【組分けリスト】第5回 JBCF 白浜クリテリウム
【クラスタ：P1予選１組 】65名
No. 選手ID
選手名

2015.04.16
ｶﾅ

地域

1

0400861 増田 成幸

ﾏｽﾀﾞ ﾅﾘﾕｷ

栃木県 宇都宮ブリッツェン

3

0600844 阿部 嵩之

ｱﾍﾞ ﾀｶﾕｷ

北海道 宇都宮ブリッツェン

5

9700980 鈴木 真理

ｽｽﾞｷ ｼﾝﾘ

千葉県 宇都宮ブリッツェン

7

ﾁｰﾑ名

0901287 城田 大和

ｼﾛﾀ ﾔﾏﾄ

沖縄県 宇都宮ブリッツェン

12

1402309 URTASUN Pablo

ｳﾙﾀｽﾝ ﾊﾟﾌﾞﾛ

東京都 Team UKYO

14

9700347 土井 雪広

ﾄﾞｲ ﾕｷﾋﾛ

山形県 Team UKYO

16

1402310 PUJOL Oscar

ﾌﾟｼﾞｮﾙ ｵｽｶﾙ

東京都 Team UKYO

18

0501654 平井 栄一

ﾋﾗｲ ｴｲｲﾁ

神奈川 Team UKYO

22

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

24

1000442 小山 貴大

ｺﾔﾏ ﾀｶﾋﾛ

群馬県 シマノレーシング

31

0301043 吉田 隼人

ﾖｼﾀﾞ ﾊﾔﾄ

33

ESP1030 Airan FERNANDEZ ｱｲﾗﾝ ﾌｪﾙﾅﾝﾃﾞｽ

SPAIN マトリックスパワータグ

35

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

37

0500440 永良 大誠

ﾅｶﾞﾗ ﾀﾞｲｾｲ

兵庫県 マトリックスパワータグ

41

0301347 佐野 淳哉

ｻﾉ ｼﾞｭﾝﾔ

埼玉県 那須ブラーゼン

43

1100355 小野寺 玲

ｵﾉﾃﾞﾗ ﾚｲ

栃木県 那須ブラーゼン

45

1101581 鈴木 龍

ｽｽﾞｷ ﾘｭｳ

東京都 那須ブラーゼン

47

0400028 小坂 光

ｺｻｶ ﾋｶﾙ

⻑野県 那須ブラーゼン

51

0001389 遠藤 績穂

ｴﾝﾄﾞｳ ｾｷﾎ

千葉県 ChampionSystemJapan

53

0600249 中原 義貴

ﾅｶﾊﾗ ﾖｼﾀｶ

大阪府 ChampionSystemJapan

62

0801291 紺野 元汰

ｺﾝﾉ ｹﾞﾝﾀ

神奈川 イナーメ信濃山形

64

0900130 皿屋 豊

ｻﾗﾔ ﾕﾀｶ

三重県 イナーメ信濃山形

66

1200812 井上 政貴

ｲﾉｳｴ ﾏｻｷ

兵庫県 イナーメ信濃山形

68

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

72

0101205 大村 寛

ｵｵﾑﾗ ﾕﾀｶ

⿅児島 レモネードベルマーレレーシングチーム

74

0901780 加地 邦彦

ｶｼﾞ ｸﾆﾋｺ

東京都 レモネードベルマーレレーシングチーム

76

0900951 林 航平

ﾊﾔｼ ｺｳﾍｲ

神奈川 レモネードベルマーレレーシングチーム
京都府 シエルヴォ奈良MIYATA-MERIDAレーシングチーム

奈良県 マトリックスパワータグ

91

0700758 ⻄沢 倭義

ﾆｼｻﾞﾜ ｲﾖﾘ

93

0201014 大塚 航

ｵｵﾂｶ ﾜﾀﾙ

京都府 シエルヴォ奈良MIYATA-MERIDAレーシングチーム

95

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

97

1201456 中川 智

ﾅｶｶﾞﾜ ｻﾄｼ

奈良県 シエルヴォ奈良MIYATA-MERIDAレーシングチーム

101

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

103

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
レーシングチーム

105

9802325 山本 健一

ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝｲﾁ

東京都 なるしまフレンド

111

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

113

0600619 安藤 光平

ｱﾝﾄﾞｳ ｺｳﾍｲ

東京都 FIETS GROEN 日本ロボティクス

115

9701049 屋部 佳伸

ﾔﾍﾞ ﾖｼﾉﾌﾞ

静岡県 FIETS GROEN 日本ロボティクス

121

0600568 ⽔野 貴⾏

ﾐｽﾞﾉ ﾀｶﾕｷ

愛知県 Neilpryde - Nanshin Subaru Cycling

123

1400190 MARTIN Maxime

ﾏﾙﾀﾝ ﾏｸｼﾑ

FRANCE Neilpryde - Nanshin Subaru Cycling

125

0600221 森住 光義

ﾓﾘｽﾞﾐ ﾐﾂﾖｼ

愛知県 Neilpryde - Nanshin Subaru Cycling

131

0701036 末永 周平

ｽｴﾅｶﾞ ｼｭｳﾍｲ

宮城県 エルドラードサムライ東北withのんのんびより

133

1301786 野上 太一

ﾉｶﾞﾐ ﾀｲﾁ

愛知県 エルドラードサムライ東北withのんのんびより

136

1300438 武田 祥典

ﾀｹﾀﾞ ﾖｼﾉﾘ

山形県 エルドラードサムライ東北withのんのんびより

138

0901548 海藤 稜馬

ｶｲﾄﾞｳ ﾘｮｳﾏ

山形県 エルドラードサムライ東北withのんのんびより

142

9701040 御器谷 信之

ﾐｷﾔ ﾉﾌﾞﾕｷ

神奈川 ACQUA TAMA EURO-WORKS

144

9900169 ⻘木 誠

ｱｵｷ ﾏｺﾄ

東京都 ACQUA TAMA EURO-WORKS

146

9702465 ⻑野 耕治

ﾅｶﾞﾉ ｺｳｼﾞ

愛媛県 ACQUA TAMA EURO-WORKS

148

1000285 背⼾ 貴之

ｾﾄ ﾀｶﾕｷ

大阪府 ACQUA TAMA EURO-WORKS

152

1300446 星野 貴大

ﾎｼﾉ ﾀｶﾋﾛ

愛知県 JP SPORTS TEST TEAM-MASSA-ANDEX

154

1101605 元山 高嶺

ﾓﾄﾔﾏ ﾀｶﾈ

京都府 JP SPORTS TEST TEAM-MASSA-ANDEX

171

0701060 増田 輝之

ﾏｽﾀﾞ ﾃﾙﾕｷ

千葉県 ウォークライド・シクロアカデミア

173

0210018 小室 雅成

ｺﾑﾛ ﾏｻﾅﾘ

埼玉県 ウォークライド・シクロアカデミア

175

0901592 ⻘木 峻⼆

ｱｵｷ ｼｭﾝｼﾞ

三重県 ウォークライド・シクロアカデミア

178

0900135 頓所 哲郎

ﾄﾝｼｮ ﾃﾂﾛｳ

神奈川 ウォークライド・シクロアカデミア

182

0901551 ⽔間 健

ﾐｽﾞﾏ ﾀｹｼ

栃木県 Honda 栃木
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184

1001862 福本 滝男

ﾌｸﾓﾄ ﾀｷｵ

栃木県 Honda 栃木

192

9701052 山本 雅道

ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾐﾁ

神奈川 KINAN Cycling Team

201

9702623 普久原 奨

ﾌｸﾊﾗ ﾏｻﾙ

沖縄県 群馬グリフィン・レーシングチーム

203

1001927 ⾦⼦ 大介

ｶﾈｺ ﾀﾞｲｽｹ

東京都 群馬グリフィン・レーシングチーム

205

0700651 倉林 巧和

ｸﾗﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾄ

群馬県 群馬グリフィン・レーシングチーム

207

0901123 菅野 正明

ｶﾝﾉ ﾏｻｱｷ

東京都 群馬グリフィン・レーシングチーム

212

0401579 伊藤 翔吾

ｲﾄｳ ｼｮｳｺﾞ

広島県 VICTOIRE 広島

214

9900444 石堂 大悟

ｲｼﾄﾞｳ ﾀﾞｲｺﾞ

広島県 VICTOIRE 広島

216

0800639 河賀 雄大

ｶｶﾞ ﾕｳﾀﾞｲ

広島県 VICTOIRE 広島

225

0900382 近藤 良亮

ｺﾝﾄﾞｳ ﾘｮｳｽｹ

愛知県 Team JBCF
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【組分けリスト】第5回 JBCF 白浜クリテリウム
【クラスタ：P1予選2組 】64名
No. 選手ID
選手名

2015.04.16
ｶﾅ

地域

ﾁｰﾑ名

2

0400845 ⻘柳 憲輝

ｱｵﾔﾅｷﾞ ｶｽﾞｷ

栃木県 宇都宮ブリッツェン

4

0400843 鈴木 譲

ｽｽﾞｷ ﾕｽﾞﾙ

神奈川 宇都宮ブリッツェン

6

0400470 大久保 陣

ｵｵｸﾎﾞ ｼﾞﾝ

⿅児島 宇都宮ブリッツェン

11

0500798 窪木 一茂

ｸﾎﾞｷ ｶｽﾞｼｹﾞ

和歌山 Team UKYO

13

0100115 畑中 勇介

ﾊﾀﾅｶ ﾕｳｽｹ

15

1402090 GUARDIOLA Salvador ｸﾞｱﾙﾃﾞｨｵﾗ ｻﾙﾊﾞﾄﾞｰﾙ

東京都 Team UKYO

17

0701211 住吉 宏太

ｽﾐﾖｼ ｺｳﾀ

熊本県 Team UKYO

21

0701113 木村 圭佑

ｷﾑﾗ ｹｲｽｹ

滋賀県 シマノレーシング

23

0800036 秋丸 湧哉

ｱｷﾏﾙ ﾕｳﾔ

大阪府 シマノレーシング

25

JBSMN03 ⽔谷 翔

ﾐｽﾞﾀﾆ ｶｹﾙ

⿅児島 シマノレーシング

東京都 Team UKYO

32

1300861 Jose VICENTE

ﾎｾ ﾋﾞｾﾝﾃ

東京都 マトリックスパワータグ

34

ESP1026

ﾍﾞﾝｼﾞｬﾐ ﾌﾟﾗﾃﾞｽﾚﾍﾞﾙﾃﾙ

SPAIN マトリックスパワータグ

36

JBMTR11 近谷 涼

ﾁｶﾀﾆ ﾘｮｳ

富山県 マトリックスパワータグ

38

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

42

1001727 雨澤 毅明

ｱﾒｻﾞﾜ ﾀｹｱｷ

栃木県 那須ブラーゼン

44

1100960 新城 雄大

ｱﾗｼﾛ ﾕｳﾀﾞｲ

沖縄県 那須ブラーゼン

46

0800942 吉岡 直哉

ﾖｼｵｶ ﾅｵﾔ

京都府 那須ブラーゼン

48

1000927 岩井 航太

ｲﾜｲ ｺｳﾀ

東京都 那須ブラーゼン

52

1500328 橋本 謙司

ﾊｼﾓﾄ ｹﾝｼﾞ

千葉県 ChampionSystemJapan

61

0900955 中村 龍太郎

ﾅｶﾑﾗ ﾘｭｳﾀﾛｳ

⻑野県 イナーメ信濃山形

63

1000725 SALISBURY Paul

ｿｰﾙｽﾞﾍﾞﾘｰ ﾎﾟｰﾙ

東京都 イナーメ信濃山形

65

0901542 北野 普識

ｷﾀﾉ ﾕｷﾉﾘ

千葉県 イナーメ信濃山形

67

9700982 鈴木 雄⼆

ｽｽﾞｷ ﾕｳｼﾞ

神奈川 イナーメ信濃山形

71

0600361 中⾥ 仁

ﾅｶｻﾞﾄ ﾏｻﾙ

群馬県 レモネードベルマーレレーシングチーム

73

0801747 才田 直人

ｻｲﾀ ﾅｵﾄ

宮城県 レモネードベルマーレレーシングチーム

75

9701240 宮澤 崇史

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾀｶｼ

77

1001190 小清⽔ 拓也

ｺｼﾐｽﾞ ﾀｸﾔ

神奈川 レモネードベルマーレレーシングチーム
兵庫県 シエルヴォ奈良MIYATA-MERIDAレーシングチーム

Benjamin PRADES REVERTE

JPCA

レモネードベルマーレレーシングチーム

92

0301382 山下 貴宏

ﾔﾏｼﾀ ﾀｶﾋﾛ

94

1301944 VALSECCHI Flavio

ﾊﾞﾙｾｯｷ ﾌﾗﾋﾞｵ

ITALY

96

0601561 大中 巧基

ｵｵﾅｶ ｺｳｷ

京都府 シエルヴォ奈良MIYATA-MERIDAレーシングチーム

シエルヴォ奈良MIYATA-MERIDAレーシングチーム

98

1001504 小⻄ 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

102

0901777 倉林 貴彦

ｸﾗﾊﾞﾔｼ ﾀｶﾋｺ

東京都 なるしまフレンド

レーシングチーム

104

1400170 山藤 祐輔

ｻﾞﾝﾄｳ ﾕｳｽｹ

神奈川 なるしまフレンド

レーシングチーム

106

1200204 菅藤 貴昭

ｶﾝﾄｳ ﾀｶｱｷ

山形県 なるしまフレンド

レーシングチーム

112

1100570 光山 英典

ﾐﾂﾔﾏ ﾋﾃﾞﾉﾘ

愛知県 FIETS GROEN 日本ロボティクス

114

1100038 ⾹⻄ 真介

ｺｳｻﾞｲ ｼﾝｽｹ

神奈川 FIETS GROEN 日本ロボティクス

116

9701430 高橋 秀樹

ﾀｶﾊｼ ﾋﾃﾞｷ

静岡県 FIETS GROEN 日本ロボティクス

122

1201533 小林 契

ｺﾊﾞﾔｼ ｹｲ

東京都 Neilpryde - Nanshin Subaru Cycling

124

0801251 山下 裕大

ﾔﾏｼﾀ ﾕｳﾀ

石川県 Neilpryde - Nanshin Subaru Cycling

126

FRA0417 Guezet Bruno

ｹﾞｾﾞ ﾌﾞﾙﾉ

FRANCE Neilpryde - Nanshin Subaru Cycling

132

0210120 佐藤 利英

ｻﾄｳ ﾄｼﾋﾃﾞ

岩手県 エルドラードサムライ東北withのんのんびより

134

9702097 天笠 ⾠一

ｱﾏｶﾞｻ ｼﾝｲﾁ

奈良県 エルドラードサムライ東北withのんのんびより

137

9700200 梶木 恒介

ｶｼﾞｷ ｺｳｽｹ

宮城県 エルドラードサムライ東北withのんのんびより

141

0100092 浜頭 恭

ﾊﾏｶﾞｼﾗ ﾔｽｼ

東京都 ACQUA TAMA EURO-WORKS

143

0200172 平林 昌樹

ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾏｻｷ

神奈川 ACQUA TAMA EURO-WORKS

145

1001921 今井 雄輝

ｲﾏｲ ﾕｳｷ

兵庫県 ACQUA TAMA EURO-WORKS

147

9702875 山口 博久

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛﾋｻ

東京都 ACQUA TAMA EURO-WORKS

151

1001574 池田 慎治

ｲｹﾀﾞ ｼﾝｼﾞ

大阪府 JP SPORTS TEST TEAM-MASSA-ANDEX

153

0600115 岡崎 陽介

ｵｶｻﾞｷ ﾖｳｽｹ

兵庫県 JP SPORTS TEST TEAM-MASSA-ANDEX

155

9702059 日置 大介

ﾋｵｷ ﾀﾞｲｽｹ

兵庫県 JP SPORTS TEST TEAM-MASSA-ANDEX

172

0600087 阿部 健弥

ｱﾍﾞ ｹﾝﾔ

神奈川 ウォークライド・シクロアカデミア

174

0800316 今田 裕一

ｲﾏﾀﾞ ﾕｳｲﾁ

北海道 ウォークライド・シクロアカデミア

177

1400279 宇田川 陽平

ｳﾀﾞｶﾞﾜ ﾖｳﾍｲ

栃木県 ウォークライド・シクロアカデミア

181

1001863 小林 宏志

ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｼ

栃木県 Honda 栃木

183

1001677 山口 恒太郎

ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳﾀﾛｳ

栃木県 Honda 栃木
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191

0600869 中⻄ 重智

ﾅｶﾆｼ ｼｹﾞﾄﾓ

滋賀県 KINAN Cycling Team

193

0801739 阿曽 圭佑

ｱｿ ｹｲｽｹ

三重県 KINAN Cycling Team

202

9700539 狩野 智也

ｶﾉｳ ﾄﾓﾔ

群馬県 群馬グリフィン・レーシングチーム

204

0701310 管 洋介

ｽｶﾞ ﾖｳｽｹ

茨城県 群馬グリフィン・レーシングチーム

206

1000394 岸 崇仁

ｷｼ ﾀｶﾋﾄ

東京都 群馬グリフィン・レーシングチーム

211

0400866 中山 卓士

ﾅｶﾔﾏ ﾀｶｼ

広島県 VICTOIRE 広島

213

1100565 宮田 久生

ﾐﾔﾀ ﾋｻｵ

広島県 VICTOIRE 広島

215

0800557 ⻄川 昌宏

ﾆｼｶﾜ ﾏｻﾋﾛ

山口県 VICTOIRE 広島

217

0200431 宮口 直之

ﾐﾔｸﾞﾁ ﾅｵﾕｷ

広島県 VICTOIRE 広島
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No. 選手ID
選手名
ｶﾅ

2015.04.16
地域

ﾁｰﾑ名

601

1400107 山本 哲哉

ﾔﾏﾓﾄ ﾃﾂﾔ

和歌山 AVANT GARDE

603

JBMIT03 田中 正浩

ﾀﾅｶ ﾏｻﾋﾛ

埼玉県 イナーメ信濃山形-EFT

605

1201737 伊東 佑馬

ｲﾄｳ ﾕｳﾏ

東京都 MKⅢ

607

1400374 谷 順成

ﾀﾆ ｼﾞｭﾝｾｲ

岐阜県 関⻄大学Cycle Racing Team

610

0900153 岩城 和宏

ｲﾜｷ ｶｽﾞﾋﾛ

大阪府 クラブシルベスト

612

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

615

1400352 村山 司

ﾑﾗﾔﾏ ﾂｶｻ

奈良県 ZAS

617

1500309 森川 晃⾏

ﾓﾘｶﾜ ｱｷﾕｷ

奈良県 ZIPPY CYCLE CLUB

619

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

621

JBBEC04 小野瀬 広希

ｵﾉｾ ﾋﾛｷ

神奈川 湘南ベルマーレサイクル

623

1400016 新谷 和洋

ｼﾝﾀﾆ ｶｽﾞﾋﾛ

静岡県 Squadra di LAVORANTE

628

1401605 ⻑尾 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

633

1200454 布施 利実

ﾌｾ ﾄｼﾐ

東京都 TEAM SANREMO

635

9802134 中島 義基

ﾅｶｼﾏ ﾖｼｷ

福岡県 チーム・チェブロ

637

1400655 石河 良介

ｲｼｶﾜ ﾘｮｳｽｹ

愛知県 天狗党

639

1101261 北⾒ 涼

ｷﾀﾐ ﾘｮｳ

神奈川 TOKYO VENTOS

642

JBNFE09 野村 ガク

ﾉﾑﾗ ｶﾞｸ

東京都 なるしまフレンド

645

JBVCF02 村田 雄耶

ﾑﾗﾀ ﾕｳﾔ

福岡県 VC Fukuoka

648

JBFTS01 石渡 誠一

ｲｼﾜﾀﾘ ｾｲｲﾁ

神奈川 フィッツ

650

1400269 尾形 駿

ｵｶﾞﾀ ｼｭﾝ

栃木県 ブラウ・ブリッツェン

652

JBBBL09 馬場 友博

ﾊﾞﾊﾞ ﾄﾓﾋﾛ

栃木県 ブラウ・ブリッツェン

654

JBBBL07 小荷田 泰正

ｺﾆﾀ ﾔｽﾏｻ

栃木県 ブラウ・ブリッツェン

657

1402160 富元 久雄

ﾄﾐﾓﾄ ﾋｻｵ

埼玉県 Honda 栃木 JET

659

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

661

1201234

ﾜｲｽﾞﾅｰ ﾁｬｰﾙｽﾞﾏｲｹﾙ

⻑野県 RITCHEY BREZZAカミハギRT

663

1200340 小澤 健⼆

ｵｻﾞﾜ ｹﾝｼﾞ

愛知県 KINAN AACA

665

JBCLD01 広瀬 ⻯太

ﾋﾛｾ ﾘｭｳﾀ

京都府 CLOUD 9ers

667

JBCLD05 山本 哲

ﾔﾏﾓﾄ ﾃﾂ

京都府 CLOUD 9ers

669

1301468 山本 修司

ﾔﾏﾓﾄ ｼｭｳｼﾞ

大阪府 Ｓａｋａｔａｎｉ Ｒａｃｉｎｇ

671

1300070 北山 純

ｷﾀﾔﾏ ｼﾞｭﾝ

大阪府 Ｓａｋａｔａｎｉ Ｒａｃｉｎｇ

673

JBZAS01 山登 正貴

ﾔﾏﾄ ﾏｻｷ

奈良県 ZAS

Racing

675

1101312 志野 安樹

ｼﾉ ｱﾝｼﾞｭ

奈良県 ZAS

Racing

677

1000955 雲川 貴司

ｸﾓｶﾜ ﾀｶｼ

大阪府 ZIPPY CYCLE CLUB

679

JBNFC01 淡井 裕太

ｱﾜｲ ﾕｳﾀ

兵庫県 SAUCE DEVELOPMENT

681

1300173 今村 和哉

ｲﾏﾑﾗ ｶｽﾞﾔ

兵庫県 soleil de lest

683

JBTSR05 増井 鵬朗

ﾏｽｲ ﾄﾓﾛｳ

大阪府 チーム スクアドラ

685

JBTSR07 佐藤 友飛

ｻﾄｳ ﾕｳﾄ

大阪府 チーム スクアドラ

687

0700203 大島 正義

ｵｵｼﾏ ﾏｻﾖｼ

大阪府 チーム スクアドラ

689

JBTSR03 山本 淳史

ﾔﾏﾓﾄ ｱﾂｼ

大阪府 チーム スクアドラ

691

1400540 本山 英樹

ﾓﾄﾔﾏ ﾋﾃﾞｷ

大阪府 チーム・アヴェル

693

1400562 岡林 ⽞将

ｵｶﾊﾞﾔｼ ﾉﾘﾕｷ

大阪府 チーム・アヴェル

695

JBTNS02 竹下 直彦

ﾀｹｼﾀ ﾅｵﾋｺ

和歌山 TEAM NEXT STAGE

697

1400295 大森 健一

ｵｵﾓﾘ ｹﾝｲﾁ

広島県 TeamBioGaiaBike

699

JBMAN02 古川 英治

ﾌﾙｶﾜ ｴｲｼﾞ

奈良県 Team まんま

701

1300140 北村 友

ｷﾀﾑﾗ ﾄﾓ

奈良県 Team まんま

Wiesner Charles Michael

Racing

703

1000137 堀田 学

ﾎｯﾀ ﾏﾅﾌﾞ

京都府 Team まんま

705

1400150 ⾹村 裕之

ｶﾑﾗ ﾋﾛﾕｷ

大阪府 ナカガワＡＳ・Ｋʼデザイン

707

JBNXT04 竹内 和城

ﾀｹｳﾁ ｶｽﾞｷ

大阪府 ネクストリーム・うどん棒

709

JBNXT07 後藤 東洋士

ｺﾞﾄｳ ﾋﾛｼ

大阪府 ネクストリーム・うどん棒

711

1100525 石⼾ 豪

ｲｼﾄﾞ ｺﾞｳ

東京都 FAST LANE Racing

713

JBMJW01 辻 健人

ﾂｼﾞ ｹﾝﾄ

和歌山 町じて和歌山MKD

715

0100269 畦地 利哉

ｱｾﾞﾁ ﾄｼﾔ

岐阜県 名岐ベンド

717

1000158 仲田 正人

ﾅｶﾀ ﾏｻﾄ

京都府 モジュマ エリアゼロナナゴ

719

0100287 衣本 始司

ｷﾇﾓﾄ ﾓﾄｼﾞ

京都府 八ヶ岳 CYCLING CLUB

721

JBLFR02 宮田 諭

ﾐﾔﾀ ｻﾄｼ

兵庫県 Life Ride

723

JBLFR01 ⻄村 和真

ﾆｼﾑﾗ ｶｽﾞﾏｻ

兵庫県 Life Ride

725

1400975 松田 真也

ﾏﾂﾀﾞ ｼﾝﾔ

愛知県 RITCHEY BREZZAカミハギRT
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No. 選手ID
選手名
ｶﾅ

2015.04.16
地域

ﾁｰﾑ名

602

0600524 森 一馬

ﾓﾘ ｶｽﾞﾏ

和歌山 AVANT GARDE

604

1300141 東 健司

ﾋｶﾞｼ ｹﾝｼﾞ

神奈川 MKⅢ

606

1300600 椎名 岳

ｼｲﾅ ｶﾞｸ

宮城県 エルドラード・エスペランサ

608

1100603 畑中 滋

ﾊﾀﾅｶ ｼｹﾞﾙ

三重県 KINAN AACA

611

1400765 小島 仁

ｺｼﾞﾏ ﾋﾄｼ

愛知県 ｸﾗﾌﾞGiro

614

0901133 中島 啓

ﾅｶｼﾞﾏ ﾋﾛﾑ

東京都 サイクルフリーダムレーシング

616

1301407 山崎 昌宣

ﾔﾏｻﾞｷ ｱｷﾉﾘ

大阪府 C-WASP

618

0700132 冨士 勲

ﾌｼﾞ ｲｻｵ

京都府 ZIPPY CYCLE CLUB

620

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

622

JBBEC05 菊池 悠介

ｷｸﾁ ﾕｳｽｹ

神奈川 湘南ベルマーレサイクル

625

1400084 石井 由⾏

ｲｼｲ ﾖｼﾕｷ

千葉県 ＳＰＡＣＥ ＺＥＲＯＰＯＩＮＴ

630

1400148 福田 圭晃

ﾌｸﾀﾞ ﾖｼｱｷ

神奈川 Team BFY Racing

634

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

636

1400291 渡部 譲⼆

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｮｳｼﾞ

広島県 TeamBioGaiaBike

638

1300050 村田 修

ﾑﾗﾀ ｵｻﾑ

大阪府 ドゥールース

640

9702903 樫脇 哲也

ｶｼﾜｷ ﾃﾂﾔ

徳島県 ナカガワＡＳ・Ｋʼデザイン

643

1100881 村上 淳

ﾑﾗｶﾐ ｼﾞｭﾝ

東京都 なるしまフレンド

647

JBVCF03 廣田 ⼒也

ﾋﾛﾀ ﾘｷﾔ

福岡県 VC Fukuoka

649

1201592 阿部 航大

ｱﾍﾞ ｺｳﾀﾞｲ

栃木県 ブラウ・ブリッツェン

651

JBBBL03 江口 成臣

ｴｸﾞﾁ ﾅﾙｵﾐ

栃木県 ブラウ・ブリッツェン

653

JBBBL01 上野 祐樹

ｳｴﾉ ﾕｳｷ

栃木県 ブラウ・ブリッツェン

656

JBFSA01 築山 元樹

ﾂｷﾔﾏ ｹﾞﾝｷ

岡山県 ＦＲＥＥＳＰＥＥＤ

658

0901303 ⻲岡 晋也

ｶﾒｵｶ ｼﾝﾔ

愛媛県 masahikomifune.com CyclingTeam

660

1300591 島井 俊治

ｼﾏｲ ﾄｼﾊﾙ

奈良県 EURO-WORKS Racing

662

1401791 本田 峻大

ﾎﾝﾀﾞ ｼｭﾝﾀ

東京都 EsperanceStage我逢人・山口

664

JBKNN01 小原 隆

ｺﾊﾗ ﾕﾀｶ

愛知県 KINAN AACA

666

JBCLD03 今井 泰光

ｲﾏｲ ﾔｽﾐﾂ

大阪府 CLOUD 9ers

668

1100453 山野井 哲実

ﾔﾏﾉｲ ｻﾄﾐ

大阪府 クラブシルベスト

670

9701947 堀口 忠男

ﾎﾘｸﾞﾁ ﾀﾀﾞｵ

大阪府 Ｓａｋａｔａｎｉ Ｒａｃｉｎｇ

672

0900165 孫崎 義之

ﾏｺﾞｻｷ ﾖｼﾕｷ

大阪府 Ｓａｋａｔａｎｉ Ｒａｃｉｎｇ

674

1201036 石元 克司

ｲｼﾓﾄ ｶﾂｼ

奈良県 ZAS

676

1401700 栗野 智和

ｸﾘﾉ ﾄﾓｶｽﾞ

大阪府 CIERVO NARA ELITE

678

1300538 倉田 亮

ｸﾗﾀ ﾘｮｳ

兵庫県 SAUCE DEVELOPMENT

680

1200035 三上 勇輝

ﾐｶﾐ ﾕｳｷ

岡山県 SAUCE DEVELOPMENT

682

JBSOL02 中野 達

ﾅｶﾉ ﾄｵﾙ

兵庫県 soleil de lest

684

1400544 抽冬 充央

ﾇｸﾄｳ ｱﾂｵ

大阪府 チーム スクアドラ

686

JBTSR02 八木 汰珠

ﾔｷﾞ ﾀｲｼﾞｭ

大阪府 チーム スクアドラ

688

1300060 山本 直史

ﾔﾏﾓﾄ ﾅｵﾌﾐ

大阪府 チーム スクアドラ

690

1400388 横山 裕一

ﾖｺﾔﾏ ﾕｳｲﾁ

兵庫県 チーム・アヴェル

692

1400078 三ツ國 拓也

ﾐﾂｸﾆ ﾀｸﾔ

大阪府 チーム・アヴェル

694

0900446 荻野 貴之

ｵｷﾞﾉ ﾀｶﾕｷ

兵庫県 チーム・アヴェル

696

JBTNS05 園田 聖

ｿﾉﾀﾞ ﾋｼﾞﾘ

和歌山 TEAM NEXT STAGE

698

JBMAR01 小野 豊

ｵﾉ ﾕﾀｶ

愛知県 Ｔｅａｍまるいちエヴァディオ

700

JBMAN01 田中 契

ﾀﾅｶ ﾋｻｼ

大阪府 Team まんま

702

1300132 河内 博⾏

ｶﾜﾁ ﾋﾛﾕｷ

奈良県 Team まんま

704

1300062 得津 光司

ﾄｸﾂ ｺｳｼﾞ

大阪府 東海大学付属仰星高等学校

706

0801516 福田 昌弘

ﾌｸﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ

東京都 なるしまフレンド

708

JBNXT08 新井 雄太

ﾆｲ ﾕｳﾀ

大阪府 ネクストリーム・うどん棒

710

1301796 森本 禎介

ﾓﾘﾓﾄ ﾃｲｽｹ

大阪府 Pinazou Test Team

712

0210293 平⼦ 基樹

ﾋﾗｺ ﾓﾄｷ

岐阜県 フィトンチッドＲＴ

714

1400815 臼井 洋平

ｳｽｲ ﾖｳﾍｲ

岐阜県 名岐ベンド

716

JBMGB02 渡辺 正史

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻｼ

岐阜県 名岐ベンド

718

0200334 奥 弘充

ｵｸ ﾋﾛﾓﾄ

京都府 MoricoWave勇城

720

JBLFR05 川辺 史朗

ｶﾜﾍﾞ ｼﾛｳ

兵庫県 Life Ride

722

JBLFR04 高井 一平

ﾀｶｲ ｲｯﾍﾟｲ

兵庫県 Life Ride

724

JBLFR03 岩田 靖往

ｲﾜﾀ ﾔｽﾕｷ

兵庫県 Life Ride
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Racing

