第1回 JBCF 幕張新都心クリテリウム
【クラスタ：E1
No.

選手ID

レースレーティング：B】
選手名

50名
ｶﾅ

2016.10.25
地域

ﾁｰﾑ名

301

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

302

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

303

1401954 須崎 尚樹

ｽｻｷ ﾅｵｷ

東京都 ACQUA TAMA

304

0900512 山野内 徹

ﾔﾏﾉｳﾁ ﾄｵﾙ

神奈川 atelierFLEUVE Racing

305

1000909 阿部 耕一

ｱﾍﾞ ｺｳｲﾁ

栃木県 OYAMA STARPLEX

306

1200344 海老沼 武志

ｴﾋﾞﾇﾏ ﾀｹｼ

栃木県 OYAMA STARPLEX

307

0500349 井上 人志

ｲﾉｳｴ ﾋﾄｼ

大阪府 クラブシルベスト

308

9700734 井上 登士哉

ｲﾉｳｴ ﾄｼﾔ

愛媛県 クラブシルベスト

309

0800118 岸本 侑大

ｷｼﾓﾄ ﾕｷﾋﾛ

茨城県 GROWING Racing Team

310

9900113 高橋 利明

ﾀｶﾊｼ ﾄｼｱｷ

茨城県 GROWING Racing Team

311

1402358 吉田 勝雅

ﾖｼﾀﾞ ｶﾂﾏｻ

埼玉県 サイタマサイクルプロジェクト

312

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

313

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

314

1402160 富元 久雄

ﾄﾐﾓﾄ ﾋｻｵ

埼玉県 サイタマサイクルプロジェクト

315

1402356 和田 清秀

ﾜﾀﾞ ｷﾖﾋﾃﾞ

埼玉県 彩北ツブラーゼ

316

0800315 栗栖 嵩

ｸﾘｽ ﾀｶｼ

北海道 GSエバーウィン

317

1001777 伊藤 晋一

ｲﾄｳ ｼﾝｲﾁ

神奈川 G.S.POSITIVO

318

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

319

1300023 江口 宗光

ｴｸﾞﾁ ﾑﾈﾐﾂ

静岡県 Squadra di LAVORANTE

320

1300015 藤田 康祐

ﾌｼﾞﾀ ｺｳｽｹ

静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

321

1600068 中川 直樹

ﾅｶｶﾞﾜ ﾅｵｷ

静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

322

1502369 高村 昌克

ﾀｶﾑﾗ ﾏｻｶﾂ

静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

323

1300031 増田 弘誠

ﾏｽﾀﾞ ﾋﾛﾅｶﾞ

静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

324

1301936 野中 秀樹

ﾉﾅｶ ﾋﾃﾞｷ

東京都 セオレーシング

325

1600606 長谷川 彰浩

ﾊｾｶﾞﾜ ｱｷﾋﾛ

広島県 Team UKYO Reve

326

0400400 佐々木 優也

ｻｻｷ ﾕｳﾔ

広島県 Team UKYO Reve

327

1400631 中井 雄策

ﾅｶｲ ﾕｳｻｸ

群馬県 TRC PANAMAREDS

328

0000251 佐々木 健

ｻｻｷ ﾀｹｼ

愛知県 天狗党

329

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

330

1301464 中村 潤

ﾅｶﾑﾗ ｼﾞｭﾝ

東京都 docomo RT

331

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

332

1201501 内山 雅貴

ｳﾁﾔﾏ ﾏｻﾀｶ

静岡県 Pinazou Test Team

333

1000071 古屋 穂高

ﾌﾙﾔ ﾎﾀﾞｶ

神奈川 FAST LANE Racing

334

1000397 清水 洋一

ｼﾐｽﾞ ﾖｳｲﾁ

東京都 FAST LANE Racing

335

1400265 野宮 一朗

ﾉﾐﾔ ｲﾁﾛｳ

栃木県 ブラウ・ブリッツェン

336

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

337

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

338

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

339

1201366 宮地 孝行

ﾐﾔﾁ ﾀｶﾕｷ

大阪府 EURO-WORKS Racing

340

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

341

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

342

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

343

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

344

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

345

9800713 内山 靖樹

ｳﾁﾔﾏ ﾔｽｷ

神奈川 弱虫ペダル サイクリングチーム

346

0300866 渡邉 正光

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾐﾂ

福島県 LinkTOHOKU

347

1400132 半澤 雄高

ﾊﾝｻﾞﾜ ﾕﾀｶ

東京都 LinkTOHOKU

348

1201799 関根 啓総

ｾｷﾈ ﾋﾛﾐﾁ

埼玉県 Ｙ’ｓ Ｒｏａｄ

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

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
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第1回 JBCF 幕張新都心クリテリウム
【クラスタ：E2
No.

選手ID

レースレーティング：C】
選手名

50名
ｶﾅ

2016.10.25
地域

ﾁｰﾑ名

401

1301453 渡邉 真郎

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｵ

長崎県 アーティファクトレーシングチーム

402

1502777 生田目 修

ﾅﾏﾀﾒ ｵｻﾑ

栃木県 イナーメ信濃山形-EFT

403

1500107 田中 正浩

ﾀﾅｶ ﾏｻﾋﾛ

埼玉県 イナーメ信濃山形-EFT

404

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

405

1300141 東 健司

ﾋｶﾞｼ ｹﾝｼﾞ

神奈川 MKⅢ

406

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

407

0800652 辻 邦浩

ﾂｼﾞ ｸﾆﾋﾛ

京都府 クラブシルベスト

408

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

409

0901488 上澤 剛

ｳｴｻﾜ ﾀｹｼ

福島県 郡山サイクルフレンズ

410

1400191 植田 春樹

ｳｴﾀﾞ ﾊﾙｷ

埼玉県 コムリン

411

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

412

1402357 吉田 勝彦

ﾖｼﾀﾞ ｶﾂﾋｺ

埼玉県 彩北ツブラーゼ

413

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

414

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

415

0800172 土屋 尚友

ﾂﾁﾔ ﾋｻﾄﾓ

埼玉県 SQUADRA CORSE cicli HIDE

416

1400016 新谷 和洋

ｼﾝﾀﾆ ｶｽﾞﾋﾛ

静岡県 Squadra di LAVORANTE

417

1601918 中村 永

ﾅｶﾑﾗ ﾊﾙｶ

静岡県 Squadra di LAVORANTE

418

1300085 榊原 俊介

ｻｶｷﾊﾞﾗ ｼｭﾝｽｹ

静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

419

1301090 真保 雅俊

ｼﾝﾎﾟ ﾏｻﾄｼ

神奈川 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ

420

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

421

1101927 小倉 秀彦

ｵｸﾞﾗ ﾋﾃﾞﾋｺ

東京都 セオレーシング

422

1101294 佐藤 智也

ｻﾄｳ ﾄﾓﾔ

東京都 SAUCE DEVELOPMENT

423

9700672 濱野 貞義

ﾊﾏﾉ ｻﾀﾞﾖｼ

埼玉県 大福屋

424

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

425

1301908 山口 和来

ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｽﾞｷ

東京都 Team UKYO Reve

426

1100271 二川 和成

ﾆｶﾜ ｶｽﾞﾅﾘ

大阪府 チーム スクアドラ

427

1300264 中川 祐輝

ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳｷ

東京都 TEAM SPORTS KID

428

1400295 大森 健一

ｵｵﾓﾘ ｹﾝｲﾁ

広島県 Team Kermis Cross

429

1200454 布施 利実

ﾌｾ ﾄｼﾐ

埼玉県 TEAM SANREMO

430

1100461 湯浦 裕貴

ﾕｳﾗ ﾔｽﾀｶ

愛知県 チームヤマシゲ

431

1300906 鳴海 颯

ﾅﾙﾐ ｿｳ

東京都 Team Eurasia - IRC TIRE

432

1300368 関口 秀正

ｾｷｸﾞﾁ ﾋﾃﾞﾀﾀﾞ

栃木県 チバポンズ

433

0501052 若生 正剛

ﾜｺｳ ｾｲｺﾞｳ

東京都 なるしまフレンド

434

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

435

0200476 岡林 秀樹

ｵｶﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞｷ

長野県 B-SOUL

436

1000400 小林 秀雄

ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞｵ

東京都 FAST LANE Racing

437

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

438

9800367 吉川 勝

ﾖｼｶﾜ ﾏｻﾙ

茨城県 フィッツ

439

1300009 小池 悠介

ｺｲｹ ﾕｳｽｹ

静岡県 ブラウ・ブリッツェン

440

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

441

1100349 福島 康洋

ﾌｸｼﾏ ﾔｽﾋﾛ

栃木県 ブラウ・ブリッツェン

442

1500415 島立 孫行

ｼﾏﾀﾞﾃ ﾏｺﾞﾕｷ

栃木県 Honda 栃木 JET

443

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

444

1001634 小林 正人

ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾄ

茨城県 Unity

445

1501559 高橋 幸也

ﾀｶﾊｼ ﾕｷﾔ

神奈川 Racing CUBE

446

1100040 小山 洋平

ｺﾔﾏ ﾖｳﾍｲ

神奈川 Racing CUBE

447

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

448

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

449

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

450

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
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第1回 JBCF 幕張新都心クリテリウム
【クラスタ：E3
No.

選手ID

レースレーティング：D】
選手名

50名
ｶﾅ

2016.10.25
地域

ﾁｰﾑ名

501

1500241 手柴 憲人

ﾃｼﾊﾞ ｹﾝﾄ

神奈川 アーティファクトレーシングチーム

502

1502696 三平 隆文

ﾐﾋﾗ ﾀｶﾌﾐ

神奈川 アーティファクトレーシングチーム

503

1600308 大内 淳司

ｵｵｳﾁ ｱﾂｼ

茨城県 ＷＥ ＬＯＶＥ Ｏ２

504

1402159 山口 敦大

ﾔﾏｸﾞﾁ ｱﾂﾋﾛ

京都府 velo club VENTO

505

1600571 齋藤 雅

ｻｲﾄｳ ﾏｻｼ

宮城県 エルドラード・エスペランサ

506

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

507

1600467 岡田 優

ｵｶﾀﾞ ﾏｻﾙ

千葉県 オッティモ

508

1600469 泉山 淳

ｲｽﾞﾐﾔﾏ ｱﾂｼ

千葉県 オッティモ

509

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

510

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

511

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

512

1601213 高橋 慧至

ﾀｶﾊｼ ｻﾄｼ

東京都 GSエバーウィン

513

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

514

1500039 清水 佑太

ｼﾐｽﾞ ﾕｳﾀ

静岡県 Squadra di LAVORANTE

515

1500672 織戸 一樹

ｵﾘﾄ ｶｽﾞｷ

茨城県 SPACE DEVOTION

516

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

517

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

518

1600766 浜口 太志

ﾊﾏｸﾞﾁ ﾀｶﾕｷ

千葉県 セオレーシング

519

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

520

1500211 高橋 叶平

ﾀｶﾊｼ ｷｮｳﾍｲ

広島県 Team UKYO Reve

521

1600502 宮本 訓寛

ﾐﾔﾓﾄ ｸﾆﾋﾛ

大阪府 チーム スクアドラ

522

1600287 宍戸 宗太

ｼｼﾄﾞ ｿｳﾀ

東京都 TEAM SPORTS KID

523

1600278 御堂 力哉

ﾐﾄﾞｳ ﾘｷﾔ

東京都 TEAM SPORTS KID

524

1500223 宮崎 翔太

ﾐﾔｻﾞｷ ｼｮｳﾀ

神奈川 Team BFY Racing

525

1600439 前田 尚男

ﾏｴﾀﾞ ﾀｶｵ

山梨県 チーム・コバリン

526

1501424 菅谷 照生

ｽｶﾞﾔ ﾃﾙｷ

山梨県 チーム・コバリン

527

1500317 鯉沼 篤史

ｺｲﾇﾏ ｱﾂｼ

千葉県 TEAM GIRO 360

528

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

529

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

530

1502758 増田 朋寧

ﾏｽﾀﾞ ﾄﾓﾔｽ

東京都 パラティアムTOKYO

531

1502759 石神 宇

ｲｼｶﾞﾐ ﾀｶｼ

東京都 パラティアムTOKYO

532

1200112 高山 裕基

ﾀｶﾔﾏ ﾕｳｷ

東京都 パラティアムTOKYO

533

1600276 香川 宏太

ｶｶﾞﾜ ｺｳﾀ

東京都 フィッツ

534

1600451 木村 紀仁

ｷﾑﾗ ﾉﾘﾋﾄ

栃木県 ブラウ・ブリッツェン

535

1500690 関口 諒

ｾｷｸﾞﾁ ﾘｮｳ

栃木県 ブラウ・ブリッツェン

536

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

537

1400772 宮田 琢視

ﾐﾔﾀ ﾀｸﾐ

栃木県 ブラウ・ブリッツェン

538

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

539

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

540

1500347 川上 豪仁

ｶﾜｶﾐ ﾀｹﾋﾄ

福岡県 Ｂｌｕｅ Ｇｒａｓｓ

541

1600065 佐久間 大輔

ｻｸﾏ ﾀﾞｲｽｹ

広島県 voyAge cycling team

542

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

543

1600304 神原 真人

ｶﾝﾊﾞﾗ ﾏｻﾄ

茨城県 Unity

544

1402350 山倉 朋之

ﾔﾏｸﾗ ﾄﾓﾕｷ

茨城県 Unity

545

1100497 大谷 一

ｵｵﾀﾆ ﾊｼﾞﾒ

茨城県 RIDE Freaks

546

1600697 細井 大誠

ﾎｿｲ ﾋﾛｱｷ

愛知県 RITCHEY BREZZA カミハギRT

547

0600125 岡野 賢司

ｵｶﾉ ｹﾝｼﾞ

栃木県 ﾘﾍﾞﾙﾀｽTOCHIGI BICYCLE CLUB

548

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

549

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

550

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
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第1回 JBCF 幕張新都心クリテリウム
【クラスタ：F
No.

選手ID

レースレーティング：F】

13名

選手名

ｶﾅ

2016.10.25
地域

ﾁｰﾑ名

601

1502516 八木沼 侑香

ﾔｷﾞﾇﾏ ﾕｶ

茨城県 GROWING Racing Team

602

1301654 中原 恭恵

ﾅｶﾊﾗ ﾔｽｴ

広島県 JBCF J-FEMININ

603

1500149 島崎 典子

ｼﾏｻﾞｷ ﾉﾘｺ

埼玉県 シャークアイランド

604

1600221 鈴木 章代

ｽｽﾞｷ ｱｷﾖ

東京都 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ

605

1500022 安藤 奏子

ｱﾝﾄﾞｳ ｶﾅｺ

大阪府 チーム スクアドラ

606

1301063 西形 舞

ﾆｼｶﾀ ﾏｲ

群馬県 TRC PANAMAREDS

607

0800184 福本 千佳

ﾌｸﾓﾄ ﾁｶ

大阪府 Toyo Frame

608

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

609

1600453 新川 明子

ｼﾝｶﾜ ｱｷｺ

栃木県 ブラウ・ブリッツェン

610

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

611

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

612

1000589 吉川 美穂

ﾖｼｶﾜ ﾐﾎ

和歌山 Live GARDEN BICI STELLE

613

1101522 伊藤 杏菜

ｲﾄｳ ｱﾝﾅ

愛知県 Live GARDEN BICI STELLE
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