第25回 JBCF 舞洲クリテリウム
【クラスタ：E1 決勝1組】 42名 スタート時間 12：35
No.
選手ID
選手名
ｶﾅ

2016.09.06
登録地

ﾁｰﾑ名

251

1100274 藤田 耕志

ﾌｼﾞﾀ ﾀｶｼ

大阪府 イナーメ信濃山形-EFT

253

0601273 松木 健治

ﾏﾂｷ ｹﾝｼﾞ

大阪府 クラブシルベスト

255

0500055 藤岡 徹也

ﾌｼﾞｵｶ ﾃﾂﾔ

兵庫県 クラブシルベスト

258

0800194 上田 貴史

ｳｴﾀﾞ ﾀｶｼ

大阪府 クラブシルベスト

260

9701872 近藤 智彦

ｺﾝﾄﾞｳ ﾄﾓﾋｺ

大阪府 クラブシルベスト

262

1500068 小原 洋未

ｵﾊﾗ ﾋﾛﾐ

兵庫県 クラブシルベスト

264

1001438 李 宗⾬

ﾘ ｿｳｳ

滋賀県 クラブシルベスト

266

0300357 一色 寛之

ｲｯｼｷ ﾋﾛﾕｷ

京都府 CIERVO NARA ELITE

268

0000387 大橋 克弘

ｵｵﾊｼ ｶﾂﾋﾛ

静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

270

9901846 大倉 健一

ｵｵｸﾗ ｹﾝｲﾁ

東京都 セオレーシング

274

1200030 ⻘江 良治

ｱｵｴ ﾖｼﾊﾙ

岡山県 ﾁｰﾑ 岡山

277

0000251 佐々木 健

ｻｻｷ ﾀｹｼ

愛知県 天狗党

280

0400052 前川 元

ﾏｴｶﾜ ﾊｼﾞﾑ

兵庫県 BC.ANELLO

282

1000397 清水 洋一

ｼﾐｽﾞ ﾖｳｲﾁ

東京都 FAST LANE Racing

284

0300335 松並 俊雄

ﾏﾂﾅﾐ ﾄｼｵ

大阪府 masahikomifune.com CyclingTeam

287

1401473 森本 桂太郎

ﾓﾘﾓﾄ ｹｲﾀﾛｳ

愛媛県 松山聖陵⾼等学校

291

1000714 佐々木 暖

ｻｻｷ ﾀﾞﾝ

奈良県 EURO-WORKS Racing

293

1100076 角田 光隆

ｽﾐﾀﾞ ﾐﾂﾀｶ

奈良県 EURO-WORKS Racing

295

0900362 小島 泰一

ｺｼﾞﾏ ﾔｽｶｽﾞ

愛知県 RITCHEY BREZZA カミハギRT

297

1100702 三次 匠

ﾐﾖｼ ﾀｸﾐ

広島県 VICTOIREしまなみ

299

1301620 浜田 健志

ﾊﾏﾀﾞ ｹﾝｼﾞ

大阪府 クラブシルベスト

301

1400365 國井 豊晃

ｸﾆｲ ﾄﾖｱｷ

岐阜県 KOGMA Racing

303

0000312 数元 彰

ｽﾓﾄ ｱｷﾗ

大阪府 Ｓａｋａｔａｎｉ Ｒａｃｉｎｇ

305

9700753 作田 大祐

ｻｸﾀ ﾀﾞｲｽｹ

愛知県 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ

307

1100305 磯田 ⻯介

ｲｿﾀﾞ ﾘｭｳｽｹ

香川県 Tyrell Kagawa Racing

309

0800067 野島 遊

ﾉｼﾞﾏ ﾕｳ

大阪府 TEAM AMUSE

311

1300064 酒井 一真

ｻｶｲ ｶｽﾞﾏ

大阪府 チーム・アヴェル

313

0000382 三村 尚

ﾐﾑﾗ ﾀｶｼ

岡山県 ﾁｰﾑ 岡山

315

0600094 溝原 誠

ﾐｿﾞﾊﾗ ﾏｺﾄ

岡山県 ﾁｰﾑ 岡山

317

1200463 深谷 英治

ﾌｶﾀﾆ ｴｲｼﾞ

島根県 Team まんま

319

1200418 小暮 貴士

ｺｸﾞﾚ ﾀｶｼ

愛知県 DESTRA

321

9702985 東畠 信⾏

ﾋｶﾞｼﾊﾞﾀ ﾉﾌﾞﾕｷ

大阪府 ナカガワＡＳ・Ｋʼデザイン

323

1400107 山本 哲哉

ﾔﾏﾓﾄ ﾃﾂﾔ

和歌山 ネクストリーム・うどん棒

325

1300409 根田 裕司

ﾈﾀﾞ ﾕｳｼﾞ

大阪府 ネクストリーム・うどん棒

327

1300114 山口 雄大

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｹﾋﾛ

神奈川 Pinazou Test Team

329

1200080 加藤 周作

ｶﾄｳ ｼｭｳｻｸ

神奈川 FAST LANE Racing

331

1001917 小林 孝⾂

ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶｵﾐ

和歌山 町じて和歌山MKD

333

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

335

0200369 熊本 大五郎

ｸﾏﾓﾄ ﾀﾞｲｺﾞﾛｳ

兵庫県 八ヶ岳 CYCLING CLUB

337

1001922 森 俊夫

ﾓﾘ ﾄｼｵ

奈良県 EURO-WORKS Racing

339

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

985

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
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第25回 JBCF 舞洲クリテリウム
【クラスタ：E1 決勝2組】 41名 スタート時間 13：20
No.
選手ID
選手名
ｶﾅ

2016.09.06
登録地

ﾁｰﾑ名

252

1201616 吉森 大晃

ﾖｼﾓﾘ ﾋﾛｱｷ

奈良県 GALANTE NARA

254

0500349 井上 人志

ｲﾉｳｴ ﾋﾄｼ

大阪府 クラブシルベスト

257

1000512 佐井 輝久

ｻｲ ﾃﾙﾋｻ

京都府 クラブシルベスト

259

0900099 加藤 浩生

ｶﾄｳ ﾋﾛｵ

大阪府 クラブシルベスト

261

1300543 宮前 昭宏

ﾐﾔﾏｴ ｱｷﾋﾛ

大阪府 クラブシルベスト

263

1301949 鴻池 凌

ｺｳﾉｲｹ ﾘｮｳ

京都府 クラブシルベスト

265

1201243 吉田 優一

ﾖｼﾀﾞ ﾕｳｲﾁ

奈良県 ZAS

267

1502369 ⾼村 昌克

ﾀｶﾑﾗ ﾏｻｶﾂ

静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

269

1300031 増田 弘誠

ﾏｽﾀﾞ ﾋﾛﾅｶﾞ

静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

271

1300056 比護 任

ﾋｺﾞ ｱﾀﾙ

大阪府 SAUCE DEVELOPMENT

275

1301731 中村 暁雄

ﾅｶﾑﾗ ｱｷｵ

鳥取県 チーム鳥取

279

1100258 ⻄脇 圭亮

ﾆｼﾜｷ ｹｲｽｹ

大阪府 BC.ANELLO

281

1001076 村尾 政彦

ﾑﾗｵ ﾏｻﾋｺ

大阪府 BC.ANELLO

283

1201408 山田 将大

ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ

東京都 FAST LANE Racing

285

1100858 日野 泰静

ﾋﾉ ﾀｲｾｲ

愛媛県 松山城南⾼等学校 ⾃転⾞競技部

288

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

292

1201366 宮地 孝⾏

ﾐﾔﾁ ﾀｶﾕｷ

大阪府 EURO-WORKS Racing

294

0800315 栗栖 嵩

ｸﾘｽ ﾀｶｼ

北海道 弱虫ペダル サイクリングチーム

296

0900512 山野内 徹

ﾔﾏﾉｳﾁ ﾄｵﾙ

神奈川 atelierFLEUVE Racing

298

0200002 猪又 靖

ｲﾉﾏﾀ ｷﾖｼ

北海道 クラブシルベスト

300

0500351 鎌谷 哲也

ｶﾏﾀﾆ ﾃﾂﾔ

大阪府 クラブシルベスト

302

1000051 武平 純一

ﾀｹﾋﾗ ｼﾞｭﾝｲﾁ

大阪府 Ｓａｋａｔａｎｉ Ｒａｃｉｎｇ

304

1100640 ⾼野 翔太

ﾀｶﾉ ｼｮｳﾀ

大阪府 シマノドリンキング

306

1502291 糸川 典往

ｲﾄｶﾞﾜ ﾉﾘﾕｷ

島根県 soleil de lest

308

1600639 城所 祐太

ｷﾄﾞｺﾛ ﾕｳﾀ

神奈川 竹芝サイクルレーシング

310

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

312

1200028 堀田 貴洋

ﾎｯﾀ ﾀｶﾋﾛ

岡山県 ﾁｰﾑ 岡山

314

0800830 中村 誠

ﾅｶﾑﾗ ﾏｺﾄ

岡山県 ﾁｰﾑ 岡山

316

1100108 山本 晃司

ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｼﾞ

岡山県 ﾁｰﾑ 岡山

318

1100431 二俣 雄哉

ﾌﾀﾏﾀ ﾕｳﾔ

愛知県 DESTRA

320

9701689 福田 透

ﾌｸﾀﾞ ﾄｵﾙ

滋賀県 ナカガワＡＳ・Ｋʼデザイン

322

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

324

1001574 池田 慎治

ｲｹﾀﾞ ｼﾝｼﾞ

大阪府 ネクストリーム・うどん棒

326

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

328

1200105 豊島 正司

ﾄﾖｼﾏ ﾏｻｼ

神奈川 FARs YOKOHAMA

330

1500252 辻 健人

ﾂｼﾞ ｹﾝﾄ

和歌山 町じて和歌山MKD

332

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

334

1300044 野間 貴裕

ﾉﾏ ﾀｶﾋﾛ

大阪府 モジュマ エリアゼロナナゴ

336

0001174 酒井 孝典

ｻｶｲ ｺｳｽｹ

大阪府 八ヶ岳 CYCLING CLUB

338

1300125 石井 晋也

ｲｼｲ ｼﾝﾔ

奈良県 EURO-WORKS Racing

340

1500253 石塚 将人

ｲｼｽﾞｶ ﾏｻﾄ

千葉県 湾岸サイクリング・ユナイテッド
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Racing

第25回 JBCF 舞洲クリテリウム
【クラスタ：E2 決勝1組】 60名 スタート時間 14：05
No.
選手ID
選手名
ｶﾅ

2016.09.06
登録地

ﾁｰﾑ名

341

1401954 須崎 尚樹

ｽｻｷ ﾅｵｷ

東京都 ACQUA TAMA

344

1300141 東 健司

ﾋｶﾞｼ ｹﾝｼﾞ

神奈川 MKⅢ

349

1301407 山崎 昌宣

ﾔﾏｻﾞｷ ｱｷﾉﾘ

大阪府 CWASP RAVITAILLEMENT

352

1402214 藤田 隼也

ﾌｼﾞﾀ ｼﾞｭﾝﾔ

大阪府 ZIPPY CYCLE CLUB

355

1400016 新谷 和洋

ｼﾝﾀﾆ ｶｽﾞﾋﾛ

静岡県 Squadra di LAVORANTE

357

1600352 服平 和樹

ﾌｸﾍﾞ ｶｽﾞｷ

大分県 SAUCE DEVELOPMENT

359

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

361

1300360 加藤 剛也

ｶﾄｳ ﾖｼﾔ

岐阜県 Ｔｅａｍ-ＤＡＤＤＹ

363

1500397 堀川 滉太

ﾎﾘｶﾜ ｺｳﾀ

岡山県 ﾁｰﾑ 岡山

366

1200454 布施 利実

ﾌｾ ﾄｼﾐ

埼玉県 TEAM SANREMO

369

1100638 山岡 健人

ﾔﾏｵｶ ｹﾝﾄ

愛媛県 TEAM LUPPI

373

1000007 林 岳

ﾊﾔｼ ﾀｶｼ

大阪府 Nasu Fan Club

376

0501388 奥田 瑛史

ｵｸﾀﾞ ｴｲｼﾞ

兵庫県 BC.ANELLO

379

1400291 渡部 譲二

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｮｳｼﾞ

広島県 voyAge cycling team

381

1400293 野村 彰浩

ﾉﾑﾗ ｱｷﾋﾛ

広島県 voyAge cycling team

383

0901303 ⻲岡 晋也

ｶﾒｵｶ ｼﾝﾔ

愛媛県 masahikomifune.com CyclingTeam

385

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

387

1301684 廣本 凌也

ﾋﾛﾓﾄ ﾘｮｳﾔ

愛媛県 松山聖陵⾼等学校

389

1500813 堀田 耕司

ﾎｯﾀ ｺｳｼﾞ

愛知県 RITCHEY BREZZA カミハギRT

392

0701469 ⻑瀬 広俊

ﾅｶﾞｾ ﾋﾛﾄｼ

京都府 岩井商会レーシング

394

1101264 太田 大揮

ｵｵﾀ ﾀﾞｲｷ

大阪府 GALANTE NARA

396

0800384 小川 洸

ｵｶﾞﾜ ﾋｶﾙ

京都府 クラブシルベスト

398

9701808 松井 正通

ﾏﾂｲ ﾏｻﾐﾁ

京都府 クラブシルベスト

400

1300377 小林 直樹

ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵｷ

愛知県 KOGMA Racing

402

1400079 島田 英樹

ｼﾏﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ

大阪府 Ｓａｋａｔａｎｉ Ｒａｃｉｎｇ

404

1000061 ⻄村 博

ﾆｼﾑﾗ ﾋﾛｼ

大阪府 Ｓａｋａｔａｎｉ Ｒａｃｉｎｇ

406

1200430 上田 泰正

ｳｴﾀﾞ ﾋﾛﾏｻ

大阪府 Ｓａｋａｔａｎｉ Ｒａｃｉｎｇ

408

1200241 紺谷 龍生

ｺﾝﾀﾆ ﾀﾂｵ

京都府 ZAS

410

1000159 木村 是

ｷﾑﾗ ﾀﾀﾞｼ

京都府 SalataBiancaKobe

412

1500502 塩野 裕一

ｼｵﾉ ﾕｳｲﾁ

大阪府 CWASP RAVITAILLEMENT

414

1500414 谷口 勝

ﾀﾆｸﾞﾁ ｼｮｳ

大阪府 CWASP RAVITAILLEMENT

416

9900005 中島 雅央

ﾅｶｼﾞﾏ ﾏｻｵ

大阪府 シマノドリンキング

418

1101294 佐藤 智也

ｻﾄｳ ﾄﾓﾔ

東京都 SAUCE DEVELOPMENT

420

0801314 ⾼橋 真吾

ﾀｶﾊｼ ｼﾝｺﾞ

東京都 SAUCE DEVELOPMENT

422

0500433 加藤 俊介

ｶﾄｳ ｼｭﾝｽｹ

香川県 Tyrell Kagawa Racing

424

0700204 大原 勇生

ｵｵﾊﾗ ﾕｳｷ

大阪府 チーム スクアドラ

426

0500817 柚木 政範

ﾕｳﾉｷ ﾏｻﾉﾘ

三重県

428

0000334 有澤 広昭

ｱﾘｻﾜ ﾋﾛｱｷ

兵庫県 ＴＥＡＭ ＰＯＬＰＯ

430

1501977 渡辺 拓也

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｸﾔ

愛知県 チーム・アストロ

432

1201903 杉村 敏章

ｽｷﾞﾑﾗ ﾄｼｱｷ

愛媛県 チーム大永山

434

1100398 橋本 勇起

ﾊｼﾓﾄ ﾕｳｷ

愛知県 Ｔｅａｍまるいちエヴァディオ

436

1100461 湯浦 裕貴

ﾕｳﾗ ﾔｽﾀｶ

愛知県 チームヤマシゲ

438

0900364 秋本 光隆

ｱｷﾓﾄ ﾐﾂﾀｶ

愛知県 TeamRuedaNAGOYA

440

1100458 久保田 寛隆

ｸﾎﾞﾀ ﾋﾛﾀｶ

愛知県 DESTRA

442

1300050 村田 修

ﾑﾗﾀ ｵｻﾑ

大阪府 ドゥールース

444

0300449 川崎 智貴

ｶﾜｻｷ ﾄﾓｷ

徳島県 徳島サイクルレーシング

446

1200918 薗田 将人

ｿﾉﾀﾞ ﾏｻﾄ

愛媛県 ナカガワＡＳ・Ｋʼデザイン

448

0801077 松田 智史

ﾏﾂﾀ ｻﾄｼ

大阪府 ナカガワＡＳ・Ｋʼデザイン
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Racing

チーム スポルテック

450

1000013 吉村 裕

ﾖｼﾑﾗ ﾕﾀｶ

大阪府 Nasu Fan Club

452

1500163 渡邊 雄太

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾀ

大阪府 ネクストリーム・うどん棒

454

1101827 中嶋 勇貴

ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳｷ

福井県 バルバレーシングクラブ

456

1500653 友池 諒

ﾄﾓｲｹ ﾘｮｳ

福岡県 VC Fukuoka

458

1500379 成田 恒輝

ﾅﾘﾀ ｺｳｷ

広島県 voyAge cycling team

460

1100346 明石 政⺒

ｱｶｼ ﾏｻﾐ

栃木県 Honda 栃木 JET

462

0000379 冨久 健太郎

ﾄﾐﾋｻ ｹﾝﾀﾛｳ

岡山県 masahikomifune.com CyclingTeam

464

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

466

1300478 三原 貴裕

ﾐﾊﾗ ﾀｶﾋﾛ

大阪府 MUUR zero Velofutur

468

1300170 山科 ⻯一郎

ﾔﾏｼﾅ ﾘｭｳｲﾁﾛｳ

兵庫県 モジュマ エリアゼロナナゴ

470

1200445 岡本 順

ｵｶﾓﾄ ｼﾞｭﾝ

山口県 フィールズ･オン･アース山口

657

1200316 竹内 宏

ﾀｹｳﾁ ﾋﾛｼ

兵庫県 soleil de lest

4/12

第25回 JBCF 舞洲クリテリウム
【クラスタ：E2 決勝2組】 59名 スタート時間 14：40
No.
選手ID
選手名
ｶﾅ

2016.09.06
登録地

ﾁｰﾑ名

343

1301820 泉 正明

ｲｽﾞﾐ ﾏｻｱｷ

宮崎県 エイル宮崎レーシング

346

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

350

1100015 伊藤 隆久

ｲﾄｳ ﾀｶﾋｻ

滋賀県 CIERVO NARA ELITE

354

0800172 土屋 尚友

ﾂﾁﾔ ﾋｻﾄﾓ

埼玉県 SQUADRA CORSE cicli HIDE

356

1301789 大森 修平

ｵｵﾓﾘ ｼｭｳﾍｲ

神奈川 ＳＥＫＩＹＡ

358

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

360

1100271 二川 和成

ﾆｶﾜ ｶｽﾞﾅﾘ

大阪府 チーム スクアドラ

362

0500076 伊勢 洋人

ｲｾ ﾋﾛﾄ

大阪府 チーム

365

1400295 大森 健一

ｵｵﾓﾘ ｹﾝｲﾁ

広島県 Team Kermis Cross

368

1100700 松本 秀一

ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾃﾞｶｽﾞ

愛媛県 TEAM LUPPI

371

1201705 中屋 貴義

ﾅｶﾔ ﾀｶﾖｼ

⾼知県 徳島サイクルレーシング

374

1402369 上原 嗣則

ｳｴﾊﾗ ﾂｸﾞﾉﾘ

東京都 なるしまフレンド

378

1100171 恒次 真

ﾂﾈﾂｸﾞ ﾏｺﾄ

岡山県 ＦＲＥＥＳＰＥＥＤ

380

1502296 若林 孝紀

ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾀｶﾉﾘ

広島県 voyAge cycling team

382

9701965 山田 哲志

ﾔﾏﾀﾞ ｻﾄｼ

大阪府 本町クラブ

384

1600601 ⾼山 恭彰

ﾀｶﾔﾏ ﾔｽｱｷ

三重県 MAX SPEED 97 GOKISO

386

1600189 犬塚 貴之

ｲﾇｽﾞｶ ﾀｶﾕｷ

愛媛県 松山城南⾼等学校 ⾃転⾞競技部

388

1300166 野呂 雅和

ﾉﾛ ﾏｻｶｽﾞ

兵庫県 モジュマ エリアゼロナナゴ

391

0100356 池本 揚亮

ｲｹﾓﾄ ﾖｳｽｹ

和歌山 岩井商会レーシング

393

1500885 塩澤 魁

ｼｵｻﾞﾜ ｶｲ

愛知県 インパルス

395

1200390 石井 智

ｲｼｲ ﾄﾓ

大阪府 クラブシルベスト

397

9702064 布施 啓富

ﾌｾ ﾋﾛﾄﾐ

兵庫県 クラブシルベスト

399

1100246 藤井 章裕

ﾌｼﾞｲ ｱｷﾋﾛ

大阪府 クラブシルベスト

401

1300581 柳田 博樹

ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ﾋﾛｷ

兵庫県 Cycle Racing Team ALLEZ

403

0000310 服部 健一

ﾊｯﾄﾘ ｹﾝｲﾁ

大阪府 Ｓａｋａｔａｎｉ Ｒａｃｉｎｇ

405

0800399 山本 裕明

ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛｱｷ

大阪府 Ｓａｋａｔａｎｉ Ｒａｃｉｎｇ

407

1100081 ⾼塚 武彦

ﾀｶﾂｶ ﾀｹﾋｺ

大阪府 ZAS

Racing

409

1100282 前田 真吾

ﾏｴﾀﾞ ｼﾝｺﾞ

大阪府 ZAS

Racing

411

1000130 守屋 慶一

ﾓﾘﾔ ｹｲｲﾁ

京都府 SalataBiancaKobe

413

1400073 水田 昌宏

ﾐｽﾞﾀ ﾏｻﾋﾛ

大阪府 CWASP RAVITAILLEMENT

415

1200585 田川 寛明

ﾀｶﾞﾜ ﾋﾛｱｷ

大阪府 CWASP RAVITAILLEMENT

417

1601918 中村 永

ﾅｶﾑﾗ ﾊﾙｶ

静岡県 Squadra di LAVORANTE

419

1500884 小嶋 宏紀

ｺｼﾞﾏ ﾋﾛｷ

愛知県 SAUCE DEVELOPMENT

421

1200322 中馬 聡司

ﾁｭｳﾏ ｻﾄｼ

兵庫県 soleil de lest

423

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

425

0700612 中野 政彦

ﾅｶﾉ ﾏｻﾋｺ

大阪府 Team Speed

427

0800487 山下 秀剛

ﾔﾏｼﾀ ﾋﾃﾞﾀｶ

三重県

429

0101035 三田 雅之

ﾐﾀ ﾏｻﾕｷ

大阪府 TEAM☆ルパン・ttm

431

1400294 本田 弘典

ﾎﾝﾀﾞ ﾋﾛﾉﾘ

広島県 Team Kermis Cross

433

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

435

0800254 石津 佳也

ｲｼﾂﾞ ﾖｼﾅﾘ

奈良県 Team まんま

437

1500938 久留 正明

ﾋｻﾄﾞﾒ ﾏｻｱｷ

愛知県 TeamRuedaNAGOYA

439

1200314 小南 友和

ｺﾐﾅﾐ ﾄﾓｶｽﾞ

愛知県 DESTRA

441

1400655 石河 良介

ｲｼｶﾜ ﾘｮｳｽｹ

愛知県 天狗党

443

9702438 宮本 泰典

ﾐﾔﾓﾄ ﾔｽﾉﾘ

徳島県 徳島サイクルレーシング

445

0100197 辻本 勝彦

ﾂｼﾞﾓﾄ ｶﾂﾋｺ

石川県 トンデモクラブ ＣＳＫＡＧＡ

447

0210383 下村 英男

ｼﾓﾑﾗ ﾋﾃﾞｵ

大阪府 ナカガワＡＳ・Ｋʼデザイン

449

1100130 岸本 勝寛

ｷｼﾓﾄ ｶﾂﾋﾛ

大阪府 Nasu Fan Club
5/12

ＷＥＡＥＫＥＮＤ

チーム スポルテック

451

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

453

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

455

0200476 岡林 秀樹

ｵｶﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞｷ

⻑野県 B-SOUL

457

9801650 伊藤 成紀

ｲﾄｳ ｾｲｷ

459

1500415 島⽴ 孫⾏

ｼﾏﾀﾞﾃ ﾏｺﾞﾕｷ

栃木県 Honda 栃木 JET

461

0901458 尾形 尚紀

ｵｶﾞﾀ ﾅｵｷ

北海道 Honda 栃木 JET

463

1300638 ⾼谷 薫

ﾀｶﾀﾆ ｶｵﾙ

兵庫県 町じて和歌山MKD

465

0501477 小山 幸次

ｺﾔﾏ ｺｳｼﾞ

大阪府 MUUR zero Velofutur

467

1001941 藤井 倫洋

ﾌｼﾞｲ ﾄﾓﾋﾛ

京都府 モジュマ エリアゼロナナゴ

469

1501559 ⾼橋 幸也

ﾀｶﾊｼ ﾕｷﾔ

神奈川 Racing CUBE

656

0300621 清水 礼士

ｼﾐｽﾞ ﾚｲｼﾞ

静岡県 TEAM ZERO

JPCA ベロチスタ・パールイズミ
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第25回 JBCF 舞洲クリテリウム
【クラスタ：E3 決勝1組】56名 スタート時間 15：15
No.
選手ID
選手名
ｶﾅ

2016.09.06
登録地

ﾁｰﾑ名

471

1600137 宮本 健太郎

ﾐﾔﾓﾄ ｹﾝﾀﾛｳ

福岡県 VICTOIREしまなみ

474

1400374 谷 順成

ﾀﾆ ｼﾞｭﾝｾｲ

岐阜県 関⻄大学Cycle Racing Team

480

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

483

1600694 遠田 武史

ﾄｳﾀﾞ ﾀｹｼ

石川県 ケッヘルブイシースプートニク

486

9701947 堀口 忠男

ﾎﾘｸﾞﾁ ﾀﾀﾞｵ

大阪府 Ｓａｋａｔａｎｉ Ｒａｃｉｎｇ

489

1400352 村山 司

ﾑﾗﾔﾏ ﾂｶｻ

奈良県 ZAS

493

1200035 三上 勇輝

ﾐｶﾐ ﾕｳｷ

大阪府 SAUCE DEVELOPMENT

497

1400544 抽冬 充央

ﾇｸﾄｳ ｱﾂｵ

大阪府 チーム スクアドラ

500

0701435 谷岡 駿

ﾀﾆｵｶ ｼｭﾝ

大阪府 チーム スクアドラ

503

1600071 柳楽 諭

ﾅｷﾞﾗ ｻﾄｼ

広島県 Team Kermis Cross

508

1500030 田中 契

ﾀﾅｶ ﾋｻｼ

大阪府 Team まんま

511

1402110 近藤

ｺﾝﾄﾞｳ ﾅｵﾔ

愛知県 DENSO RACING

514

1300289 印具 毅雄

ｲﾝｸﾞ ﾀｹｵ

東京都 なるしまフレンド

517

1502768 藤原 周司

ﾌｼﾞﾜﾗ ｼｭｳｼﾞ

大阪府 ネクストリーム・うどん棒

520

1502758 増田 朋寧

ﾏｽﾀﾞ ﾄﾓﾔｽ

東京都 パラティアムTOKYO

523

1502540 和田 寛司

ﾜﾀﾞ ﾋﾛｼ

広島県 voyAge cycling team

526

1301690 藤野 ⻯弥

ﾌｼﾞﾉ ﾀﾂﾔ

愛媛県 松山聖陵⾼等学校

530

0500772 十一 達哉

ﾄｲﾁ ﾀﾂﾔ

京都府 モジュマ エリアゼロナナゴ

533

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

536

1402069 窪田 墾

ｸﾎﾞﾀ ﾂﾄﾑ

愛知県 Ｙʼｓ Ｒｏａｄ

539

1001225 須々田 匠

ｽｽﾀ ﾀｸﾐ

京都府 岩井商会レーシング

542

1601254 佐藤 晴

ｻﾄｳ ﾊﾙ

岐阜県 可児⾼校

545

1600512 ⾼石 光博

ﾀｶｲｼ ﾐﾂﾋﾛ

大阪府 クラブシルベスト

548

1500895 藤原 禎之

ﾌｼﾞﾜﾗ ﾖｼﾕｷ

兵庫県 Coraggio Kawanishi Cycling Team Jun

551

1300070 北山 純

ｷﾀﾔﾏ ｼﾞｭﾝ

大阪府 Ｓａｋａｔａｎｉ Ｒａｃｉｎｇ

554

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

557

1502667 藤原 慶之

ﾌｼﾞﾜﾗ ﾖｼﾕｷ

京都府 SAUCE DEVELOPMENT

560

1600433 田中 滉介

ﾀﾅｶ ｺｳｽｹ

広島県 SAUCE DEVELOPMENT

563

1300173 今村 和哉

ｲﾏﾑﾗ ｶｽﾞﾔ

兵庫県 soleil de lest

566

0700203 大島 正義

ｵｵｼﾏ ﾏｻﾖｼ

大阪府 チーム スクアドラ

569

1400388 横山 裕一

ﾖｺﾔﾏ ﾕｳｲﾁ

大阪府 チーム・アヴェル

572

1502590 北宅 柊⿇

ｷﾀﾔ ﾄｳﾏ

大阪府 チーム・アヴェル

575

0200341 松本 秀浩

ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾃﾞﾋﾛ

大阪府 チーム

578

1001823 上手 勇輝

ｶﾐﾃ ﾕｳｷ

広島県 Team Kermis Cross

581

1000248 佐崎 拓郎

ｻｻﾞｷ ﾀｸﾛｳ

愛媛県 チーム大永山

584

1301914 島本 誠

ｼﾏﾓﾄ ﾏｺﾄ

和歌山 TEAM NEXT STAGE

587

1300140 北村 友

ｷﾀﾑﾗ ﾄﾓ

奈良県 Team まんま

590

1600688 小林 康博

ｺﾊﾞﾔｼ ﾔｽﾋﾛ

石川県 TEAM MODENA

593

1600102 山田 悦生

ﾔﾏﾀﾞ ｴｯｾｲ

兵庫県 Team YMD

596

1500879 門 直道

ｶﾄﾞ ﾅｵﾐﾁ

三重県 TSU RACING

599

1600019 久保田 航太

ｸﾎﾞﾀ ｺｳﾀ

大阪府 TRAILBLAZER

602

1600021 福本 宗太

ﾌｸﾓﾄ ｿｳﾀ

大阪府 TRAILBLAZER

605

1500326 北⻄ 和之

ｷﾀﾆｼ ｶｽﾞﾕｷ

石川県 トンデモクラブ ＣＳＫＡＧＡ

608

1200387 ⽼ 昭浩

ｵｲ ｱｷﾋﾛ

大阪府 ナカガワＡＳ・Ｋʼデザイン

611

0200998 小賀野 晃

ｵｶﾞﾉ ｱｷﾗ

滋賀県 ナカガワＡＳ・Ｋʼデザイン

614

0800213 判藤 広一郎

ﾊﾝﾄﾞｳ ｺｳｲﾁﾛｳ

京都府 なるしまフレンド

617

1502532 ⻄尾 洋介

ﾆｼｵ ﾖｳｽｹ

富山県 バルバレーシングクラブ

620

1502196 中森 大樹

ﾅｶﾓﾘ ﾀｲｷ

福岡県 VC Fukuoka

尚弥
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Racing

ＷＥＡＥＫＥＮＤ

623

1600025 新崎 博雄

ｼﾝｻﾞｷ ﾋﾛｵ

大阪府 masahikomifune.com CyclingTeam

626

1402246 ⾼柴 元

ﾀｶｼﾊﾞ ｹﾞﾝ

大阪府 Maidservant Subject

629

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

632

1600517 清水 寧久

ｼﾐｽﾞ ﾔｽﾋｻ

奈良県 EURO-WORKS Racing

635

1600697 細井 大誠

ﾎｿｲ ﾋﾛｱｷ

愛知県 RITCHEY BREZZA カミハギRT

638

1400566 ⼾田 和将

ﾄﾀﾞ ﾔｽﾏｻ

大阪府 Ｙʼｓ Ｒｏａｄ

641

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

660

1500014 新井 雄太

ﾆｲ ﾕｳﾀ

大阪府 ネクストリーム・うどん棒
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第25回 JBCF 舞洲クリテリウム
【クラスタ：E3 決勝2組】55名 スタート時間 15：45
No.
選手ID
選手名
ｶﾅ

2016.09.06
登録地

ﾁｰﾑ名

472

1402159 山口 敦大

ﾔﾏｸﾞﾁ ｱﾂﾋﾛ

京都府 velo club VENTO

475

1502738 福田 伸考

ﾌｸﾀﾞ ﾉﾌﾞﾀｶ

三重県 KINAN AACA

481

1600695 喜多 義昭

ｷﾀ ﾖｼｱｷ

石川県 ケッヘルブイシースプートニク

484

1400362 加塩 弘一

ｶｼｵ ｺｳｲﾁ

岐阜県 KOGMA Racing

487

1600009 大橋 寿安

ｵｵﾊｼ ﾄｼﾔｽ

大阪府 Ｓａｋａｔａｎｉ Ｒａｃｉｎｇ

490

1300266 本田 博

ﾎﾝﾀﾞ ﾋﾛｼ

大阪府 CWASP RAVITAILLEMENT

494

1301367 小川 泰弘

ｵｶﾞﾜ ﾔｽﾋﾛ

香川県 Tyrell Kagawa Racing

498

1600502 宮本 訓寛

ﾐﾔﾓﾄ ｸﾆﾋﾛ

大阪府 チーム スクアドラ

501

1500224 後藤 圭史

ｺﾞﾄｳ ｹｲｼﾞ

東京都 TEAM SPORTS KID

505

1600439 前田 尚男

ﾏｴﾀﾞ ﾀｶｵ

山梨県 チーム・コバリン

509

1500273 小牧 宏成

ｺﾏｷ ﾋﾛﾅﾘ

石川県 TEAM MODENA

512

1600015 石井 和明

ｲｼｲ ｶｽﾞｱｷ

大阪府 Nasu Fan Club

515

1600006 石橋 征司

ｲｼﾊﾞｼ ｾｲｼﾞ

大阪府 ネクストリーム・うどん棒

518

1501960 村井 寛

ﾑﾗｲ ﾋﾛｼ

大阪府 パナソニックレーシング

521

1500505 築山 元樹

ﾂｷﾔﾏ ｹﾞﾝｷ

岡山県 ＦＲＥＥＳＰＥＥＤ

524

1200156 天春 雄也

ｱﾏｶﾞｽ ﾕｳﾔ

三重県 MAX SPEED 97 GOKISO

527

1500173 中川 泰我

ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｲｶﾞ

愛媛県 松山聖陵⾼等学校

531

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

534

1600095 前村 悟

ﾏｴﾑﾗ ｻﾄﾙ

兵庫県 Life Ride

537

1600166 松本 哲也

ﾏﾂﾓﾄ ﾃﾂﾔ

和歌山 AVANT GARDE

540

1502748 小川 翔平

ｵｶﾞﾜ ｼｮｳﾍｲ

大阪府 velo club VENTO

543

1601253 纐纈 壮太郎

ｺｳｹﾂ ｿｳﾀﾛｳ

岐阜県 可児⾼校

546

1300061 向井 聖二

ﾑｶｲ ｾｲｼﾞ

大阪府 クラブシルベスト

549

1500578 田村 健人

ﾀﾑﾗ ｹﾝﾄ

大阪府 Coraggio Kawanishi Cycling Team Jun

552

1500020 白川 隆太

ｼﾗｶﾜ ﾘｭｳﾀ

大阪府 Ｓａｋａｔａｎｉ Ｒａｃｉｎｇ

555

1502126 杭田 翔太

ｸｴﾀﾞ ｼｮｳﾀ

岡山県 SAUCE DEVELOPMENT

558

1300538 倉田 亮

ｸﾗﾀ ﾘｮｳ

兵庫県 SAUCE DEVELOPMENT

561

1500928 淡井 裕太

ｱﾜｲ ﾕｳﾀ

兵庫県 SAUCE DEVELOPMENT

564

1500026 山本 淳史

ﾔﾏﾓﾄ ｱﾂｼ

大阪府 チーム スクアドラ

567

1600501 小林 拓真

ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾏ

大阪府 チーム スクアドラ

570

1400078 三ツ國 拓也

ﾐﾂｸﾆ ﾀｸﾔ

大阪府 チーム・アヴェル

573

1300385 古川 哲也

ﾌﾙｶﾜ ﾃﾂﾔ

大阪府 チーム

ＷＥＡＥＫＥＮＤ

576

1001518 澤成 博

ｻﾜﾅﾘ ﾋﾛｼ

沖縄県 チームおきなわJET

579

1600157 畑上 壽太

ﾊﾀｶﾞﾐ ﾋｻﾀ

和歌山 TEAM SANREMO

582

1601211 片山 大樹

ｶﾀﾔﾏ ﾀﾞｲｷ

愛媛県 チーム大永山

585

1500257 竹下 直彦

ﾀｹｼﾀ ﾅｵﾋｺ

和歌山 TEAM NEXT STAGE

588

1000044 佐々木 秀次

ｻｻｷ ﾋﾃﾞｼﾞ

大阪府 Team まんま

591

1401908 新松 弘祥

ｼﾝﾏﾂ ﾋﾛﾖｼ

愛知県 TeamRuedaNAGOYA

594

1600094 近藤 匠

ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｸﾐ

兵庫県 Team YMD

597

1300448 三島 孝博

ﾐｼﾏ ﾀｶﾋﾛ

愛知県 DESTRA

600

1600036 井清 大樹

ｲｾｲ ﾀﾞｲｷ

大阪府 TRAILBLAZER

603

1600857 近藤 大稀

ｺﾝﾄﾞｳ ﾀﾞｲｷ

愛知県 TRAILBLAZER

606

9702061 平井 信昭

ﾋﾗｲ ﾉﾌﾞｱｷ

神奈川 ナカガワＡＳ・Ｋʼデザイン

609

1601992 前原 直幸

ﾏｴﾊﾗ ﾅｵﾕｷ

大阪府 ナカガワＡＳ・Ｋʼデザイン

612

9701949 堀口 秀義

ﾎﾘｸﾞﾁ ﾋﾃﾞﾖｼ

大阪府 ナカガワＡＳ・Ｋʼデザイン

615

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

618

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

621

1600132 藤田 雅彦

ﾌｼﾞﾀ ﾏｻﾋｺ

福岡県 VC Fukuoka
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624

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

627

1602429 川嶋 祐紀

ｶﾜｼﾏ ﾕｳｷ

和歌山 MONTAGNE

630

1301482 榊原 清彰

ｻｶｷﾊﾞﾗ ｷﾖｱｷ

愛知県 ユーロード レーシング

633

1300091 浦久保 朋哉

ｳﾗｸﾎﾞ ﾄﾓﾔ

和歌山 LALPE KF RACING

636

1500687 宮本 悠平

ﾐﾔﾓﾄ ﾕｳﾍｲ

静岡県 Ring×2 Cycling Team

639

1602272 河合 亮

ｶﾜｲ ﾘｮｳ

愛知県 Ｙʼｓ Ｒｏａｄ

658

1600085 石井 久雄

ｲｼｲ ﾋｻｵ

兵庫県 soleil de lest
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No.
選手ID
選手名
ｶﾅ

2016.09.06
登録地

ﾁｰﾑ名

473

1602423 堤 龍也

ﾂﾂﾐ ﾘｭｳﾔ

神奈川 VENTOS FRECCIA

479

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

482

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

485

1301468 山本 修司

ﾔﾏﾓﾄ ｼｭｳｼﾞ

大阪府 Ｓａｋａｔａｎｉ Ｒａｃｉｎｇ

488

1300132 河内 博⾏

ｶﾜﾁ ﾋﾛﾕｷ

大阪府 ZAS

491

1400043 ⼾梶 創

ﾄｶｼﾞ ﾊｼﾞﾒ

大阪府 CWASP RAVITAILLEMENT

496

0601701 増山 覚

ﾏｽﾔﾏ ｻﾄﾙ

京都府 TEAM AMUSE

499

1300060 山本 直史

ﾔﾏﾓﾄ ﾅｵﾌﾐ

大阪府 チーム スクアドラ

502

1600287 宍⼾ 宗太

ｼｼﾄﾞ ｿｳﾀ

東京都 TEAM SPORTS KID

506

1501424 菅谷 照生

ｽｶﾞﾔ ﾃﾙｷ

山梨県 チーム・コバリン

510

1500259 石野 佑介

ｲｼﾉ ﾕｳｽｹ

石川県 TEAM MODENA

513

1500772 平井 尚弘

ﾋﾗｲ ﾅｵﾋﾛ

大阪府 Nasu Fan Club

516

1600007 橋本 陽介

ﾊｼﾓﾄ ﾖｳｽｹ

大阪府 ネクストリーム・うどん棒

519

1600994 大谷 航也

ｵｵﾀﾆ ｺｳﾔ

神奈川 HAMMER!!BROS

522

1600065 佐久間 大輔

ｻｸﾏ ﾀﾞｲｽｹ

広島県 voyAge cycling team

525

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

528

1502767 大平 ⻯太郎

ｵｵﾋﾗ ﾘｭｳﾀﾛｳ

愛媛県 松山聖陵⾼等学校

532

1400248 伊東 神良

ｲﾄｳ ｼﾝﾘｮｳ

兵庫県 モジュマ エリアゼロナナゴ

535

1600099 松井 克多

ﾏﾂｲ ﾖｼｶｽﾞ

兵庫県 Life Ride

538

1000965 大菅 順弥

ｵｵｽｶﾞ ｼﾞｭﾝﾔ

滋賀県 岩井商会レーシング

541

1502740 ⾼田 幸朗

ﾀｶﾀﾞ ﾕｷｵ

京都府 velo club VENTO

544

1402392 山本 哲

ﾔﾏﾓﾄ ﾃﾂ

京都府 CLOUD 9ers

547

JB16060 ⾼野 洋平

ｺｳﾉ ﾖｳﾍｲ

大阪府 クラブシルベスト

550

1600829 下島 海人

ｼﾓｼﾞﾏ ｶｲﾄ

兵庫県 Coraggio Kawanishi Cycling Team Jun

553

1600002 ⻘柳 勇輔

ｱｵﾔｷﾞ ﾕｳｽｹ

大阪府 ZIPPY CYCLE CLUB

556

1401746 白石 正人

ｼﾗｲｼ ﾏｻﾄ

神奈川 SAUCE DEVELOPMENT

559

1502199 秦 幸宏

ﾊﾀ ﾕｷﾋﾛ

大阪府 SAUCE DEVELOPMENT

562

1500077 中野 達

ﾅｶﾉ ﾄｵﾙ

兵庫県 soleil de lest

565

1500025 佐藤 友⾶

ｻﾄｳ ﾕｳﾄ

大阪府 チーム スクアドラ

568

0900187 ⻄森 ⽂哉

ﾆｼﾓﾘ ﾌﾐﾔ

大阪府 チーム スクアドラ

571

9702023 塩貝 哲夫

ｼｵｶﾞｲ ﾃﾂｵ

兵庫県 チーム・アヴェル

574

0501369 和田 敬平

ﾜﾀﾞ ﾋﾛﾑ

大阪府 チーム

Racing

ＷＥＡＥＫＥＮＤ

577

1400751 ⻑田 直之

ﾅｶﾞﾀ ﾅｵﾕｷ

沖縄県 チームおきなわJET

580

1601456 福田 克成

ﾌｸﾀﾞ ｶﾂﾅﾘ

神奈川 チームセリシベール

583

1201696 ⾼橋 勇登

ﾀｶﾊｼ ｲｻﾄ

愛媛県 チーム大永山

586

1000137 堀田 学

ﾎｯﾀ ﾏﾅﾌﾞ

京都府 Team まんま

589

1500245 ⾦⼦ 和裕

ｶﾈｺ ｶｽﾞﾋﾛ

石川県 TEAM MODENA

592

1600088 太田 直希

ｵｵﾀ ﾅｵｷ

兵庫県 Team YMD

595

1602057 河野 仁

ｺｳﾉ ﾋﾄｼ

⻑野県 チャクボタレーシング

598

1300795 山本 智哉

ﾔﾏﾓﾄ ﾄﾓﾔ

愛知県 DENSO RACING

601

1601308 芝田 直樹

ｼﾊﾞﾀ ﾅｵｷ

大阪府 TRAILBLAZER

604

1000167 小杉 亮太

ｺｽｷﾞ ﾘｮｳﾀ

石川県 トンデモクラブ ＣＳＫＡＧＡ

607

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

610

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

613

1500083 三木 昌三

ﾐｷ ｼｮｳｿﾞｳ

大阪府 Nasu Fan Club

616

1601945 福島 寛史

ﾌｸｼﾏ ﾋﾛｼ

岡山県 パラティアムTOKYO

619

0501058 下林 伸⾏

ｼﾓﾊﾞﾔｼ ﾉﾌﾞﾕｷ

兵庫県 BC.ANELLO

622

1602190 竹内 成

ﾀｹｳﾁ ﾅﾙ

香川県 ボンシャンス
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625

0900717 ⾼井 啓吾

ﾀｶｲ ｹｲｺﾞ

静岡県 ミソノイレーシングチーム

628

1502478 神野 悠作

ｼﾞﾝﾉ ﾕｳｻｸ

大阪府 八ヶ岳 CYCLING CLUB

631

1500400 石川 主都

ｲｼｶﾜ ｵﾓﾄ

愛知県 ユーロード レーシング

634

1600153 山名 拳太郎

ﾔﾏﾅ ｹﾝﾀﾛｳ

和歌山 LALPE KF RACING

637

1500805 間所 智幸

ﾏﾄﾞｺﾛ ﾄﾓﾕｷ

滋賀県 Ring×2 Cycling Team

640

1400034 白川 幸希

ｼﾗｶﾜ ｺｳｷ

岡山県 鷲⽻レーシング

659

1400046 上 敏浩

ｶﾐ ﾄｼﾋﾛ

大阪府 ネクストリーム・うどん棒
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