
【クラスタ：E1　レースレーティング：Bc】　53名 2018.11.05

No. 選手ID 選手名 ｶﾅ 登録地 ﾁｰﾑ名

101 1700507 奥澤 優也 ｵｸｻﾞﾜ ﾕｳﾔ 埼玉県 AutoBahnGotemba

102 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

103 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

104 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

105 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

106 0701310 管 洋介 ｽｶﾞ ﾖｳｽｹ 茨城県 AVENTURA AIKOH VICTORIA RACING

107 1700690 村山 悠平 ﾑﾗﾔﾏ ﾕｳﾍｲ 千葉県 AVENTURA AIKOH VICTORIA RACING

108 1301908 山口 和来 ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｽﾞｷ 東京都 AVENTURA AIKOH VICTORIA RACING

109 1800308 鈴木 道也 ｽｽﾞｷ ﾐﾁﾔ 栃木県 ブラウ・ブリッツェン

110 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

111 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

112 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

113 1502719 篠原 輝利 ｼﾉﾊﾗ ｷﾘ 茨城県 ボンシャンス

114 1300007 高清水 天翔 ﾀｶｼﾐｽﾞ ﾃﾝｼｮｳ 静岡県 ボンシャンス

115 1500234 高橋 滉太郎 ﾀｶﾊｼ ｺｳﾀﾛｳ 東京都 Blanche Racing Team

116 1300232 醍醐 貴徳 ﾀﾞｲｺﾞ ﾀｶﾉﾘ 千葉県 サイクルフリーダム・レーシング

117 1101304 手嶋 将大 ﾃｼﾞﾏ ﾏｻﾋﾛ 千葉県 EVERFiT RUDERZ

118 1001922 森 俊夫 ﾓﾘ ﾄｼｵ 奈良県 EURO-WORKS Racing

119 1702396 斎藤 剛 ｻｲﾄｳ ﾂﾖｼ 東京都 FORCE

120 1500192 白井 真人 ｼﾗｲ ﾏｻﾄ 東京都 FORCE

121 1600244 野口 泰 ﾉｸﾞﾁ ﾔｽｼ 東京都 FORCE

122 1801200 元木 晶央 ﾓﾄｷ ｱｷｵ 東京都 FORCE

123 1500217 八幡 光哉 ﾔﾊﾀ ﾐﾂﾔ 東京都 FORCE

124 1601219 松下 直暉 ﾏﾂｼﾀ ﾅｵｷ 東京都 フィッツ

125 1500164 吉田 泰大 ﾖｼﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ 神奈川 フィッツ

126 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

127 9900113 高橋 利明 ﾀｶﾊｼ ﾄｼｱｷ 茨城県 GROWING Racing Team

128 1500423 片桐 真一 ｶﾀｷﾞﾘ ｼﾝｲﾁ 栃木県 Horizonte Amateur Cycling Team

129 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

130 1601008 岩佐 信吾 ｲﾜｻ ｼﾝｺﾞ 長野県 イナーメ信濃山形-EFT

131 1501960 村井 寛 ﾑﾗｲ ﾋﾛｼ 大阪府 パナソニックレーシング

132 1300295 小林 成輔 ｺﾊﾞﾔｼ ｾｲｽｹ 東京都 ＳＵＢＡＲＵ Cycling Team

133 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

134 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

135 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

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

137 0000251 佐々木 健 ｻｻｷ ﾀｹｼ 愛知県 天狗党

138 1300379 棚橋 峻也 ﾀﾅﾊｼ ｼｭﾝﾔ 愛知県 天狗党

139 1600332 佐藤 駿 ｻﾄｳ ｼｭﾝ 群馬県 TRC PANAMAREDS

140 1400631 中井 雄策 ﾅｶｲ ﾕｳｻｸ 群馬県 TRC PANAMAREDS

141 0500685 清水 一弘 ｼﾐｽﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 富山県 Team UKYO Reve

142 1502190 齋藤 寛太 ｻｲﾄｳ ｶﾝﾀ 茨城県 ウィンディー筑波

143 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

144 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

145 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

146 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
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147 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

148 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

149 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

150 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

151 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

152 1402251 白石 光 ｼﾗｲｼ ﾋｶﾙ 神奈川 横浜高校自転車競技部

153 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

※定員は50名ですが選考により53名といたします
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【クラスタ：E2　レースレーティング：Cc】　43名 2018.11.05

No. 選手ID 選手名 ｶﾅ 登録地 ﾁｰﾑ名

201 1800655 楠田 渓太 ｸｽﾀﾞ ｹｲﾀ 東京都 アーティファクトレーシングチーム

202 1500242 高橋 綱喜 ﾀｶﾊｼ ｺｳｷ 神奈川 アーティファクトレーシングチーム

203 1700556 浅野 涼太 ｱｻﾉ ﾘｮｳﾀ 栃木県 ブラウ・ブリッツェン

204 1700561 石下 翔太 ｲｼｹﾞ ｼｮｳﾀ 栃木県 ブラウ・ブリッツェン

205 1800497 吉田 優斗 ﾖｼﾀﾞ ﾕｳﾄ 岩手県 ブラウ・ブリッツェン

206 1700242 梅津 祐希 ｳﾒﾂ ﾕｳｷ 東京都 BICI CERCATORE

207 1600765 永田 豪 ﾅｶﾞﾀ ｺﾞｳ 千葉県 Blanche Racing Team

208 1301393 森 光流 ﾓﾘ ﾋｶﾙ 千葉県 Blanche Racing Team

209 1602057 河野 仁 ｺｳﾉ ﾋﾄｼ 長野県 チャクボタレーシング

210 1502785 渡辺 耶斗 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾔﾄ 東京都 Ｔｅａｍ ＦＩＴＴＥ

211 1000400 小林 秀雄 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞｵ 東京都 FAST LANE Racing

212 0701060 増田 輝之 ﾏｽﾀﾞ ﾃﾙﾕｷ 千葉県 FAST LANE Racing

213 1800322 野口 清成 ﾉｸﾞﾁ ｷﾖﾅﾘ 長野県 快レーシング

214 9700394 齋藤 道明 ｻｲﾄｳ ﾐﾁｱｷ 福島県 郡山サイクルフレンズ

215 1502760 杉山 雄亮 ｽｷﾞﾔﾏ ﾕｳｽｹ 静岡県 Leap Hamamatsu Cycling Team

216 1700056 渡瀬 義雄 ﾜﾀｾ ﾖｼｵ 静岡県 Leap Hamamatsu Cycling Team

217 1600153 山名 拳太郎 ﾔﾏﾅ ｹﾝﾀﾛｳ 和歌山 LALPE KF RACING

218 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

219 1400135 川島 健人 ｶﾜｼﾏ ｹﾝﾄ 東京都 MIVRO

220 1601955 本間 豪紀 ﾎﾝﾏ ﾋﾃﾞﾄｼ 東京都 NAK Racing

221 1200039 今西 大地 ｲﾏﾆｼ ﾀﾞｲﾁ 高知県 パラティアムTOKYO

222 1502758 増田 朋寧 ﾏｽﾀﾞ ﾄﾓﾔｽ 東京都 パラティアムTOKYO

223 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

224 1602676 原田 敬文 ﾊﾗﾀﾞ ﾀｶﾌﾐ 山口県 Pinazou Test Team

225 1800065 宮本 浩志 ﾐﾔﾓﾄ ﾋﾛｼ 東京都 Rapha Cycling Club

226 1801013 榊原 航太 ｻｶｷﾊﾞﾗ ｺｳﾀ 神奈川 Racing CUBE

227 1800163 若月 隆真 ﾜｶﾂｷ ﾀｸﾏ 埼玉県 彩北ツブラーゼ

228 1500665 木村 盛義 ｷﾑﾗ ﾓﾘﾖｼ 群馬県 ＳＵＢＡＲＵ Cycling Team

229 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

230 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

231 1101633 沼 幸夫 ﾇﾏ ﾕｷｵ 新潟県 サガミレーシング

232 1700210 皆川 孝 ﾐﾅｶﾞﾜ ﾀｶｼ 新潟県 サガミレーシング

233 1700204 安田 健人 ﾔｽﾀﾞ ｹﾝﾄ 新潟県 サガミレーシング

234 9800627 安川 智一朗 ﾔｽｶﾜ ﾄﾓｲﾁﾛｳ 栃木県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

235 0600125 岡野 賢司 ｵｶﾉ ｹﾝｼﾞ 栃木県 ﾘﾍﾞﾙﾀｽTOCHIGI BICYCLE CLUB

236 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

237 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

238 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

239 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

240 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

241 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

242 1700588 田島 誠 ﾀｼﾞﾏ ﾏｺﾄ 東京都 あらかわZoo Racing

243 1201190 神村 祐之介 ｶﾐﾑﾗ ﾕｳﾉｽｹ 静岡県 MUUR
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【クラスタ：E3　レースレーティング：Dc】　52名 2018.11.05

No. 選手ID 選手名 ｶﾅ 登録地 ﾁｰﾑ名

301 1800252 角田 拓渉 ﾂﾉﾀﾞ ﾀｸﾄ 群馬県 ALLEGRO

302 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

303 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

304 1800234 福田 龍生 ﾌｸﾀﾞ ﾘｭｳ 栃木県 ブラウ・ブリッツェン

305 1800055 増田 壮真 ﾏｽﾀﾞ ｿｳﾏ 茨城県 ブラウ・ブリッツェン

306 1700564 茂木 大飛 ﾓﾃｷﾞ ﾋﾛﾄ 栃木県 ブラウ・ブリッツェン

307 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

308 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

309 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

310 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

311 1800330 宮本 一輝 ﾐﾔﾓﾄ ｶｽﾞｷ 千葉県 サイクルフリーダム・レーシング

312 1800231 竹内 遼 ﾀｹｳﾁ ﾘｮｳ 埼玉県 EXTENDED VAX SAYAMA

313 1800673 仲 大介 ﾅｶ ﾀﾞｲｽｹ 埼玉県 EXTENDED VAX SAYAMA

314 1700600 後藤 将之 ｺﾞﾄｳ ﾏｻﾕｷ 東京都 Ｔｅａｍ ＦＩＴＴＥ

315 1601630 秋田 圭佑 ｱｷﾀ ｹｲｽｹ 茨城県 FLECHA

316 1700601 川田 翔太 ｶﾜﾀﾞ ｼｮｳﾀ 東京都 FLECHA

317 1101796 長島 好教 ﾅｶﾞｼﾏ ﾖｼﾉﾘ 栃木県 FM730

318 1602624 秋葉 龍之助 ｱｷﾊﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ 東京都 FORCE

319 1800383 黒川 学 ｸﾛｶﾜ ﾏﾅﾌﾞ 栃木県 Honda 栃木 JET

320 1700542 パク ジョンオン ﾊﾟｸ ｼﾞｮﾝｵﾝ 栃木県 Honda 栃木 JET

321 1800390 石橋 諒大 ｲｼﾊﾞｼ ﾘｮｳﾀ 千葉県 サンクスサイクルラボ

322 1702881 中澤 賢太朗 ﾅｶｻﾞﾜ ｹﾝﾀﾛｳ 石川県 TEAM MODENA

323 1703267 櫻澤 元彬 ｻｸﾗｻﾞﾜ ﾓﾄｱｷ 栃木県 イナーメ信濃山形-EFT

324 1501576 平林 武流 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾀｹﾙ 長野県 イナーメ信濃山形-EFT

325 1800323 福田 賢一郎 ﾌｸﾀﾞ ｹﾝｲﾁﾛｳ 長野県 イナーメ信濃山形-EFT

326 1800210 松尾 遊 ﾏﾂｵ ﾕｳ 東京都 イナーメ信濃山形-EFT

327 1600008 高山 秀樹 ﾀｶﾔﾏ ﾋﾃﾞｷ 大阪府 MUUR

328 1702799 落合 拓郎 ｵﾁｱｲ ﾀｸﾛｳ 千葉県 Rapha Cycling Club

329 1703211 中山 明 ﾅｶﾔﾏ ｱｷﾗ 埼玉県 Rapha Cycling Club

330 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

331 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

332 1600392 海老原 一久 ｴﾋﾞﾊﾗ ｶｽﾞﾋｻ 栃木県 RIDE Freaks

333 1602630 石塚 優太 ｲｼﾂﾞｶ ﾕｳﾀ 埼玉県 彩北ツブラーゼ

334 1802534 岡崎 由幸 ｵｶｻﾞｷ ﾖｼﾕｷ 和歌山 TEAM SANREMO

335 1700692 藤本 怜 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾚｲ 千葉県 TEAM GIRO 360

336 1700702 峯岸 祐太 ﾐﾈｷﾞｼ ﾕｳﾀ 千葉県 Team 自転車処 風輪

337 1800293 山田 詞結 ﾔﾏﾀﾞ ｼﾕｳ 千葉県 Team 自転車処 風輪

338 1800472 相原 武 ｱｲﾊﾗ ﾀｹｼ 埼玉県 Ｙ’ｓ Ｒｏａｄ

339 1300201 今井 明 ｲﾏｲ ｱｷﾗ 神奈川 Ｙ’ｓ Ｒｏａｄ

340 1101583 金井 光春 ｶﾅｲ ﾐﾂﾊﾙ 東京都 Ｙ’ｓ Ｒｏａｄ

341 1800194 中島 大季 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀﾞｲｷ 埼玉県 Ｙ’ｓ Ｒｏａｄ

342 1700683 吉田 健太郎 ﾖｼﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 群馬県 TRC PANAMAREDS

343 0101229 井上 裕太郎 ｲﾉｳｴ ﾕｳﾀﾛｳ 神奈川 TONY Racing

344 1800053 山岸 信久 ﾔﾏｷﾞｼ ﾉﾌﾞﾋｻ 東京都 TONY Racing

345 1800075 山崎 諭 ﾔﾏｻﾞｷ ｻﾄｼ 愛知県 TRAILBLAZER

346 1600513 宮崎 真一郎 ﾐﾔｻﾞｷ ｼﾝｲﾁﾛｳ 神奈川 クラブ二輪倶
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347 1703441 塩野 淳平 ｼｵﾉ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 東京都 VENTOS FRECCIA

348 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

349 1801296 三宅 太生 ﾐﾔｹ ﾀｲｾｲ 茨城県 ウィンディー筑波

350 1700032 小林 洋平 ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｳﾍｲ 大阪府 VC VELOCE

351 1703523 宮崎 直樹 ﾐﾔｻﾞｷ ﾅｵｷ 栃木県 チームWADA

352 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

※定員は50名ですが選考により52名といたします
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【クラスタ：F　レースレーティング：Fc】　11名 2018.11.05

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 1201909 小田 恵利花 ｵﾀﾞ ｴﾘｶ 東京都 アーティファクトレーシングチーム

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

4 1600453 大岩 明子 ｵｵｲﾜ ｱｷｺ 栃木県 ブラウ・ブリッツェン

5 1100039 伊東 小紅 ｲﾄｳ ｱﾂﾞｷ 静岡県 Leap Hamamatsu Cycling Team

6 1010013 沼田 信子 ﾇﾏﾀ ﾉﾌﾞｺ 静岡県 ミソノイレーシングチーム

7 1800718 千野 あゆみ ﾁﾉ ｱﾕﾐ 埼玉県 サイタマサイクルプロジェクト

8 1101522 伊藤 杏菜 ｲﾄｳ ｱﾝﾅ 栃木県 Live GARDEN BICI STELLE

9 1800080 土屋 文果 ﾂﾁﾔ ｱﾔｶ 千葉県 Team 自転車処 風輪

10 1700698 野崎 桃世 ﾉｻﾞｷ ﾓﾓﾖ 千葉県 Team 自転車処 風輪

11 1301063 西形 舞 ﾆｼｶﾀ ﾏｲ 群馬県 TRC PANAMAREDS
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