第8回 JBCF みやだクリテリウム
【クラスタ：P1 レースレーティング：A】 138名
No.
1

選手ID
選手名
0100115 畑中 勇介

2016.08.01
ｶﾅ
ﾊﾀﾅｶ ﾕｳｽｹ

登録地
東京都 Team UKYO

ﾁｰﾑ名

2

ESP1026 Benjamin PRADES REVERTE ﾍﾞﾝｼﾞｬﾐ ﾌﾟﾗﾃﾞｽﾚﾍﾞﾙﾃﾙ

SPAIN Team UKYO

3

ESP0905 GUARDIOLA Salvador

ｸﾞｱﾙﾃﾞｨｵﾗ ｻﾙﾊﾞﾄﾞｰﾙ

SPAIN Team UKYO

4

ESP1016 PUJOL Oscar

ﾌﾟｼﾞｮﾙ ｵｽｶﾙ

SPAIN Team UKYO

5

0701211 住吉 宏太

ｽﾐﾖｼ ｺｳﾀ

熊本県 Team UKYO

6

1502357 今井 勇太

ｲﾏｲ ﾕｳﾀ

静岡県 Team UKYO

7

ESP0328 Jon Aberasturi Izaga

ｼﾞｮﾝ ｱﾍﾞﾗｽﾄｩﾘ ｲｻﾞｶﾞ

SPAIN Team UKYO

8

0501654 平井 栄一

ﾋﾗｲ ｴｲｲﾁ

神奈川 Team UKYO

11

ESP1222 Jose VICENTE

ﾎｾ ﾋﾞｾﾝﾃ

SPAIN マトリックスパワータグ

12

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

13

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

14

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

15

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

16

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

17

9700347 土井 雪広

ﾄﾞｲ ﾕｷﾋﾛ

山形県 マトリックスパワータグ

18

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

21

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

22

0400843 鈴木 譲

ｽｽﾞｷ ﾕｽﾞﾙ

栃木県 宇都宮ブリッツェン

23

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

24

0600844 阿部 嵩之

ｱﾍﾞ ﾀｶﾕｷ

栃木県 宇都宮ブリッツェン

25

1001732 堀 孝明

ﾎﾘ ﾀｶｱｷ

栃木県 宇都宮ブリッツェン

26

9700980 鈴木 真理

ｽｽﾞｷ ｼﾝﾘ

栃木県 宇都宮ブリッツェン

27

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

28

0500716 飯野 智行

ｲｲﾉ ﾄﾓﾕｷ

栃木県 宇都宮ブリッツェン

31

0600869 中西 重智

ﾅｶﾆｼ ｼｹﾞﾄﾓ

滋賀県 KINAN Cycling Team

32

0801740 阿曽 光佑

ｱｿ ｺｳｽｹ

三重県 KINAN Cycling Team

41

0800942 吉岡 直哉

ﾖｼｵｶ ﾅｵﾔ

京都府 那須ブラーゼン

42

1201451 下島 将輝

ｼﾓｼﾞﾏ ﾏｻｷ

兵庫県 那須ブラーゼン

43

0900655 高木 三千成

ﾀｶｷﾞ ﾐﾁﾅﾘ

埼玉県 那須ブラーゼン

44

0400028 小坂 光

ｺｻｶ ﾋｶﾙ

長野県 那須ブラーゼン

45

0900064 西尾 勇人

ﾆｼｵ ﾊﾔﾄ

北海道 那須ブラーゼン

46

1000927 岩井 航太

ｲﾜｲ ｺｳﾀ

栃木県 那須ブラーゼン

47

0901489 水野 恭兵

ﾐｽﾞﾉ ｷｮｳﾍｲ

山梨県 那須ブラーゼン

48

1300596 新城 銀二

ｱﾗｼﾛ ｷﾞﾝｼﾞ

沖縄県 那須ブラーゼン

51

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

52

0701113 木村 圭佑

ｷﾑﾗ ｹｲｽｹ

滋賀県 シマノレーシング

53

0800036 秋丸 湧哉

ｱｷﾏﾙ ﾕｳﾔ

大阪府 シマノレーシング

54

0801875 小橋 勇利

ｺﾊﾞｼ ﾕｳﾘ

愛媛県 シマノレーシング

55

0900861 湊 諒

ﾐﾅﾄ ﾘｮｳ

青森県 シマノレーシング

56

1000721 西村 大輝

ﾆｼﾑﾗ ﾋﾛｷ

東京都 シマノレーシング

57

1200626 水谷 翔

ﾐｽﾞﾀﾆ ｶｹﾙ

鹿児島 シマノレーシング

58

1000442 小山 貴大

ｺﾔﾏ ﾀｶﾋﾛ

群馬県 シマノレーシング

60

0001389 遠藤 績穂

ｴﾝﾄﾞｳ ｾｷﾎ

千葉県 イナーメ信濃山形

61

1200215 豊田 勝徳

ﾄﾖﾀﾞ ｶﾂﾉﾘ

大阪府 イナーメ信濃山形

62

1200812 井上 政貴

ｲﾉｳｴ ﾏｻｷ

兵庫県 イナーメ信濃山形

63

1101679 佐野 千尋

ｻﾉ ﾁﾋﾛ

北海道 イナーメ信濃山形

65

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

66

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

68

0901542 北野 普識

ｷﾀﾉ ﾕｷﾉﾘ

千葉県 イナーメ信濃山形

69

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

0801747 才田 直人

ｻｲﾀ ﾅｵﾄ

宮城県 LEOMO Bellmare Racing team

72

1500194 横塚 浩平

ﾖｺﾂｶ ｺｳﾍｲ

東京都 LEOMO Bellmare Racing team

73

0600361 中里 仁

ﾅｶｻﾞﾄ ﾏｻﾙ

群馬県 LEOMO Bellmare Racing team

74

1201250 古田 潤

ﾌﾙﾀ ｼﾞｭﾝ

東京都 LEOMO Bellmare Racing team

75

0901780 加地 邦彦

ｶｼﾞ ｸﾆﾋｺ

東京都 LEOMO Bellmare Racing team

76

1001190 小清水 拓也

ｺｼﾐｽﾞ ﾀｸﾔ

神奈川 LEOMO Bellmare Racing team

77

9701240 宮澤 崇史

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾀｶｼ

JPCA

81

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

82

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

83

1000394 岸 崇仁

ｷｼ ﾀｶﾋﾄ

茨城県 シエルヴォ奈良 MIYATA-MERIDA レーシングチーム
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LEOMO Bellmare Racing team

84

0900444 雨乞 竜己

ｱﾏｺﾞｲ ﾀﾂｷ

京都府 シエルヴォ奈良 MIYATA-MERIDA レーシングチーム

85

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

87

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

88

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

89

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

91

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

94

0100069 奈良 浩

ﾅﾗ ﾋﾛｼ

埼玉県 ウォークライド・シクロアカデミア

95

0901592 青木 峻二

ｱｵｷ ｼｭﾝｼﾞ

神奈川 ウォークライド・シクロアカデミア

96

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

97

1300179 風間 博之

ｶｻﾞﾏ ﾋﾛﾕｷ

神奈川 ウォークライド・シクロアカデミア

101

0101293 福田 真平

ﾌｸﾀﾞ ｼﾝﾍﾟｲ

愛知県 愛三工業レーシングチーム

102

9900243 平塚 吉光

ﾋﾗﾂｶ ﾖｼﾐﾂ

静岡県 愛三工業レーシングチーム

103

0700889 黒枝 士揮

ｸﾛｴﾀﾞ ｼｷ

大分県 愛三工業レーシングチーム

121

ESP0604 Javier Sarda Perez

ﾊﾋﾞｴﾙ ｻﾗﾀﾞ ﾍﾟﾚｽ

SPAIN VICTOIRE 広島

122

0800639 河賀 雄大

ｶｶﾞ ﾕｳﾀﾞｲ

広島県 VICTOIRE 広島

123

0800557 西川 昌宏

ﾆｼｶﾜ ﾏｻﾋﾛ

山口県 VICTOIRE 広島

124

0800871 河内 一晟

ｺｳﾁ ｲｯｾｲ

広島県 VICTOIRE 広島

125

1100565 宮田 久生

ﾐﾔﾀ ﾋｻｵ

広島県 VICTOIRE 広島

131

FRA0721 DESRIAC Loic

ﾃﾞﾘｱｸ ﾛｲｯｸ

FRANCE NEILPRYDE - NANSHIN SUBARU CYCLING TEAM

132

FRA0228 Valade Jayson

ｳﾞｧﾗﾄﾞ ｼﾞｪｿﾞﾝ

FRANCE NEILPRYDE - NANSHIN SUBARU CYCLING TEAM

133

FRA0417 Guezet Bruno

ｹﾞｾﾞ ﾌﾞﾙﾉ

FRANCE NEILPRYDE - NANSHIN SUBARU CYCLING TEAM

134

0600568 水野 貴行

ﾐｽﾞﾉ ﾀｶﾕｷ

愛知県 NEILPRYDE - NANSHIN SUBARU CYCLING TEAM

135

FRA0221 Tom Bossis

ﾄﾑ ﾎﾞｼｽ

FRANCE NEILPRYDE - NANSHIN SUBARU CYCLING TEAM

136

FRA0630 Guillaume Mouchard

ｷﾞﾛｰﾑ ﾑｰｼｬﾙ

FRANCE NEILPRYDE - NANSHIN SUBARU CYCLING TEAM

137

1401678 西 寅太郎

ﾆｼ ﾄﾗﾀﾛｳ

福岡県 NEILPRYDE - NANSHIN SUBARU CYCLING TEAM

138

1200523 片岡 真之介

ｶﾀｵｶ ｼﾝﾉｽｹ

東京都 NEILPRYDE - NANSHIN SUBARU CYCLING TEAM

141

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

142

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

143

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

144

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

145

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

151

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

152

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

153

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

154

1100038 香西 真介

ｺｳｻﾞｲ ｼﾝｽｹ

神奈川 FIETS GROEN 日本ロボティクス

155

1300226 青柳 雅人

ｱｵﾔｷﾞ ﾏｻﾄ

千葉県 FIETS GROEN 日本ロボティクス

156

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

161

0200172 平林 昌樹

ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾏｻｷ

神奈川 ACQUA TAMA EURO-WORKS

162

1300630 川崎 卓治

ｶﾜｻｷ ﾀｸｼﾞ

岡山県 ACQUA TAMA EURO-WORKS

164

9700846 合田 正之

ｺﾞｳﾀﾞ ﾏｻﾕｷ

東京都 ACQUA TAMA EURO-WORKS

165

1100087 田中 信行

ﾀﾅｶ ﾉﾌﾞﾕｷ

奈良県 ACQUA TAMA EURO-WORKS

166

9702875 山口 博久

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛﾋｻ

東京都 ACQUA TAMA EURO-WORKS

168

0900461 秋山 悟郎

ｱｷﾔﾏ ｺﾞﾛｳ

東京都 ACQUA TAMA EURO-WORKS

169

0100092 浜頭 恭

ﾊﾏｶﾞｼﾗ ﾔｽｼ

東京都 ACQUA TAMA EURO-WORKS

171

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

172

1200884 村田 雄耶

ﾑﾗﾀ ﾕｳﾔ

福岡県 群馬グリフィン・レーシングチーム

173

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

181

1001745 畠山 和也

ﾊﾀｹﾔﾏ ｶｽﾞﾔ

宮城県 エルドラード東北

182

1400913 萩原 啓

ﾊｷﾞﾊﾗ ｻﾄｼ

愛知県 エルドラード東北

183

0210120 佐藤 利英

ｻﾄｳ ﾄｼﾋﾃﾞ

岩手県 エルドラード東北

184

1301786 野上 太一

ﾉｶﾞﾐ ﾀｲﾁ

愛知県 エルドラード東北

185

0401308 五十嵐 丈士

ｲｶﾞﾗｼ ﾀｹｼ

沖縄県 エルドラード東北

186

9700200 梶木 恒介

ｶｼﾞｷ ｺｳｽｹ

宮城県 エルドラード東北

187

1300584 熊田 哲也

ｸﾏﾀ ﾃﾂﾔ

宮城県 エルドラード東北

188

1300497 岩野 秀造

ｲﾜﾉ ｼｭｳｿﾞｳ

福島県 エルドラード東北

190

1001725 平野 宏明

ﾋﾗﾉ ﾋﾛｱｷ

栃木県 Honda 栃木

191

1001863 小林 宏志

ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｼ

栃木県 Honda 栃木

193

1300346 河合 貴明

ｶﾜｲ ﾀｶｱｷ

栃木県 Honda 栃木

194

1200341 小長谷 剛

ｺﾜｾ ﾂﾖｼ

栃木県 Honda 栃木

196

1000463 石井 祥平

ｲｼｲ ｼｮｳﾍｲ

神奈川 Honda 栃木

197

1201592 阿部 航大

ｱﾍﾞ ｺｳﾀﾞｲ

栃木県 Honda 栃木

198

0901551 水間 健

ﾐｽﾞﾏ ﾀｹｼ

栃木県 Honda 栃木

199

1200062 川田 優作

ｶﾜﾀ ﾕｳｻｸ

栃木県 Honda 栃木

201

1502197 桐野 一道

ｷﾘﾉ ｶｽﾞﾐﾁ

京都府 VC Fukuoka・サイクルフリーダム
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202

1000423 佐藤 信哉

ｻﾄｳ ｼﾝﾔ

福岡県 VC Fukuoka・サイクルフリーダム

203

1300024 佐藤 秀和

ｻﾄｳ ﾋﾃﾞｶｽﾞ

埼玉県 VC Fukuoka・サイクルフリーダム

204

1600138 中田 拓也

ﾅｶﾀ ﾀｸﾔ

福岡県 VC Fukuoka・サイクルフリーダム

205

1100350 加納 篤

ｶﾉｳ ｱﾂｼ

栃木県 VC Fukuoka・サイクルフリーダム

211

0800223 米内 蒼馬

ﾖﾅｲ ｿｳﾏ

東京都 東京ヴェントス

212

1001679 早川 祐司

ﾊﾔｶﾜ ﾕｳｼﾞ

栃木県 東京ヴェントス

213

1200842 平野 真一

ﾋﾗﾉ ｼﾝｲﾁ

和歌山 東京ヴェントス

214

1000997 柳沼 龍佑

ﾔｷﾞﾇﾏ ﾘｭｳｽｹ

福島県 東京ヴェントス

215

1101261 北見 涼

ｷﾀﾐ ﾘｮｳ

神奈川 東京ヴェントス

216

1200528 佐々木 貴則

ｻｻｷ ﾀｶﾉﾘ

東京都 東京ヴェントス

217

1502398 田渕 君幸

ﾀﾌﾞﾁ ｷﾐﾕｷ

東京都 東京ヴェントス

218

1600252 丸山 英之

ﾏﾙﾔﾏ ﾋﾃﾞﾕｷ

東京都 東京ヴェントス

225

9700394 齋藤 道明

ｻｲﾄｳ ﾐﾁｱｷ

福島県 Team JBCF

226

0700592 辻本 尚希

ﾂｼﾞﾓﾄ ﾅｵｷ

東京都 Team JBCF
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第8回 JBCF みやだクリテリウム
【クラスタ：E1 レースレーティング：B】 87名

2016.08.01

No.
252

選手ID
選手名
0900512 山野内 徹

ｶﾅ
ﾔﾏﾉｳﾁ ﾄｵﾙ

登録地
神奈川 atelierFLEUVE Racing

253

0400165 小嶋 元

ｺｼﾞﾏ ﾊｼﾞﾒ

愛知県 イナーメ信濃山形-EFT

254

1000909 阿部 耕一

ｱﾍﾞ ｺｳｲﾁ

栃木県 OYAMA STARPLEX

255

0301731 金田 一

ｶﾈﾀﾞ ﾊｼﾞﾒ

茨城県 OYAMA STARPLEX

256

1200344 海老沼 武志

ｴﾋﾞﾇﾏ ﾀｹｼ

栃木県 OYAMA STARPLEX

257

0200198 村田 隆

ﾑﾗﾀ ﾀｶｼ

長野県 快レーシング

258

0900227 鮎澤 誠治

ｱｲｻﾞﾜ ｾｲｼﾞ

長野県 快レーシング

260

0601273 松木 健治

ﾏﾂｷ ｹﾝｼﾞ

大阪府 クラブシルベスト

261

0500349 井上 人志

ｲﾉｳｴ ﾋﾄｼ

大阪府 クラブシルベスト

262

9700734 井上 登士哉

ｲﾉｳｴ ﾄｼﾔ

愛媛県 クラブシルベスト

267

0800118 岸本 侑大

ｷｼﾓﾄ ﾕｷﾋﾛ

茨城県 GROWING Racing Team

268

9900113 高橋 利明

ﾀｶﾊｼ ﾄｼｱｷ

茨城県 GROWING Racing Team

269

1000225 佐藤 慎也

ｻﾄｳ ｼﾝﾔ

福島県 郡山サイクルフレンズ

271

1300075 佐川 祐太

ｻｶﾞﾜ ﾕｳﾀ

埼玉県 サイタマサイクルプロジェクト

272

1500746 宮津 旭

ﾐﾔﾂﾞ ｱｻﾋ

埼玉県 サイタマサイクルプロジェクト

274

0300357 一色 寛之

ｲｯｼｷ ﾋﾛﾕｷ

京都府 CIERVO NARA ELITE

275

1000261 小川 克広

ｵｶﾞﾜ ﾖｼﾋﾛ

栃木県 じてんしゃの杜

277

0700302 米田 靖

ﾖﾈﾀﾞ ﾔｽｼ

千葉県 SPACE DEVOTION

278

1300015 藤田 康祐

ﾌｼﾞﾀ ｺｳｽｹ

静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

279

1301588 大杉 直敬

ｵｵｽｷﾞ ﾅｵﾀｶ

静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

280

1300031 増田 弘誠

ﾏｽﾀﾞ ﾋﾛﾅｶﾞ

静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

281

1301819 山田 大介

ﾔﾏﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ

福島県 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ

282

9800654 丸山 泰志

ﾏﾙﾔﾏ ﾔｽﾕｷ

愛知県 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ

283

1301936 野中 秀樹

ﾉﾅｶ ﾋﾃﾞｷ

東京都 セオレーシング

284

9901846 大倉 健一

ｵｵｸﾗ ｹﾝｲﾁ

東京都 セオレーシング

286

1300056 比護 任

ﾋｺﾞ ｱﾀﾙ

大阪府 SAUCE DEVELOPMENT

288

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

291

1200148 山田 哲彦

ﾔﾏﾀﾞ ｱｷﾋｺ

千葉県 TEAM GIRO 360

292

0600618 飯沼 誠憲

ｲｲﾇﾏ ﾏｻﾉﾘ

東京都 Ｔｅａｍ ＦＩＴＴＥ

293

1100547 坂大 恵太

ﾊﾞﾝﾀﾞｲ ｹｲﾀ

新潟県 チームフィンズ

294

0301329 柴田 哲裕

ｼﾊﾞﾀ ｱｷﾋﾛ

東京都 チバポンズ

295

1400631 中井 雄策

ﾅｶｲ ﾕｳｻｸ

群馬県 TRC PANAMAREDS

297

9700879 藤井 壮太

ﾌｼﾞｲ ｿｳﾀ

静岡県 東洋水産ロードレース部

298

1400758 公文 拓真

ｸﾓﾝ ﾀｸﾏ

徳島県 徳島サイクルレーシング

299

0901322 竜田 健太郎

ﾀﾂﾀ ｹﾝﾀﾛｳ

埼玉県 なるしまフレンド

300

1600505 設楽 彗斗

ｼﾀﾞﾗ ｹｲﾄ

大阪府 ネクストリーム・うどん棒

301

0400052 前川 元

ﾏｴｶﾜ ﾊｼﾞﾑ

兵庫県 BC.ANELLO

302

1500271 石渡 誠一

ｲｼﾜﾀﾘ ｾｲｲﾁ

神奈川 フィッツ

303

1400265 野宮 一朗

ﾉﾐﾔ ｲﾁﾛｳ

栃木県 ブラウ・ブリッツェン

304

1300371 岩崎 知宏

ｲﾜｻｷ ﾄﾓﾋﾛ

栃木県 ブラウ・ブリッツェン

305

1500421 佐藤 忠則

ｻﾄｳ ﾀﾀﾞﾉﾘ

栃木県 ブラウ・ブリッツェン

306

1400273 澤田 光

ｻﾜﾀﾞ ﾋｶﾙ

栃木県 ブラウ・ブリッツェン

307

1200649 野口 岳志

ﾉｸﾞﾁ ﾀｹｼ

長野県 ベロクラブ南信州

309

1500252 辻 健人

ﾂｼﾞ ｹﾝﾄ

和歌山 町じて和歌山MKD

310

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

311

1400047 菅谷 修

ｽｶﾞﾔ ｵｻﾑ

東京都 MIVRO

312

0600048 奥野 浩和

ｵｸﾉ ﾋﾛｶｽﾞ

大阪府 MUUR zero Velofutur

313

0900441 所司 純一

ｼｮｼ ｼﾞｭﾝｲﾁ

京都府 モジュマ エリアゼロナナゴ

314

0100175 大橋 穂高

ｵｵﾊｼ ﾎﾀｶ

愛知県 ユーロード レーシング

315

1000714 佐々木 暖

ｻｻｷ ﾀﾞﾝ

奈良県 EURO-WORKS Racing

316

1100076 角田 光隆

ｽﾐﾀﾞ ﾐﾂﾀｶ

奈良県 EURO-WORKS Racing

317

1201366 宮地 孝行

ﾐﾔﾁ ﾀｶﾕｷ

大阪府 EURO-WORKS Racing

320

1100488 岡 篤志

ｵｶ ｱﾂｼ

茨城県 弱虫ペダル サイクリングチーム

321

1301725 西島 優太郎

ﾆｼｼﾞﾏ ﾕｳﾀﾛｳ

北海道 弱虫ペダル サイクリングチーム

322

0800607 前田 公平

ﾏｴﾀﾞ ｺｳﾍｲ

東京都 弱虫ペダル サイクリングチーム

324

0600054 大場 政登志

ｵｵﾊﾞ ﾏｻﾄｼ

茨城県 弱虫ペダル サイクリングチーム

325

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

329

1402184 岩崎 晶雲

ｲﾜｻｷ ｼｮｳｳﾝ

福島県 LinkTOHOKU

332

0800224 川原 建太郎

ｶﾜﾊﾗ ｹﾝﾀﾛｳ

東京都 Ｙ’ｓ Ｒｏａｄ

333

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
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ﾁｰﾑ名

334

1300216 石橋 利晃

ｲｼﾊﾞｼ ﾄｼｱｷ

千葉県 湾岸サイクリング・ユナイテッド

335

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

336

1300159 村田 幸希

ﾑﾗﾀ ｺｳｷ

神奈川 アーティファクトレーシングチーム

337

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

338

9802500 大野 二美雄

ｵｵﾉ ﾌﾐｵ

東京都 ACQUA TAMA

339

0901763 高橋 誠

ﾀｶﾊｼ ﾏｺﾄ

埼玉県 イナーメ信濃山形-EFT

340

0900796 北澤 竜太郎

ｷﾀｻﾞﾜ ﾘｭｳﾀﾛｳ

長野県 イナーメ信濃山形-EFT

341

1400657 和田 宗浩

ﾜﾀﾞ ﾑﾈﾋﾛ

愛知県 イナーメ信濃山形-EFT

342

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

343

1300023 江口 宗光

ｴｸﾞﾁ ﾑﾈﾐﾂ

静岡県 Squadra di LAVORANTE

344

1402063 岡 理裕

ｵｶ ﾏｻﾋﾛ

静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

345

1502369 高村 昌克

ﾀｶﾑﾗ ﾏｻｶﾂ

静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

346

1100422 兼子 博昭

ｶﾈｺ ﾋﾛｱｷ

長野県 スワコレーシングチーム

347

1101658 篠原 直貴

ｼﾉﾊﾗ ﾅｵｷ

岐阜県 Ｔｅａｍ-ＤＡＤＤＹ

348

1101586 安立 和貴

ｱﾀﾞﾁ ｶｽﾞｷ

新潟県 チームフィンズ

349

1300540 松井 大悟

ﾏﾂｲ ﾀﾞｲｺﾞ

石川県 トンデモクラブ ＣＳＫＡＧＡ

350

1200364 山田 陽一

ﾔﾏﾀﾞ ﾖｳｲﾁ

石川県 トンデモクラブ ＣＳＫＡＧＡ

351

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

352

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

353

1300114 山口 雄大

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｹﾋﾛ

神奈川 Pinazou Test Team

354

1101936 梶田 歩

ｶｼﾞﾀ ｱﾕﾑ

茨城県 Pinazou Test Team

355

1200080 加藤 周作

ｶﾄｳ ｼｭｳｻｸ

神奈川 FAST LANE Racing

356

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

357

0300335 松並 俊雄

ﾏﾂﾅﾐ ﾄｼｵ

大阪府 masahikomifune.com CyclingTeam

358

1101449 大津 将史

ｵｵﾂ ﾏｻｼ

茨城県 Unity

359

1400132 半澤 雄高

ﾊﾝｻﾞﾜ ﾕﾀｶ

東京都 LinkTOHOKU

360

0300866 渡邉 正光

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾐﾂ

福島県 LinkTOHOKU
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第8回 JBCF みやだクリテリウム
【クラスタ：E2 レースレーティング：C】 116名

2016.08.01

No.
372

選手ID
選手名
0101007 細川 倫央

ｶﾅ
ﾎｿｶﾜ ﾘﾝｵｳ

登録地
東京都 ACQUA TAMA

374

0700083 大竹 剛

ｵｵﾀｹ ﾂﾖｼ

東京都 atelierFLEUVE Racing

375

1101111 鈴木 孝幸

ｽｽﾞｷ ﾀｶﾕｷ

神奈川 atelierFLEUVE Racing

376

1502777 生田目 修

ﾅﾏﾀﾒ ｵｻﾑ

栃木県 イナーメ信濃山形-EFT

377

1400051 佐藤 耕司

ｻﾄｳ ｺｳｼﾞ

大阪府 イナーメ信濃山形-EFT

380

1500885 塩澤 魁

ｼｵｻﾞﾜ ｶｲ

愛知県 インパルス

381

1502190 齋藤 寛太

ｻｲﾄｳ ｶﾝﾀ

茨城県 ヴァンヴァートサイクリングチーム

382

1201603 淵田 祐

ﾌﾁﾀ ﾕｳ

新潟県 F(t)麒麟山 Racing

383

1500951 奥山 太郎

ｵｸﾔﾏ ﾀﾛｳ

岩手県 エルドラード・エスペランサ

385

0900514 前地 直記

ﾏｴﾁﾞ ﾅｵｷ

千葉県 オッティモ

387

0700279 松村 晃秀

ﾏﾂﾑﾗ ｱｷﾋﾃﾞ

静岡県 CLUB viento

389

0900153 岩城 和宏

ｲﾜｷ ｶｽﾞﾋﾛ

大阪府 クラブシルベスト

390

1000195 川上 晃史

ｶﾜｶﾐ ｺｳｼﾞ

愛知県 ｸﾗﾌﾞGiro

392

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

393

0901488 上澤 剛

ｳｴｻﾜ ﾀｹｼ

福島県 郡山サイクルフレンズ

395

1500327 家崎 隆

ｲｴｻﾞｷ ﾀｶｼ

千葉県 サイクルフリーダム・レーシング

396

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

397

1400079 島田 英樹

ｼﾏﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ

大阪府 Ｓａｋａｔａｎｉ Ｒａｃｉｎｇ

398

1000362 村井 忠

ﾑﾗｲ ﾏｺﾄ

奈良県 ZAS

400

1301407 山崎 昌宣

ﾔﾏｻﾞｷ ｱｷﾉﾘ

大阪府 CWASP RAVITAILLEMENT

401

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

402

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

403

0400358 鈴木 大忠

ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾀﾀﾞ

群馬県 ＳＵＢＡＲＵ ＲＴ

404

0400882 加賀 龍治

ｶｶﾞ ﾘｭｳｼﾞ

広島県 ＳＵＢＡＲＵ ＲＴ

405

1000237 臼井 康二

ｳｽｲ ｺｳｼﾞ

茨城県 SPACE DEVOTION

407

1100689 丸田 友之

ﾏﾙﾀ ﾄﾓﾕｷ

東京都 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ

408

0601459 佐柄 勝弘

ｻｶﾞﾗ ｶﾂﾋﾛ

新潟県 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ

410

1101927 小倉 秀彦

ｵｸﾞﾗ ﾋﾃﾞﾋｺ

東京都 セオレーシング

411

1500603 森本 玄達

ﾓﾘﾓﾄ ﾋﾛﾐﾁ

岡山県 SAUCE DEVELOPMENT

413

1500184 小嶋 渓円

ｺｼﾞﾏ ｹｲｴﾝ

神奈川 たかだフレンドレーシング

414

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

416

0901410 斉藤 英代

ｻｲﾄｳ ﾋﾃﾞｼﾛ

静岡県 竹芝サイクルレーシング

420

1301908 山口 和来

ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｽﾞｷ

東京都 Team UKYO Reve

421

0701770 浅倉 則之

ｱｻｸﾗ ﾉﾘﾕｷ

北海道 TEAM SKYROCKETS

422

1100271 二川 和成

ﾆｶﾜ ｶｽﾞﾅﾘ

大阪府 チーム スクアドラ

423

1400141 長妻 暁

ﾅｶﾞﾂﾏ ｱｷﾗ

神奈川 TEAM SPORTS KID

424

1300264 中川 祐輝

ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳｷ

東京都 TEAM SPORTS KID

425

0500817 柚木 政範

ﾕｳﾉｷ ﾏｻﾉﾘ

三重県

426

9800364 田中 歩

ﾀﾅｶ ｱﾕﾑ

愛知県 チーム・アストロ

427

0800675 紺野 衛

ｺﾝﾉ ﾏﾓﾙ

北海道 Team ARI

428

1501568 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

429

1200066 田中 啓太

ﾀﾅｶ ｹｲﾀ

神奈川 チーム・ウォークライド

430

0901487 西野 智久

ﾆｼﾉ ﾄﾓﾋｻ

神奈川 チーム・ウォークライド

433

1400295 大森 健一

ｵｵﾓﾘ ｹﾝｲﾁ

広島県 Team Kermis Cross

434

1400292 富永 将宇

ﾄﾐﾅｶﾞ ﾏｻﾀｶ

広島県 Team Kermis Cross

435

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

436

0900283 徳永 易丈

ﾄｸﾅｶﾞ ﾔｽﾀｹ

愛媛県 チーム大永山

442

0501052 若生 正剛

ﾜｺｳ ｾｲｺﾞｳ

東京都 なるしまフレンド

443

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

444

0801526 菊池 透

ｷｸﾁ ﾄｵﾙ

神奈川 なるしまフレンド

445

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

448

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

449

1401573 若林 恵一朗

ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｹｲｲﾁﾛｳ

石川県 バルバレーシングクラブ

450

0501388 奥田 瑛史

ｵｸﾀﾞ ｴｲｼﾞ

兵庫県 BC.ANELLO

453

1401791 本田 峻大

ﾎﾝﾀﾞ ｼｭﾝﾀ

東京都 フィールズ･オン･アース山口

454

9800367 吉川 勝

ﾖｼｶﾜ ﾏｻﾙ

茨城県 フィッツ

455

0600028 大場 聖司

ｵｵﾊﾞ ｾｲｼﾞ

静岡県 フィッツ

456

9701318 國吉 正紀

ｸﾆﾖｼ ﾏｻﾉﾘ

岐阜県 ＢＲＩＤＬＥＲ JD共済 OZ

457

1400269 尾形 駿

ｵｶﾞﾀ ｼｭﾝ

栃木県 ブラウ・ブリッツェン

458

1200351 小峰 大丞

ｺﾐﾈ ﾀﾞｲｽｹ

栃木県 ブラウ・ブリッツェン
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ﾁｰﾑ名

Racing

チーム スポルテック

459

1300009 小池 悠介

ｺｲｹ ﾕｳｽｹ

静岡県 ブラウ・ブリッツェン

460

0901303 亀岡 晋也

ｶﾒｵｶ ｼﾝﾔ

愛媛県 masahikomifune.com CyclingTeam

462

1300875 岩田 達弥

ｲﾜﾀ ﾀﾂﾔ

東京都 Maidservant Subject

463

1001634 小林 正人

ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾄ

茨城県 Unity

464

0800449 鈴木 快彰

ｽｽﾞｷ ﾖｼｱｷ

神奈川 YOKOSUKA UNO RACING

465

1001682 倉野 稔也

ｸﾗﾉ ﾄｼﾔ

栃木県 RIDE Freaks

468

1100040 小山 洋平

ｺﾔﾏ ﾖｳﾍｲ

神奈川 Racing CUBE

471

1500192 白井 真人

ｼﾗｲ ﾏｻﾄ

東京都 Ｙ’ｓ Ｒｏａｄ

474

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

475

1401954 須崎 尚樹

ｽｻｷ ﾅｵｷ

東京都 ACQUA TAMA

476

0500362 森下 大剛

ﾓﾘｼﾀ ﾀﾞｲｺﾞｳ

愛知県 イナーメ信濃山形-EFT

477

1300559 柴田 直樹

ｼﾊﾞﾀ ﾅｵｷ

長野県 イナーメ信濃山形-EFT

478

9901555 岡野 陽一

ｵｶﾉ ﾖｳｲﾁ

栃木県 エルニーニョ・ケンポク

479

1500299 伊藤 雅史

ｲﾄｳ ﾏｻｼ

千葉県 オッティモ

480

0700342 湊 正明

ﾐﾅﾄ ﾏｻｱｷ

三重県 KINAN AACA

481

1200336 石田 大介

ｲｼﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ

愛知県 KINAN AACA

482

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

483

1500502 塩野 裕一

ｼｵﾉ ﾕｳｲﾁ

大阪府 CWASP RAVITAILLEMENT

484

1400073 水田 昌宏

ﾐｽﾞﾀ ﾏｻﾋﾛ

大阪府 CWASP RAVITAILLEMENT

485

1500309 森川 晃行

ﾓﾘｶﾜ ｱｷﾕｷ

奈良県 ZIPPY CYCLE CLUB

486

1600201 駒沢 正己

ｺﾏｻﾞﾜ ﾏｻｷ

神奈川 湘南ベルマーレサイクル

487

1601918 中村 永

ﾅｶﾑﾗ ﾊﾙｶ

静岡県 Squadra di LAVORANTE

488

1300085 榊原 俊介

ｻｶｷﾊﾞﾗ ｼｭﾝｽｹ

静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

489

1300018 鈴木 亮

ｽｽﾞｷ ﾘｮｳ

静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

490

1101294 佐藤 智也

ｻﾄｳ ﾄﾓﾔ

東京都 SAUCE DEVELOPMENT

491

1500884 小嶋 宏紀

ｺｼﾞﾏ ﾋﾛｷ

愛知県 SAUCE DEVELOPMENT

492

1400423 齋藤 和輝

ｻｲﾄｳ ｶｽﾞｷ

東京都 竹芝サイクルレーシング

493

0000334 有澤 広昭

ｱﾘｻﾜ ﾋﾛｱｷ

兵庫県 ＴＥＡＭ ＰＯＬＰＯ

494

9701343 向山 浩司

ﾑｺｳﾔﾏ ｺｳｼﾞ

東京都 チーム オーベスト

495

1200538 平賀 康一

ﾋﾗｶﾞ ｺｳｲﾁ

東京都 Team CUORE

496

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

497

0300621 清水 礼士

ｼﾐｽﾞ ﾚｲｼﾞ

静岡県 TEAM ZERO

498

0900374 野田 明宏

ﾉﾀﾞ ｱｷﾋﾛ

愛知県 Ｔｅａｍまるいちエヴァディオ

499

1100461 湯浦 裕貴

ﾕｳﾗ ﾔｽﾀｶ

愛知県 チームヤマシゲ

500

1500938 久留 正明

ﾋｻﾄﾞﾒ ﾏｻｱｷ

愛知県 TeamRuedaNAGOYA

501

0900364 秋本 光隆

ｱｷﾓﾄ ﾐﾂﾀｶ

愛知県 TeamRuedaNAGOYA

502

0800605 盛永 吉彦

ﾓﾘﾅｶﾞ ﾖｼﾋｺ

秋田県 チバポンズ

503

1301523 青木 清

ｱｵｷ ｷﾖｼ

群馬県 TRC PANAMAREDS

504

1200314 小南 友和

ｺﾐﾅﾐ ﾄﾓｶｽﾞ

愛知県 DESTRA

505

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

506

1400433 近藤 聡

ｺﾝﾄﾞｳ ｻﾄｼ

東京都 なるしまフレンド

507

1500001 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

508

0200476 岡林 秀樹

ｵｶﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞｷ

長野県 B-SOUL

509

9802042 丸山 厚

ﾏﾙﾔﾏ ｱﾂｼ

長野県 B-SOUL

510

1200071 原 拓

ﾊﾗ ﾀｸ

神奈川 FAST LANE Racing

511

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

512

0600447 岩島 啓太

ｲﾜｼﾏ ｹｲﾀ

東京都 MIVRO

513

1001433 松本 寛史

ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾛｼ

福島県 Unity

514

1000471 大島 理彦

ｵｵｼﾏ ﾐﾁﾋｺ

長野県 ラヴニールあづみの

515

1500813 堀田 耕司

ﾎｯﾀ ｺｳｼﾞ

愛知県 RITCHEY BREZZA カミハギRT

516

1500422 江口 成臣

ｴｸﾞﾁ ﾅﾙｵﾐ

栃木県 RITCHEY BREZZA カミハギRT

517

1502118 草野 辰也

ｸｻﾉ ﾀﾂﾔ

福島県 LinkTOHOKU

518

1402036 森田 裕紀

ﾓﾘﾀ ﾋﾛﾉﾘ

茨城県 LinkTOHOKU

519

1501559 高橋 幸也

ﾀｶﾊｼ ﾕｷﾔ

神奈川 Racing CUBE

520

0901018 福岡 武

ﾌｸｵｶ ﾀｹｼ

神奈川 Ｙ’ｓ Ｒｏａｄ

521

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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第8回 JBCF みやだクリテリウム
【クラスタ：E3 レースレーティング：D】 166名

2016.08.01

No.
531

選手ID
選手名
1500241 手柴 憲人

ﾃｼﾊﾞ ｹﾝﾄ

登録地
ﾁｰﾑ名
神奈川 アーティファクトレーシングチーム

532

1600237 駒井 出

ｺﾏｲ ｲｽﾞﾙ

埼玉県 アーティファクトレーシングチーム

533

1100198 岩崎 基規

ｲﾜｻｷ ﾓﾄﾉﾘ

埼玉県 ACQUA TAMA

535

1500270 細矢 太樹

ﾎｿﾔ ﾀｲｷ

千葉県 AQULS内房レーシング

536

1600298 宇根 智浩

ｳﾈ ﾄﾓﾋﾛ

東京都 atelierFLEUVE Racing

537

1400004 石川 勇人

ｲｼｶﾜ ﾊﾔﾄ

静岡県 イナーメ信濃山形-EFT

538

1602034 松井 大輝

ﾏﾂｲ ﾀﾞｲｷ

茨城県 ヴァンヴァートサイクリングチーム

540

1600308 大内 淳司

ｵｵｳﾁ ｱﾂｼ

茨城県 ＷＥ ＬＯＶＥ Ｏ２

541

1402116 木村 豊

ｷﾑﾗ ﾕﾀｶ

宮城県 エルドラード・エスペランサ

542

1000376 福岡 実

ﾌｸｵｶ ﾐﾉﾙ

東京都 エルドラード・エスペランサ

543

1600467 岡田 優

ｵｶﾀﾞ ﾏｻﾙ

千葉県 オッティモ

544

1600469 泉山 淳

ｲｽﾞﾐﾔﾏ ｱﾂｼ

千葉県 オッティモ

546

1001243 坂本 真吾

ｻｶﾓﾄ ｼﾝｺﾞ

栃木県 OYAMA STARPLEX

547

1500425 山田 哲也

ﾔﾏﾀﾞ ﾃﾂﾔ

栃木県 OYAMA STARPLEX

552

1100603 畑中 滋

ﾊﾀﾅｶ ｼｹﾞﾙ

三重県 KINAN AACA

553

1502738 福田 伸考

ﾌｸﾀﾞ ﾉﾌﾞﾀｶ

三重県 KINAN AACA

555

1600023 天野 弘章

ｱﾏﾉ ﾋﾛｱｷ

大阪府 クラブシルベスト

556

1600285 山田 貴一

ﾔﾏﾀﾞ ｷｲﾁ

東京都 グランディヴェルレーシングチーム

558

1600696 谷井 年久

ﾀﾆｲ ﾄｼﾋｻ

石川県 ケッヘルブイシースプートニク

559

1600693 荒木 樹

ｱﾗｷ ﾀｽﾞﾙ

石川県 ケッヘルブイシースプートニク

562

1600680 大鳥 洋平

ｵｵﾄﾘ ﾖｳﾍｲ

千葉県 サイクルフリーダム・レーシング

563

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

564

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

565

1300132 河内 博行

ｶﾜﾁ ﾋﾛﾕｷ

大阪府 ZAS

Racing

566

1400352 村山 司

ﾑﾗﾔﾏ ﾂｶｻ

奈良県 ZAS

Racing

567

1601213 高橋 慧至

ﾀｶﾊｼ ｻﾄｼ

東京都 GSエバーウィン

571

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

572

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

573

1600316 狩野 敦

ｶﾉｳ ｱﾂｼ

群馬県 上毛レーシング

576

1500665 木村 盛義

ｷﾑﾗ ﾓﾘﾖｼ

群馬県 ＳＵＢＡＲＵ ＲＴ

577

1300295 小林 成輔

ｺﾊﾞﾔｼ ｾｲｽｹ

東京都 ＳＵＢＡＲＵ ＲＴ

578

1500672 織戸 一樹

ｵﾘﾄ ｶｽﾞｷ

茨城県 SPACE DEVOTION

579

1600072 土井 賢太

ﾄﾞｲ ｹﾝﾀ

静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

580

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

583

1000473 村山 優弥

ﾑﾗﾔﾏ ﾕｳﾔ

長野県 スワコレーシングチーム

584

1600766 浜口 太志

ﾊﾏｸﾞﾁ ﾀｶﾕｷ

千葉県 セオレーシング

585

1200439 古東 克敏

ｺﾄｳ ｶﾂﾄｼ

千葉県 セオレーシング

586

1502126 杭田 翔太

ｸｴﾀﾞ ｼｮｳﾀ

岡山県 SAUCE DEVELOPMENT

587

1401746 白石 正人

ｼﾗｲｼ ﾏｻﾄ

神奈川 SAUCE DEVELOPMENT

588

1001898 坂藤 高

ｻｶﾄｳ ﾀｶｼ

埼玉県 大福屋

589

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

591

1500029 武中 研太

ﾀｹﾅｶ ｹﾝﾀ

大阪府 TEAM AMUSE

592

1602081 小泉 雅人

ｺｲｽﾞﾐ ﾏｻﾄ

東京都 TEAM

SHIDO

593

1602184 山田 舜

ﾔﾏﾀﾞ ｼｭﾝ

東京都 TEAM

SHIDO

594

1300060 山本 直史

ﾔﾏﾓﾄ ﾅｵﾌﾐ

大阪府 チーム スクアドラ

595

1600277 森 拓也

ﾓﾘ ﾀｸﾔ

東京都 TEAM SPORTS KID

596

1500224 後藤 圭史

ｺﾞﾄｳ ｹｲｼﾞ

東京都 TEAM SPORTS KID

599

1500223 宮崎 翔太

ﾐﾔｻﾞｷ ｼｮｳﾀ

神奈川 Team BFY Racing

600

1301642 中野 江一郎

ﾅｶﾉ ｺｳｲﾁﾛｳ

神奈川 チーム・ウォークライド

601

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

604

1600439 前田 尚男

ﾏｴﾀﾞ ﾀｶｵ

山梨県 チーム・コバリン

607

1400147 廣勢 翔太

ﾋﾛｾ ｼｮｳﾀ

愛媛県 チーム大永山

608

9700788 藤橋 亮

ﾌｼﾞﾊｼ ﾘｮｳ

千葉県 チーム・チェブロ

612

1600256 田中 大介

ﾀﾅｶ ﾀﾞｲｽｹ

東京都 Ｔｅａｍ ＦＩＴＴＥ

615

1101316 村田 悠人

ﾑﾗﾀ ﾕｳﾄ

新潟県 TRC PANAMAREDS

617

1402110 近藤

ｺﾝﾄﾞｳ ﾅｵﾔ

愛知県 DENSO RACING

618

1100633 西村 幸大

ﾆｼﾑﾗ ｺｳﾀﾞｲ

愛知県 DENSO RACING

620

1600015 石井 和明

ｲｼｲ ｶｽﾞｱｷ

大阪府 Nasu Fan Club

621

1600273 藤井 敏郎

ﾌｼﾞｲ ﾄｼﾛｳ

東京都 なるしまフレンド

622

1600258 永井 信義

ﾅｶﾞｲ ﾉﾌﾞﾖｼ

東京都 なるしまフレンド

尚弥

ｶﾅ
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623

1300289 印具 毅雄

ｲﾝｸﾞ ﾀｹｵ

東京都 なるしまフレンド

624

1600254 佐々木 智史

ｻｻｷ ｻﾄｼ

東京都 なるしまフレンド

626

1402072 長濱 圭吾

ﾅｶﾞﾊﾏ ｹｲｺﾞ

東京都 日本ろう自転車競技協会

627

1402113 野崎 勝利

ﾉｻﾞｷ ｶﾂﾄｼ

埼玉県 日本ろう自転車競技協会

629

1600994 大谷 航也

ｵｵﾀﾆ ｺｳﾔ

神奈川 HAMMER!!BROS

631

1200112 高山 裕基

ﾀｶﾔﾏ ﾕｳｷ

東京都 パラティアムTOKYO

632

1000020 石井 庸義

ｲｼｲ ﾉﾌﾞﾖｼ

千葉県 BMレーシングZUNOW

633

1300020 川又 直

ｶﾜﾏﾀ ﾀﾀﾞｼ

静岡県 Pinazou Test Team

635

1600788 中村 大輔

ﾅｶﾑﾗ ﾀﾞｲｽｹ

神奈川 PHANTOM 湘南

636

1101171 藤崎 直哉

ﾌｼﾞｻｷ ﾅｵﾔ

神奈川 PHANTOM 湘南

639

1600787 石原 智秀

ｲｼﾀﾞ ﾄﾓﾋﾃﾞ

神奈川 PHANTOM 湘南

640

1501770 岩本 克也

ｲﾜﾓﾄ ｶﾂﾔ

山口県 フィールズ･オン･アース山口

642

1600276 香川 宏太

ｶｶﾞﾜ ｺｳﾀ

東京都 フィッツ

643

1600244 野口 泰

ﾉｸﾞﾁ ﾔｽｼ

東京都 フィッツ

644

0400200 高林 秀樹

ﾀｶﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞｷ

静岡県 フィッツ

645

1600117 土田 拓幸

ﾂﾁﾀﾞ ﾀｸﾕｷ

富山県 ＢＲＩＤＬＥＲ JD共済 OZ

647

1600451 木村 紀仁

ｷﾑﾗ ﾉﾘﾋﾄ

栃木県 ブラウ・ブリッツェン

649

1500423 片桐 真一

ｶﾀｷﾞﾘ ｼﾝｲﾁ

栃木県 ブラウ・ブリッツェン

650

1400772 宮田 琢視

ﾐﾔﾀ ﾀｸﾐ

栃木県 ブラウ・ブリッツェン

651

1500690 関口 諒

ｾｷｸﾞﾁ ﾘｮｳ

栃木県 ブラウ・ブリッツェン

652

1600445 平塚 佑亮

ﾋﾗﾂｶ ﾕｳｽｹ

栃木県 ブラウ・ブリッツェン

653

1600449 柴沼 玄人

ｼﾊﾞﾇﾏ ｹﾞﾝﾄ

栃木県 ブラウ・ブリッツェン

661

1600600 矢田 健太郎

ﾔﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ

三重県 MAX SPEED 97 GOKISO

662

1600601 高山 恭彰

ﾀｶﾔﾏ ﾔｽｱｷ

三重県 MAX SPEED 97 GOKISO

666

1301092 中村 紘基

ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛｷ

静岡県 ミソノイレーシングチーム

668

0700556 常深 公雄

ﾂﾈﾐ ｷﾐｵ

愛知県 三菱自動車自転車部 岡崎

669

1600655 巴 亮太

ﾄﾓｴ ﾘｮｳﾀ

愛知県 三菱自動車自転車部 岡崎

672

1600269 尾家 正洋

ｵｹ ﾏｻﾋﾛ

東京都 MIVRO

673

1602083 太田 好政

ｵｵﾀ ﾖｼﾏｻ

東京都 MIVRO

674

1602063 松島 拓人

ﾏﾂｼﾏ ﾀｸﾄ

神奈川 MIVRO

675

1600372 杉浦 洋輔

ｽｷﾞｳﾗ ﾖｳｽｹ

愛知県 ユーロード レーシング

676

1600304 神原 真人

ｶﾝﾊﾞﾗ ﾏｻﾄ

茨城県 Unity

677

1500648 福吉 紳悟

ﾌｸﾖｼ ｼﾝｺﾞ

神奈川 YOKOSUKA UNO RACING

680

1101534 川西 晃

ｶﾜﾆｼ ｱｷﾗ

栃木県 RIDE Freaks

681

1100497 大谷 一

ｵｵﾀﾆ ﾊｼﾞﾒ

茨城県 RIDE Freaks

682

1600697 細井 大誠

ﾎｿｲ ﾋﾛｱｷ

愛知県 RITCHEY BREZZA カミハギRT

685

0600125 岡野 賢司

ｵｶﾉ ｹﾝｼﾞ

栃木県 ﾘﾍﾞﾙﾀｽTOCHIGI BICYCLE CLUB

688

9702882 吉池 司

ﾖｼｲｹ ﾂｶｻ

神奈川 Racing CUBE

689

1600247 竹花 和浩

ﾀｹﾊﾅ ｶｽﾞﾋﾛ

東京都 Ｙ’ｓ Ｒｏａｄ

690

1402069 窪田 墾

ｸﾎﾞﾀ ﾂﾄﾑ

愛知県 Ｙ’ｓ Ｒｏａｄ

691

1300201 今井 明

ｲﾏｲ ｱｷﾗ

神奈川 Ｙ’ｓ Ｒｏａｄ

692

1502726 松浦 正己

ﾏﾂｳﾗ ﾏｻｷ

広島県 ＷＩＬＤ

ＰＩＧｓ

693

1601852 宮脇 流士

ﾐﾔﾜｷ ﾙｳｼﾞ

広島県 ＷＩＬＤ

ＰＩＧｓ

695

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

696

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

698

JB16847 吉澤 祐介

ﾖｼｻﾞﾜ ﾕｳｽｹ

東京都 TEAM

699

JB16844 山田 祥太

ﾔﾏﾀﾞ ｼｮｳﾀ

茨城県 Unity

700

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

701

1001701 高橋 翔

ﾀｶﾊｼ ｼｮｳ

栃木県 エルニーニョ・ケンポク

702

1600461 小林 崇

ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶｼ

千葉県 オッティモ

703

1500608 石坂 智晃

ｲｼｻﾞｶ ﾄﾓｱｷ

長野県 快レーシング

704

1200340 小澤 健二

ｵｻﾞﾜ ｹﾝｼﾞ

愛知県 KINAN AACA

705

1601982 櫻井 秀治

ｻｸﾗｲ ﾋﾃﾞﾊﾙ

東京都 グランディヴェルレーシングチーム

706

1602266 須藤 実

ｽﾄﾞｳ ﾐﾉﾙ

福島県 グランディヴェルレーシングチーム

707

9802045 宮川 淳

ﾐﾔｶﾜ ｼﾞｭﾝ

石川県 ケッヘルブイシースプートニク

708

JB16594 遠田 武志

ﾄｳﾀﾞ ﾀｹｼ

#N/A ケッヘルブイシースプートニク

709

1600829 下島 海人

ｼﾓｼﾞﾏ ｶｲﾄ

兵庫県 Coraggio Kawanishi Cycling Team Junior Youth

710

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

711

1200421 坂手 潤一

ｻｶﾃ ｼﾞｭﾝｲﾁ

埼玉県 サイタマサイクルプロジェクト

712

1600062 上原 正憲

ｶﾐﾊﾗ ﾏｻﾉﾘ

静岡県 Squadra di LAVORANTE

713

1300017 内山 紀寿

ｳﾁﾔﾏ ﾉﾘﾋｻ

静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

714

1500334 大神 武之

ｵｵｶﾞﾐ ﾀｹｼ

静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

715

1600070 内藤 厚典

ﾅｲﾄｳ ｱﾂﾉﾘ

静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

716

1600283 赤澤 豪将

ｱｶｻﾞﾜ ｺﾞｳｼｮｳ

東京都 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ
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SHIDO

717

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

718

9701181 小坂 正則

ｺｻｶ ﾏｻﾉﾘ

長野県 スワコレーシングチーム

719

1301381 原 健輔

ﾊﾗ ｹﾝｽｹ

岐阜県 Ｔｅａｍ-ＤＡＤＤＹ

720

1101473 杉本 雄隆

ｽｷﾞﾓﾄ ﾕﾀｶ

沖縄県 チームおきなわJET

721

1400088 中村 稔

ﾅｶﾑﾗ ﾐﾉﾙ

千葉県 TEAM GIRO 360

722

1200029 佐藤 慎介

ｻﾄｳ ｼﾝｽｹ

静岡県 TEAM ZERO

723

1402332 吉田 達矢

ﾖｼﾀﾞ ﾀﾂﾔ

静岡県 TEAM ZERO

724

1500907 山田 雄典

ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｽｹ

新潟県 チームフィンズ

725

1100463 山田 大嗣

ﾔﾏﾀﾞ ﾀｲｼ

愛知県 チームヤマシゲ

726

1100462 横井 健夫

ﾖｺｲ ﾀｹｵ

愛知県 チームヤマシゲ

727

1600858 加島 崇史

ｶｼﾏ ﾀｶﾌﾐ

愛知県 チームヤマシゲ

728

1301805 落合 友樹

ｵﾁｱｲ ﾕｳｷ

愛知県 TeamRuedaNAGOYA

729

1401908 新松 弘祥

ｼﾝﾏﾂ ﾋﾛﾖｼ

愛知県 TeamRuedaNAGOYA

730

1602057 河野 仁

ｺｳﾉ ﾋﾄｼ

長野県 チャクボタレーシング

731

1301727 内丸 達也

ｳﾁﾏﾙ ﾀﾂﾔ

愛知県 DESTRA

732

1501732 相馬 宏紀

ｿｳﾏ ﾋﾛｷ

埼玉県 東洋大学自転車部

733

1301739 福山 碧斗

ﾌｸﾔﾏ ｱｵﾄ

東京都 東洋大学自転車部

734

1201015 中野目 涼

ﾅｶﾉﾒ ﾘｮｳ

福島県 東洋大学自転車部

735

1501933 杉本 直樹

ｽｷﾞﾓﾄ ﾅｵｷ

群馬県 東洋大学自転車部

736

1502133 崎戸 泰地

ｻｷﾄ ﾀｲﾁ

東京都 東洋大学自転車部

737

9702061 平井 信昭

ﾋﾗｲ ﾉﾌﾞｱｷ

神奈川 ナカガワＡＳ・Ｋ’デザイン

738

1601222 鈴木 直太

ｽｽﾞｷ ﾅｵﾀ

東京都 なるしまフレンド

739

1502790 村上 淳

ﾑﾗｶﾐ ｽﾅｵ

東京都 なるしまフレンド

740

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

741

0400038 立道 国一

ﾀﾃﾐﾁ ｸﾆｶｽﾞ

長野県 BIKE RANCH

742

1200039 今西 大地

ｲﾏﾆｼ ﾀﾞｲﾁ

東京都 パラティアムTOKYO

743

1502712 藤田 史郎

ﾌｼﾞﾀ ｼﾛｳ

埼玉県 パラティアムTOKYO

744

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

745

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

746

1401733 長瀬 寛之

ﾅｶﾞｾ ﾋﾛﾕｷ

長野県 B-SOUL

747

1502774 四家 弘貴

ｼｹ ﾋﾛｷ

茨城県 FLECHA

748

1200770 郷原 輝久

ｺﾞｳﾊﾗ ﾃﾙﾋｻ

京都府 masahikomifune.com CyclingTeam

749

1301937 長谷川 翔一

ﾊｾｶﾞﾜ ｼｮｳｲﾁ

静岡県 Maidservant Subject

750

1502478 神野 悠作

ｼﾞﾝﾉ ﾕｳｻｸ

大阪府 八ヶ岳 CYCLING CLUB

751

1402350 山倉 朋之

ﾔﾏｸﾗ ﾄﾓﾕｷ

茨城県 Unity

752

1600314 磯崎 直樹

ｲｿｻﾞｷ ﾅｵｷ

茨城県 Unity

753

1500687 宮本 悠平

ﾐﾔﾓﾄ ﾕｳﾍｲ

静岡県 Ring×2 Cycling Team

754

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

755

1500424 小荷田 泰正

ｺﾆﾀ ﾔｽﾏｻ

東京都 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ

756

1000164 福岡 直樹

ﾌｸｵｶ ﾅｵｷ

神奈川 HIRAKO.mode

757

1000211 馬場 克行

ﾊﾞﾊﾞ ｶﾂﾕｷ

神奈川 HIRAKO.mode

760

0400103 鬼形 博之

ｵﾆｶﾀ ﾋﾛﾕｷ

群馬県 ＯＣｉ
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第8回 JBCF みやだクリテリウム
【クラスタ：F レースレーティング：F】 21名

2016.08.01

No.
802

選手ID
選手名
1502516 八木沼 侑香

ｶﾅ
ﾔｷﾞﾇﾏ ﾕｶ

登録地
茨城県 GROWING Racing Team

ﾁｰﾑ名

803

1101621 大谷 梢

ｵｵﾀﾆ ｺｽﾞｴ

神奈川 湘南ベルマーレサイクル

804

1201909 小田 恵利花

ｵﾀﾞ ｴﾘｶ

東京都 TEAM SPORTS KID

806

0801083 菊池 香

ｷｸﾁ ｶｵﾘ

神奈川 なるしまフレンド

807

1501096 DOS SANTOS Sandra

ﾄﾞｽｻﾝﾄｽ ｻﾝﾄﾞﾗ

808

0401441 智野 真央

ﾁﾉ ﾏｵ

東京都 Neilpryde - Nanshin Subaru Cycling Team

809

1301645 新屋 瑛里

ｼﾝﾔ ｴﾘ

東京都 Neilpryde - Nanshin Subaru Cycling Team

810

1200505 簑原 由加利

ﾐﾉﾊﾗ ﾕｶﾘ

東京都 日本ろう自転車競技協会

811

1000825 坂口 聖香

ｻｶｸﾞﾁ ｷﾖｶ

兵庫県 パナソニックレディース

812

0600975 岡林 真理江

ｵｶﾊﾞﾔｼ ﾏﾘｴ

長野県 B-SOUL

813

1500296 伊藤 圭菜子

ｲﾄｳ ｶﾅｺ

神奈川 フィッツ

815

1600453 新川 明子

ｼﾝｶﾜ ｱｷｺ

栃木県 ブラウ・ブリッツェン

817

1201916 矢野 智子

ﾔﾉ ﾄﾓｺ

京都府 モジュマ エリアゼロナナゴ

818

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

819

0500243 針谷 千紗子

ﾊﾘｶﾞｲ ﾁｻｺ

栃木県 Live GARDEN BICI STELLE

820

9700733 西 加南子

ﾆｼ ｶﾅｺ

千葉県 LUMINARIA

821

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

822

1301628 早瀬 久美

ﾊﾔｾ ｸﾐ

神奈川 日本ろう自転車競技協会

823

1400019 栗林 ひろみ

ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾐ

富山県 バルバレーシングクラブ

824

1502651 谷江 史帆

ﾀﾆｴ ｼﾎ

福井県 バルバレーシングクラブ

825

1502704 鬼形 貴子

ｵﾆｶﾀ ﾀｶｺ

群馬県 ＯＣｉ

FRANCE Neilpryde - Nanshin Subaru Cycling Team
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第8回 JBCF みやだクリテリウム
【クラスタ：Y レースレーティング：Y】 47名

2016.08.01

No.
851

選手ID
選手名
1502696 三平 隆文

ｶﾅ
ﾐﾋﾗ ﾀｶﾌﾐ

登録地
ﾁｰﾑ名
神奈川 アーティファクトレーシングチーム

852

1600209 高橋 利之

ﾀｶﾊｼ ﾄｼﾕｷ

神奈川 アーティファクトレーシングチーム

853

1501124 中野 光一郎

ﾅｶﾉ ｺｳｲﾁﾛｳ

東京都 ACQUA TAMA

854

1501888 海野 晋作

ｳﾐﾉ ｼﾝｻｸ

東京都 VENTOS FRECCIA

855

1601254 佐藤 晴

ｻﾄｳ ﾊﾙ

岐阜県 可児高校

856

1601253 纐纈 壮太郎

ｺｳｹﾂ ｿｳﾀﾛｳ

岐阜県 可児高校

857

1601255 田村 敢

ﾀﾑﾗ ｶﾝ

岐阜県 可児高校

858

1401926 山内 渓太

ﾔﾏｳﾁ ｹｲﾀ

岐阜県 可児高校

859

1600024 天野 壮悠

ｱﾏﾉ ﾀｹﾊﾙ

大阪府 クラブシルベスト

860

1500578 田村 健人

ﾀﾑﾗ ｹﾝﾄ

大阪府 Coraggio Kawanishi Cycling Team Junior Youth

861

1500895 藤原 禎之

ﾌｼﾞﾜﾗ ﾖｼﾕｷ

兵庫県 Coraggio Kawanishi Cycling Team Junior Youth

862

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

863

1600292 鴨下 拓弥

ｶﾓｼﾀ ﾀｸﾔ

東京都 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ

864

1601004 佐藤 大志

ｻﾄｳ ﾋﾛｼ

長野県 スワコレーシングチーム

865

1601005 佐藤 宇志

ｻﾄｳ ﾀｶｼ

長野県 スワコレーシングチーム

866

1301921 小島 大輝

ｺｼﾞﾏ ﾀﾞｲｷ

新潟県 Ｗ．Ｖ．ＯＴＡ-twin

867

1600477 半田 響己

ﾊﾝﾀﾞ ﾋﾋﾞｷ

千葉県 TEAM SPORTS KID

868

1502208 佐合 真大

ｻｺﾞｳ ﾏｻﾄ

岐阜県 Ｔｅａｍ-ＤＡＤＤＹ

869

1502209 佐合 海大

ｻｺﾞｳ ﾋﾛﾄ

岐阜県 Ｔｅａｍ-ＤＡＤＤＹ

870

1500238 五十嵐 洸太

ｲｶﾗｼ ｺｳﾀ

神奈川 Team BFY Racing

871

1500397 堀川 滉太

ﾎﾘｶﾜ ｺｳﾀ

岡山県 ﾁｰﾑ 岡山

872

1501424 菅谷 照生

ｽｶﾞﾔ ﾃﾙｷ

山梨県 チーム・コバリン

873

1600076 山口 賢治

ﾔﾏｸﾞﾁ ｹﾝｼﾞ

静岡県 TEAM ZERO

874

1502785 渡辺 耶斗

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾔﾄ

東京都 Ｔｅａｍ ＦＩＴＴＥ

875

1501050 山口 幸大

ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳﾀ

長野県 Neilpryde - Nanshin Subaru Cycling Team

876

1600415 三浦 雅人

ﾐｳﾗ ﾏｻﾄ

栃木県 ブラウ・ブリッツェン

877

1500419 菊地 優斗

ｷｸﾁ ﾕｳﾄ

栃木県 ブラウ・ブリッツェン

878

1500420 金子 祐大

ｶﾈｺ ﾕｳﾀﾞｲ

栃木県 ブラウ・ブリッツェン

879

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

880

1501857 木村 皆斗

ｷﾑﾗ ﾐﾅﾄ

千葉県 FLECHA

881

1502719 篠原 輝利

ｼﾉﾊﾗ ｷﾘ

茨城県 FLECHA

882

1501670 秋山 幸輝

ｱｷﾔﾏ ｺｳｷ

栃木県 Honda 栃木 JET

883

1400155 平林 飛都

ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾀｶﾄ

愛媛県 松山聖陵高等学校

884

1401369 山下 純之介

ﾔﾏｼﾀ ｼﾞｭﾝﾉｽｹ

神奈川 横浜高校自転車競技部

885

1401772 今村 友紀

ｲﾏﾑﾗ ﾄﾓｷ

神奈川 横浜高校自転車競技部

886

1401373 飯田 千暁

ｲｲﾀﾞ ﾁｱｷ

神奈川 横浜高校自転車競技部

887

1400152 江越 海玖也

ｴｺﾞｼ ﾐｸﾔ

神奈川 横浜高校自転車競技部

888

1502111 相原 晴一朗

ｱｲﾊﾗ ｾｲﾁﾛｳ

神奈川 横浜高校自転車競技部

889

1501922 上原 瑠生

ｳｴﾊﾗ ﾘｭｳｾｲ

神奈川 横浜高校自転車競技部

890

1402251 白石 光

ｼﾗｲｼ ﾋｶﾙ

神奈川 横浜高校自転車競技部

891

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

892

1601523 橋本 優樹

ﾊｼﾓﾄ ﾕｳｷ

神奈川 横浜高校自転車競技部

893

1602022 吉田 光希

ﾖｼﾀﾞ ｺｳｷ

神奈川 横浜高校自転車競技部

894

1602023 徳山 見晴

ﾄｸﾔﾏ ﾐﾊﾙ

神奈川 横浜高校自転車競技部

895

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

896

1600674 橋本 歩久玄

ﾊｼﾓﾄ ﾎｸｹﾞﾝ

愛知県 ラヴニールあづみの

897

1400080 石倉 悠之介

ｲｼｸﾗ ﾕｳﾉｽｹ

千葉県 湾岸サイクリング・ユナイテッド
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