第21回 JBCF いわきクリテリウム 予選組分け表
【クラスタ：P1予選1組】 41名 14：30スタート
No.
1

2015.09.30

選手ID
選手名
0400861 増田 成幸

ﾏｽﾀﾞ ﾅﾘﾕｷ

地域
栃木県 宇都宮ブリッツェン

3

9700980 鈴木 真理

ｽｽﾞｷ ｼﾝﾘ

千葉県 宇都宮ブリッツェン

5

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

7

1001732 堀 孝明

ﾎﾘ ﾀｶｱｷ

栃木県 宇都宮ブリッツェン

12

1402310 PUJOL Oscar

ﾌﾟｼﾞｮﾙ ｵｽｶﾙ

東京都 Team UKYO

14

0500798 窪木 一茂

ｸﾎﾞｷ ｶｽﾞｼｹﾞ

和歌山 Team UKYO

16

9700347 土井 雪広

ﾄﾞｲ ﾕｷﾋﾛ

山形県 Team UKYO

18

0800983 山本 隼

ﾔﾏﾓﾄ ｼｭﾝ

山梨県 Team UKYO

32

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

Benjamin PRADES REVERTE

ｶﾅ

ﾁｰﾑ名

34

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

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

42

1100960 新城 雄大

ｱﾗｼﾛ ﾕｳﾀﾞｲ

沖縄県 那須ブラーゼン

44

1001727 雨澤 毅明

ｱﾒｻﾞﾜ ﾀｹｱｷ

栃木県 那須ブラーゼン

46

0400028 小坂 光

ｺｻｶ ﾋｶﾙ

⻑野県 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

61

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

63

0700045 岩月 伸夫

ｲﾜﾂｷ ﾉﾌﾞｵ

愛知県 イナーメ信濃山形

72

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

74

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

76

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

91

0301382 山下 貴宏

ﾔﾏｼﾀ ﾀｶﾋﾛ

兵庫県 シエルヴォ奈良MIYATA-MERIDAレーシングチーム

93

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
京都府 シエルヴォ奈良MIYATA-MERIDAレーシングチーム

0700758 ⻄沢 倭義

ﾆｼｻﾞﾜ ｲﾖﾘ

101

95

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

0800078 荒牧 和敬

ｱﾗﾏｷ ｶｽﾞﾖｼ

北海道 なるしまフレンド

レーシングチーム

121

FRA0417 Guezet Bruno

ｹｹﾞｾﾞ
ｾ ﾌﾌﾞﾙﾉ
ﾙﾉ

FRANCE Neilpryde - Nanshin Subaru Cycling

123

0801251 山下 裕大

ﾔﾏｼﾀ ﾕｳﾀ

石川県 Neilpryde - Nanshin Subaru Cycling

131

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

133

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

141

9702875 山口 博久

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛﾋｻ

東京都 ACQUA TAMA EURO-WORKS

143

9701040 御器谷 信之

ﾐｷﾔ ﾉﾌﾞﾕｷ

神奈川 ACQUA TAMA EURO-WORKS

172

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

174

1000436 高田 雄太

ﾀｶﾀﾞ ﾕｳﾀ

東京都 ウォークライド・シクロアカデミア

176

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

181

0901551 ⽔間 健

ﾐｽﾞﾏ ﾀｹｼ

栃木県 Honda 栃木

183

1300346 河合 貴明

ｶﾜｲ ﾀｶｱｷ

栃木県 Honda 栃木

185

1001677 山口 恒太郎

ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳﾀﾛｳ

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

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

211

0800639 河賀 雄大

ｶｶﾞ ﾕｳﾀﾞｲ

広島県 VICTOIRE 広島

213

0200431 宮口 直之

ﾐﾔｸﾞﾁ ﾅｵﾕｷ

広島県 VICTOIRE 広島
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第21回 JBCF いわきクリテリウム 予選組分け表
【クラスタ：P1予選2組】 41名 15：05スタート
No.
2

2015.09.30

選手ID
選手名
0400843 鈴木 譲

ｶﾅ
ｽｽﾞｷ ﾕｽﾞﾙ

地域
神奈川 宇都宮ブリッツェン

4

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
沖縄県 宇都宮ブリッツェン

6

0901287 城田 大和

ｼﾛﾀ ﾔﾏﾄ

11

0100115 畑中 勇介

ﾊﾀﾅｶ ﾕｳｽｹ

東京都 Team UKYO

13

1402309 URTASUN Pablo

ｳﾙﾀｽﾝ ﾊﾟﾌﾞﾛ

東京都 Team UKYO

15

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

ﾁｰﾑ名

東京都 Team UKYO

17

0501654 平井 栄一

ﾋﾗｲ ｴｲｲﾁ

神奈川 Team UKYO

31

1300861 Jose VICENTE

ﾎｾ ﾋﾞｾﾝﾃ

東京都 マトリックスパワータグ

33

0301043 吉田 隼人

ﾖｼﾀﾞ ﾊﾔﾄ

奈良県 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

41

1101581 鈴木 龍

ｽｽﾞｷ ﾘｭｳ

東京都 那須ブラーゼン

43

0301347 佐野 淳哉

ｻﾉ ｼﾞｭﾝﾔ

埼玉県 那須ブラーゼン

45

1100355 小野寺 玲

ｵﾉﾃﾞﾗ ﾚｲ

栃木県 那須ブラーゼン

47

0800942 吉岡 直哉

ﾖｼｵｶ ﾅｵﾔ

京都府 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

62

0901542 北野 普識

ｷﾀﾉ ﾕｷﾉﾘ

千葉県 イナーメ信濃山形

71

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

73

9701240 宮澤 崇史

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾀｶｼ

75

0901780 加地 邦彦

ｶｼﾞ ｸﾆﾋｺ

77

0700382 菱沼 由季典

ﾋｼﾇﾏ ﾕｷﾉﾘ

神奈川 レモネードベルマーレレーシングチーム

92

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

94

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
⻘森県 シエルヴォ奈良MIYATA-MERIDAレーシングチーム

JPCA

レモネードベルマーレレーシングチーム

東京都 レモネードベルマーレレーシングチーム

96

0801013 吉田 海李

ﾖｼﾀﾞ ｶｲﾘ

102

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

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

122

0600568 ⽔野 貴⾏

ﾐｽﾞﾉﾉ ﾀｶﾕｷ
ﾐｽ

愛知県 Neilpryde - Nanshin Subaru Cycling

124

1201533 小林 契

ｺﾊﾞﾔｼ ｹｲ

東京都 Neilpryde - Nanshin Subaru Cycling

132

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

134

0401308 五⼗嵐 丈⼠

ｲｶﾞﾗｼ ﾀｹｼ

沖縄県 エルドラードサムライ東北withのんのんびより
東京都 ACQUA TAMA EURO-WORKS

レーシングチーム

142

0900461 秋山 悟郎

ｱｷﾔﾏ ｺﾞﾛｳ

171

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

173

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

175

1001902 米谷 隆志

ﾖﾈﾀﾆ ﾀｶｼ

東京都 ウォークライド・シクロアカデミア

177

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

182

1001863 小林 宏志

ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｼ

栃木県 Honda 栃木

184

0901045 萩原 慎也

ﾊｷﾞﾜﾗ ｼﾝﾔ

栃木県 Honda 栃木

191

0400735 伊丹 健治

ｲﾀﾐ ｹﾝｼﾞ

193

0801740 阿曽 光佑

ｱｿ ｺｳｽｹ

三重県 KINAN Cycling Team

JPCA

202

1401930 松島 伸安

ﾏﾂｼﾏ ﾉﾌﾞﾔｽ

群馬県 群馬グリフィン・レーシングチーム

212

0400866 中山 卓⼠

ﾅｶﾔﾏ ﾀｶｼ

広島県 VICTOIRE 広島

214

1100565 宮田 久生

ﾐﾔﾀ ﾋｻｵ

広島県 VICTOIRE 広島
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KINAN Cycling Team

第21回 JBCF いわきクリテリウム 予選組分け表
【クラスタ：E1予選1組】 26名 13：20スタート

2015.09.30

No.
301

選手ID
選手名
0900512 山野内 徹

ｶﾅ
ﾔﾏﾉｳﾁ ﾄｵﾙ

地域
神奈川 atelierFLEUVE Racing

303

1400952 椙田 明仁

ｽｷﾞﾀ ｱｷﾋﾄ

埼玉県 EQADS
栃木県 OYAMA STARPLEX

305

1000909 阿部 耕一

ｱﾍﾞ ｺｳｲﾁ

307

0500349 井上 人志

ｲﾉｳｴ ﾋﾄｼ

大阪府 クラブシルベスト

309

1402382 松井 響

ﾏﾂｲ ﾋﾋﾞｷ

大阪府 クラブシルベスト

311

0800118 岸本 侑大

ｷｼﾓﾄ ﾕｷﾋﾛ

茨城県 GROWING Racing Team

ﾁｰﾑ名

313

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

315

1101679 佐野 千尋

ｻﾉ ﾁﾋﾛ

北海道 サイクルフリーダムレーシング

317

1400180 今関 稔

ｲﾏｾﾞｷ ﾐﾉﾙ

栃木県 じてんしゃの杜

319

1300487 山本 敦

ﾔﾏﾓﾄ ｱﾂｼ

神奈川 湘南ベルマーレサイクル

321

0800135 丸山 英将

ﾏﾙﾔﾏ ﾋﾃﾞﾉﾌﾞ

埼玉県 SQUADRA CORSE cicli HIDE

323

1100539 古知屋 一成

ｺﾁﾔ ｶｽﾞﾅﾘ

東京都 ＳＥＫＩＹＡ

325

0501543 上村 ⽴一

ｳｴﾑﾗ ﾘｭｳｲﾁ

埼玉県 チバポンズ

327

1301663 石原 悠希

ｲｼﾊﾗ ﾕｳｷ

栃木県 栃木県⽴真岡⼯業高等学校⾃転⾞競技部

329

0900273 中山 恭介

ﾅｶﾔﾏ ｷｮｳｽｹ

神奈川 HAMMER!!BROS

331

1000071 古屋 穂高

ﾌﾙﾔ ﾎﾀﾞｶ

神奈川 FAST LANE Racing

333

1201351 簑原 大介

ﾐﾉﾊﾗ ﾀｲｽｹ

福岡県 VC Fukuoka

335

JBBBL01 上野 祐樹

ｳｴﾉ ﾕｳｷ

栃木県 ブラウ・ブリッツェン

337

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

339

0801290 齋藤 翼

ｻｲﾄｳ ﾂﾊﾞｻ

⻑野県 ボンシャンス

341

1300343 秋元 昌夫

ｱｷﾓﾄ ﾏｻｵ

栃木県 Honda 栃木 JET

343

1100035 池田 朋介

ｲｹﾀﾞ ﾄﾓﾕｷ

静岡県 ミソノイレーシングチーム

345

1201905 渡邊 友一

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓｶｽﾞ

神奈川 LinkTOHOKU

347

1400132 半澤 雄高

ﾊﾝｻﾞﾜ ﾕﾀｶ

東京都 LinkTOHOKU

349

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

351

1400618 関 隆芳

ｾｷ ﾀｶﾖｼ

湾岸サイクリング・ユナイテッド
茨城県 湾岸サイクリング
ユナイテッド
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第21回 JBCF いわきクリテリウム 予選組分け表
【クラスタ：E1 予選2組】 26名 13：55スタート

2015.09.30

No.
302

選手ID
選手名
1402358 吉田 勝雅

ｶﾅ
ﾖｼﾀﾞ ｶﾂﾏｻ

地域
埼玉県 ALTOPIANO

304

1101882 ⻘山 高⼠

ｱｵﾔﾏ ﾀｶﾋﾄ

宮城県 エルドラード・エスペランサ

306

0500055 藤岡 徹也

ﾌｼﾞｵｶ ﾃﾂﾔ

兵庫県 クラブシルベスト

308

0400729 小⻄ 悠貴

ｺﾆｼ ﾕｳｷ

京都府 クラブシルベスト

310

1301620 浜田 健志

ﾊﾏﾀﾞ ｹﾝｼﾞ

大阪府 クラブシルベスト

312

9900113 高橋 利明

ﾀｶﾊｼ ﾄｼｱｷ

茨城県 GROWING Racing Team
⻑野県 駒澤大学⾃転⾞部

314

1300889 渡邉 雄太

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾀ

316

1000261 小川 克広

ｵｶﾞﾜ ﾖｼﾋﾛ

栃木県 じてんしゃの杜

318

1500213 菊地 悠介

ｷｸﾁ ﾘｮｳｽｹ

神奈川 湘南ベルマーレサイクル

320

9800713 内山 靖樹

ｳﾁﾔﾏ ﾔｽｷ

神奈川 湘南ベルマーレサイクル

322

1300290 武富 康平

ﾀｹﾄﾞﾐ ｺｳﾍｲ

東京都 ＳＥＫＩＹＡ

324

1200528 佐々木 貴則

ｻｻｷ ﾀｶﾉﾘ

東京都 ＳＥＫＩＹＡ
栃木県 TOKYO VENTOS

326

1001679 早川 祐司

ﾊﾔｶﾜ ﾕｳｼﾞ

328

0901322 ⻯田 健太郎

ﾀﾂﾀ ｹﾝﾀﾛｳ

埼玉県 なるしまフレンド

330

0200476 岡林 秀樹

ｵｶﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞｷ

⻑野県 B-SOUL

332

1000423 佐藤 信哉

ｻﾄｳ ｼﾝﾔ

福岡県 VC Fukuoka
福岡県 VC Fukuoka

334

1201348 江川 哲治

ｴｶﾞﾜ ﾃﾂｼﾞ

336

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

338

1001726 向田 潤一

ﾑｶﾀﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ

栃木県 ブラウ・ブリッツェン

ﾁｰﾑ名

340

0801515 伊藤 舜紀

ｲﾄｳ ｼｭﾝｷ

北海道 ボンシャンス

342

1001861 小林 一郎

ｺﾊﾞﾔｼ ｲﾁﾛｳ

栃木県 Honda 栃木 JET

344

0300866 渡邉 正光

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾐﾂ

福島県 LinkTOHOKU

346

1000997 柳沼 龍佑

ﾔｷﾞﾇﾏ ﾘｭｳｽｹ

福島県 LinkTOHOKU

348

0800224 川原 建太郎

ｶﾜﾊﾗ ｹﾝﾀﾛｳ

東京都 Ｙʼｓ Ｒｏａｄ

350

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

352

1101261 北⾒ 涼

ｷﾀﾐ ﾘｮｳ

神奈川 TOKYO VENTOS
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第21回 JBCF いわきクリテリウム 予選組分け表
【クラスタ：E2 予選1組】 20名 12：10スタート

2015.09.30

No.
361

選手ID
選手名
1401970 杉本 悠飛

ｶﾅ
ｽｷﾞﾓﾄ ﾕｳﾋ

地域
千葉県 イナーメ信濃山形-EFT

ﾁｰﾑ名

363

1201505 国分 択磨

ｺｸﾌﾞﾝ ﾀｸﾏ

宮城県 エルドラード・エスペランサ

365

JBELS02 舘岡 賢弥

ﾀﾃｵｶ ｹﾝﾔ

宮城県 エルドラード・エスペランサ

367

1200344 海⽼沼 武志

ｴﾋﾞﾇﾏ ﾀｹｼ

栃木県 OYAMA STARPLEX

369

9701808 松井 正通

ﾏﾂｲ ﾏｻﾐﾁ

京都府 クラブシルベスト

371

JBSHA02 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

373

1300007 高清⽔ 天翔

ﾀｶｼﾐｽﾞ ﾃﾝｼｮｳ

静岡県 湘南ベルマーレサイクル

375

1000237 臼井 康⼆

ｳｽｲ ｺｳｼﾞ

茨城県 ＳＰＡＣＥ ＺＥＲＯＰＯＩＮＴ

377

1101927 小倉 秀彦

ｵｸﾞﾗ ﾋﾃﾞﾋｺ

東京都 セオレーシング

379

1300207 伊藤 広

ｲﾄｳ ﾋﾛ

神奈川 チーム・ウォークライド

381

1301609 井村 元気

ｲﾑﾗ ｹﾞﾝｷ

富山県 チーム ローマン

384

JBNPT06 松井 敏文

ﾏﾂｲ ﾄｼﾌﾐ

栃木県 NAMAZU PLUS TOCHIGI

386

1001594 伊藤 彰秀

ｲﾄｳ ｱｷﾋﾃﾞ

茨城県 Pinazou Test Team

388

9800367 吉川 勝

ﾖｼｶﾜ ﾏｻﾙ

茨城県 フィッツ

390

1400273 澤田 光

ｻﾜﾀﾞ ﾋｶﾙ

栃木県 ブラウ・ブリッツェン

392

1300031 増田 弘誠

ﾏｽﾀﾞ ﾋﾛﾅｶﾞ

静岡県 ボンシャンス

394

1001634 小林 正人

ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾄ

茨城県 Unity

396

1402184 岩崎 晶雲

ｲﾜｻｷ ｼｮｳｳﾝ

福島県 LinkTOHOKU

398

9901684 千葉 大基

ﾁﾊﾞ ﾏｻﾓﾄ

埼玉県 LinkTOHOKU

400

0700592 辻本 尚希

ﾂｼﾞﾓﾄ ﾅｵｷ

東京都 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ
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第21回 JBCF いわきクリテリウム 予選組分け表
【クラスタ：E2 予選2組】 19名 12：45スタート

2015.09.30

No.
362

選手ID
選手名
1201603 淵田 祐

ｶﾅ
ﾌﾁﾀ ﾕｳ

地域
新潟県 F(t)麒麟山 Racing

364

1100582 加藤 稔

ｶﾄｳ ﾐﾉﾙ

宮城県 エルドラード・エスペランサ

366

0301731 ⾦田 一

ｶﾈﾀﾞ ﾊｼﾞﾒ

茨城県 OYAMA STARPLEX

368

0800652 辻 邦浩

ﾂｼﾞ ｸﾆﾋﾛ

京都府 クラブシルベスト

ﾁｰﾑ名

370

1100211 ⻤塚 志洋

ｵﾆﾂﾞｶ ｼﾖｳ

埼玉県 サイクルフリーダムレーシング

372

0900076 秋元 孝文

ｱｷﾓﾄ ﾀｶﾌﾐ

神奈川 湘南ベルマーレサイクル

374

0400487 河井 正

ｶﾜｲ ﾀﾀﾞｼ

千葉県 ＳＰＡＣＥ ＺＥＲＯＰＯＩＮＴ

376

1301936 野中 秀樹

ﾉﾅｶ ﾋﾃﾞｷ

東京都 セオレーシング

378

1200066 田中 啓太

ﾀﾅｶ ｹｲﾀ

神奈川 チーム・ウォークライド

380

0800456 須佐 浩⼆

ｽｻ ｺｳｼﾞ

埼玉県 Ｔｅａｍ ＦＩＴＴＥ

382

1300008 浅野 航平

ｱｻﾉ ｺｳﾍｲ

埼玉県 チバポンズ

385

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
千葉県 FAST LANE Racing

387

1201408 山田 将大

ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ

389

1300365 小野寺 慶

ｵﾉﾃﾞﾗ ｹｲ

栃木県 ブラウ・ブリッツェン

391

1200351 石島 大丞

ｲｼｼﾞﾏ ﾀﾞｲｽｹ

栃木県 ブラウ・ブリッツェン

393

1001676 平山 貴邦

ﾋﾗﾔﾏ ﾀｶｸﾆ

栃木県 Honda 栃木 JET

395

1000253 大島 繁

ｵｵｼﾏ ｼｹﾞﾙ

栃木県 ﾘﾍﾞﾙﾀｽTOCHIGI BICYCLE CLUB

397

1402036 森田 裕紀

ﾓﾘﾀ ﾋﾛﾉﾘ

茨城県 LinkTOHOKU

399

JBWCU02 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
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第21回 JBCF いわきクリテリウム 予選組分け表
【クラスタ：E3 予選1組】 34名 11：00スタート

2015.09.30

No.
411

選手ID
選手名
1402357 吉田 勝彦

ｶﾅ
ﾖｼﾀﾞ ｶﾂﾋﾛ

地域
埼玉県 ALTOPIANO

413

1402364 出浦 良則

ﾃﾞｳﾗ ﾖｼﾉﾘ

埼玉県 ALTOPIANO
千葉県 イナーメ信濃山形-EFT

ﾁｰﾑ名

415

1402023 佐々 秀治

ｻｻ ﾋﾃﾞﾊﾙ

417

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

419

1500278 高橋 育

ﾀｶﾊｼ ｲｸ

千葉県 オッティモ

421

1500281 遠藤 邦浩

ｴﾝﾄﾞｳ ｸﾆﾋﾛ

千葉県 オッティモ

423

0400296 渋谷 秀俊

ｼﾌﾞﾔ ﾋﾃﾞﾄｼ

山形県 クラブ⼆輪倶

425

1400191 植田 春樹

ｳｴﾀﾞ ﾊﾙｷ

埼玉県 コムリン

427

JBSHA05 田口 紀昭

ﾀｸﾞﾁ ﾉﾘｱｷ

埼玉県 シャークアイランド
神奈川 湘南ベルマーレサイクル

429

JBBEC02 槐 野明

ｴﾝｼﾞｭ ﾉｱ

431

1200606 門奈 芳生

ﾓﾝﾅ ﾖｼｵ

埼玉県 SQUADRA CORSE cicli HIDE

433

1400425 相場 康雄

ｱｲﾊﾞ ﾔｽｵ

東京都 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ
東京都 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ

436

1401674 檜村 奏太

ﾋﾑﾗ ｿｳﾀ

438

1301789 大森 修平

ｵｵﾓﾘ ｼｭｳﾍｲ

神奈川 ＳＥＫＩＹＡ

440

1400141 ⻑妻 暁

ﾅｶﾞﾂﾏ ｱｷﾗ

神奈川 TEAM SPORTS KID

442

1400174 石川 靖洋

ｲｼｶﾜ ﾔｽﾋﾛ

静岡県 チーム・ウォークライド

444

JBSCS01 柄澤 基彬

ｶﾗｻﾜ ﾓﾄｱｷ

新潟県 Team.scs.triad

446

0700844 露木 博一

ﾂﾕｷ ﾋﾛｶｽﾞ

東京都 Team CUORE

448

1500198 國定 洋光

ｸﾆｻﾀﾞ ﾋﾛﾐﾂ

東京都 Ｔｅａｍ ＦＩＴＴＥ

450

1301577 岡本 晃太朗

ｵｶﾓﾄ ｺｳﾀﾛｳ

神奈川 東海大学⾃転⾞部

452

1400121 牧内 拓也

ﾏｷｳﾁ ﾀｸﾔ

東京都 東海大学⾃転⾞部

454

1001775 宮田 和幸

ﾐﾔﾀ ｶｽﾞﾕｷ

栃木県 NAMAZU PLUS TOCHIGI

456

1301378 村上 凌伍

ﾑﾗｶﾐ ﾘｮｳｺﾞ

北海道 なるしまフレンド

458

9800520 加藤 英治

ｶﾄｳ ｴｲｼﾞ

神奈川 HAMMER!!BROS

460

1400263 川口 諒人

ｶﾜｸﾞﾁ ﾘｮｳﾄ

栃木県 ブラウ・ブリッツェン

462

真一
1500423 片桐 真

ｶﾀｷﾞﾘﾘ ｼﾝｲﾁ
ｶﾀｷ

ブラウ・ブリッツェン
栃木県 ブラウ
ブリッツェン

464

JBBBL05 ⾦⼦ 祐大

ｶﾈｺ ﾕｳﾀﾞｲ

栃木県 ブラウ・ブリッツェン

466

1402170 藤田 拓也

ﾌｼﾞﾀ ﾀｸﾔ

埼玉県 Honda 栃木 JET

468

JBUNT05 佐藤 圭司

ｻﾄｳ ｹｲｼﾞ

茨城県 Unity

470

JBUNT03 山倉 朋之

ﾔﾏｸﾗ ﾄﾓﾕｷ

茨城県 Unity

472

1100497 大谷 一

ｵｵﾀﾆ ﾊｼﾞﾒ

茨城県 RIDE Freaks

474

0500900 相笠 翔太

ｱｲｶﾞｻ ｼｮｳﾀ

福島県 LinkTOHOKU

476

1501559 高橋 幸也

ﾀｶﾊｼ ﾕｷﾔ

神奈川 Racing CUBE

478

JBTMY05 関根 啓総

ｾｷﾈ ﾋﾛﾐﾁ

埼玉県 Ｙʼｓ Ｒｏａｄ
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第21回 JBCF いわきクリテリウム 予選組分け表
【クラスタ：E3 予選2組】 33名 11：35スタート

2015.09.30

No.
412

選手ID
選手名
1402362 木村 博志

ｶﾅ
ｷﾑﾗ ﾋﾛｼ

地域
埼玉県 ALTOPIANO

ﾁｰﾑ名

414

JBMIT03 田中 正浩

ﾀﾅｶ ﾏｻﾋﾛ

埼玉県 イナーメ信濃山形-EFT
宮城県 エルドラード・エスペランサ

416

0900141 今野 勲

ｺﾝﾉ ｲｻｵ

418

1200108 鶴岡 聖隆

ﾂﾙｵｶ ｷﾖﾀｶ

富山県 エルドラード・エスペランサ

420

1100486 本図 範夫

ﾓﾄｽﾞ ﾉﾘｵ

千葉県 オッティモ

422

JBSLB03 小松 聖義

ｺﾏﾂ ﾏｻﾖｼ

大阪府 クラブシルベスト

424

JBGRW01 神谷 洋介

ｶﾐﾔ ﾖｳｽｹ

宮城県 GROWING Racing Team

426

JBCFR03 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

428

1400144 相原 ⼠穏

ｱｲﾊﾗ ｼｵﾝ

神奈川 湘南ベルマーレサイクル

430

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

432

1301909 本多 陽一

ﾎﾝﾀﾞ ﾖｳｲﾁ

埼玉県 SQUADRA CORSE cicli HIDE

434

JBRAV16 渋谷 卓馬

ｼﾌﾞﾔ ﾀｸﾏ

東京都 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ

437

1200439 古東 克敏

ｺﾄｳ ｶﾂﾄｼ

千葉県 セオレーシング

439

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

441

0901487 ⻄野 智久

ﾆｼﾉ ﾄﾓﾋｻ

神奈川 チーム・ウォークライド

443

JBSQP03 石川 俊太郎

ｲｼｶﾜ ｼｭﾝﾀﾛｳ

神奈川 チーム・ウォークライド

445

1501788 山田 尚道

ﾔﾏﾀﾞ ﾅｵﾐﾁ

新潟県 Team.scs.triad

447

1200454 布施 利実

ﾌｾ ﾄｼﾐ

東京都 TEAM SANREMO

449

9701136 田村 武⼠

ﾀﾑﾗ ﾀｹｼ

群馬県 TRC PANAMAREDS

451

1100063 高橋 大和

ﾀｶﾊｼ ﾔﾏﾄ

神奈川 東海大学⾃転⾞部

453

JBTVE02 田渕 君幸

ﾀﾌﾞﾁ ｷﾐﾕｷ

東京都 TOKYO VENTOS

455

1300092 茂呂 彰

ﾓﾛ ｱｷﾗ

栃木県 NAMAZU PLUS TOCHIGI
東京都 なるしまフレンド

457

0501052 若生 正剛

ﾜｺｳ ｾｲｺﾞｳ

459

1200071 原 拓

ﾊﾗ ﾀｸ

神奈川 FAST LANE Racing

461

JBBBL04 菊地 優斗

ｷｸﾁ ﾕｳﾄ

栃木県 ブラウ・ブリッツェン

463

JBBBL07 小荷田 泰正

ｺﾆﾀ ﾔｽﾏｻ

ブラウ・ブリッツェン
栃木県 ブラウ
ブリッツェン

465

1402107 糀谷 貴宣

ｺｳｼﾞﾔ ﾀｶﾉﾘ

栃木県 Honda 栃木 JET

467

1201794 ⻁岩 知志

ﾄﾗｲﾜ ｻﾄｼ

宮城県 南中山サイクリングチーム

469

1001433 松本 寛史

ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾛｼ

福島県 Unity

471

1001682 倉野 稔也

ｸﾗﾉ ﾄｼﾔ

栃木県 RIDE Freaks

473

1201659 大塚 慎一

ｵｵﾂｶ ｼﾝｲﾁ

茨城県 RIDE Freaks

475

1502118 草野 ⾠也

ｸｻﾉ ﾀﾂﾔ

福島県 LinkTOHOKU

477

JBRCC02 吉池 司

ﾖｼｲｹ ﾂｶｻ

神奈川 Racing CUBE
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