大海 ﾊﾏﾀﾞ ﾏｻﾐ 広島県 Team Kermis Cross

506 1800204 安田 拓也 ﾔｽﾀﾞ ﾀｸﾔ 広島県 Team Kermis Cross

507 1702445 湯口 直弥 ﾕｸﾞﾁ ﾅｵﾔ 広島県 Team Kermis Cross

508 1800078 渡辺 優一 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｲﾁ 広島県 Team Kermis Cross

509 1001835 関口 美行 ｾｷｸﾞﾁ ﾖｼﾕｷ 東京都 たかだフレンドレーシング

510 1600581 亀谷 宏海 ｶﾒﾀﾆ ﾋﾛﾐ 香川県 Tyrell Kagawa Racing

511 1100667 松村 和浩 ﾏﾂﾑﾗ ｶｽﾞﾋﾛ 香川県 Tyrell Kagawa Racing

512 1802443 大窪 良 ｵｵｸﾎﾞ ﾏｺﾄ 大阪府 Ｙ’ｓ Ｒｏａｄ

513 1201661 梶谷 明直 ｶｼﾞﾀﾆ ｱｷﾅｵ 岡山県 チーム岡山

514 1800363 山崎 秀忠 ﾔﾏｻｷ ﾋﾃﾞﾀﾀﾞ 岡山県 チーム岡山

515 1700683 吉田 健太郎 ﾖｼﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 群馬県 TRC PANAMAREDS

517 1301676 上羽 拓郎 ｳｴﾊﾞ ﾀｸﾛｳ 大阪府 TRAILBLAZER

521 1600432 藤岡 泰之 ﾌｼﾞｵｶ ﾔｽﾕｷ 広島県 ＴＮＧレーシング広島

524 1700533 犬伏 輝斗　 ｲﾇﾌﾞｾ ｷﾗﾄ 大阪府 チーム スクアドラ

525 1600501 小林 拓真 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾏ 大阪府 チーム スクアドラ

526 1703353 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

527 1700001 村岡 耕吉 ﾑﾗｵｶ ｺｳｷﾁ 広島県 Team UKYO Reve

528 1501102 板敷 洋輔 ｲﾀｼﾞｷ ﾖｳｽｹ 徳島県 UNIVERS

529 1300523 植田 良 ｳｴﾀ ﾘｮｳ 徳島県 UNIVERS

530 1703490 北山 翔大 ｷﾀﾔﾏ ｼｮｳﾀ 徳島県 UNIVERS

531 1700323 坂本 恭平 ｻｶﾓﾄ ｷｮｳﾍｲ 京都府 UNIVERS

532 1703539 西 政実 ﾆｼ ﾏｻﾐ 徳島県 UNIVERS

533 1802207 秋好 佑太 ｱｷﾖｼ ﾕｳﾀ 福岡県 VC FUKUOKA（エリート）

534 1500350 麻生 健也 ｱｿｳ ｹﾝﾔ 福岡県 VC FUKUOKA（エリート）

535 1703339 鎌田 晃輝 ｶﾏﾀﾞ ｺｳｷ 大阪府 VC FUKUOKA（エリート）

536 1701966 中村 典 ﾅｶﾑﾗ ﾂｶｻ 福岡県 VC FUKUOKA（エリート）

537 1301019 長屋 一豊 ﾅｶﾞﾔ ｶｽﾞﾄﾖ 福岡県 VC FUKUOKA（エリート）

539 1703117 山田 悠斗 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾄ 福岡県 VC FUKUOKA（エリート）

540 1500049 末冨 拓 ｽｴﾄﾐ ﾀｸ 滋賀県 VC VELOCE

541 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

542 1300385 古川 哲也 ﾌﾙｶﾜ ﾃﾂﾔ 大阪府 チーム　ＷＥＡＥＫＥＮＤ

543 1500051 牧野 弘典 ﾏｷﾉ ﾋﾛﾉﾘ 静岡県 TEAM ZERO

544 0300682 樫尾 一知 ｶｼｵ ｲｯﾁ 兵庫県 チーム　ゼロ　ウノ　フロンティア
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【クラスタ：F　レースレーティング：FF】 25名 2018.06.22

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

2 1700510 石中 葵 ｲｼﾅｶ ｱｵｲ 富山県 バルバレーシングクラブ

3 1600133 近藤 由美 ｺﾝﾄﾞｳ ﾕﾐ 佐賀県 バルバレーシングクラブ

4 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

5 1100491 白崎 美由紀 ｼﾗｻｷ ﾐﾕｷ 福井県 バルバレーシングクラブ

6 1502651 谷江 史帆 ﾀﾆｴ ｼﾎ 福井県 バルバレーシングクラブ

7 1700119 山崎 友里 ﾔﾏｻﾞｷ ﾕﾘ 富山県 バルバレーシングクラブ

8 1800102 早瀬 恵子 ﾊﾔｾ ｹｲｺ 広島県 voyAge cycling team

9 0900635 合田 祐美子 ｺﾞｳﾀﾞ ﾕﾐｺ 岡山県 CORRIDORE BIORACER

10 1501176 下山 美寿々 ｼﾓﾔﾏ ﾐｽｽﾞ 大阪府 CORRIDORE BIORACER

11 1100515 前島 律子 ﾏｴｼﾞﾏ ﾘﾂｺ 東京都 チバポンズ

12 1502261 岡本 亜耶子 ｵｶﾓﾄ ｱﾔｺ 広島県 eNShare Cycling Team

14 1502195 藤原 優子 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｳｺ 兵庫県 EURO-WORKS Racing

15 1700774 大坂 智加 ｵｵｻｶ ﾄﾓｶ 滋賀県 fantasista

16 1301628 早瀬 久美 ﾊﾔｾ ｸﾐ 神奈川 日本ろう自転車競技協会

17 1100039 伊東 小紅 ｲﾄｳ ｱﾂﾞｷ 静岡県 Leap Hamamatsu Cycling Team

18 9700733 西 加南子 ﾆｼ ｶﾅｺ 千葉県 LUMINARIA

20 1101522 伊藤 杏菜 ｲﾄｳ ｱﾝﾅ 栃木県 Live GARDEN BICI STELLE

21 1800071 久保田 夕夏 ｸﾎﾞﾀ ﾕｶ 大阪府 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

22 1800032 森本 保乃花 ﾓﾘﾓﾄ ﾎﾉｶ 大阪府 TEAM　all out

23 1600558 川上 唯 ｶﾜｶﾐ ﾕｲ 徳島県 徳島サイクルレーシング

25 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

26 1401321 根岸 恵美 ﾈｷﾞｼ ｴﾐ 岡山県 チーム岡山

28 1602704 久木野 衣美 ｸｷﾉ ｴﾐ 鹿児島 TEAM YOU CAN

30 1402380 島袋 陽子 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ﾖｳｺ 兵庫県 チーム　ゼロ　ウノ　フロンティア

第7回 JBCF 女子ロードチャンピオンシップ
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