⾃転⾞月間 第1回 JBCF ふじあざみラインヒルクライム
⾃転⾞月間 第6回 JBCF 大井埠頭ロードレース
【Jエリートツアー】 26チーム 94名
No. 選手ID
選手名

2017.05.18
ｶﾅ

登録地

ﾁｰﾑ名

301

0900512 山野内 徹

ﾔﾏﾉｳﾁ ﾄｵﾙ

神奈川 atelierFLEUVE Racing

302

1300862 清水 昇

ｼﾐｽﾞ ﾉﾎﾞﾙ

東京都 atelierFLEUVE Racing

303

1000155 河野 壮一

ｺｳﾉ ｿｳｲﾁ

神奈川 atelierFLEUVE Racing

304

1502777 生田目 修

ﾅﾏﾀﾒ ｵｻﾑ

栃木県 イナーメ信濃山形-EFT

305

0800429 菅根 利明

ｽｶﾞﾈ ﾄｼｱｷ

群馬県 イナーメ信濃山形-EFT

306

0400076 中井 光博

ﾅｶｲ ﾐﾂﾋﾛ

岐阜県 イナーメ信濃山形-EFT

307

1502190 齋藤 寛太

ｻｲﾄｳ ｶﾝﾀ

茨城県 ウィンディー筑波

308

1602034 松井 大輝

ﾏﾂｲ ﾀﾞｲｷ

茨城県 ウィンディー筑波

309

JB17097 高橋 勇二

ﾀｶﾊｼ ﾕｳｼﾞ

茨城県 ウィンディー筑波

310

1700859 丸山 孝行

ﾏﾙﾔﾏ ﾀｶﾕｷ

茨城県 ウィンディー筑波

311

1700730 櫻井 駿太郎

ｻｸﾗｲ ｼｭﾝﾀﾛｳ

千葉県 ウィンディー筑波

312

0301731 金田 一

ｶﾈﾀﾞ ﾊｼﾞﾒ

茨城県 OYAMA STARPLEX

313

1000909 阿部 耕一

ｱﾍﾞ ｺｳｲﾁ

栃木県 OYAMA STARPLEX

314

1700526 山崎 遼大

ﾔﾏｻﾞｷ ﾘﾖﾀ

栃木県 OYAMA STARPLEX

315

1001243 坂本 真吾

ｻｶﾓﾄ ｼﾝｺﾞ

栃木県 OYAMA STARPLEX

316

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

317

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

318

1700611 田村 亮

ﾀﾑﾗ ﾘｮｳ

東京都 グランディヴェルレーシングチーム

319

9900113 高橋 利明

ﾀｶﾊｼ ﾄｼｱｷ

茨城県 GROWING Racing Team

320

1501424 菅谷 照生

ｽｶﾞﾔ ﾃﾙｷ

山梨県 GROWING Racing Team

321

1600308 大内 淳司

ｵｵｳﾁ ｱﾂｼ

茨城県 GROWING Racing Team

322

1602425 大和田 伸一

ｵｵﾜﾀﾞ ｼﾝｲﾁ

茨城県 GROWING Racing Team

323

9702810 高梨 真幸人

ﾀｶﾅｼ ﾏｺﾄ

茨城県 GROWING Racing Team

324

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

325

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

326

1700489 井出 貴士

ｲﾃﾞ ﾀｶｼ

埼玉県 サイタマサイクルプロジェクト

327

1200346 若松 武史

ﾜｶﾏﾂ ﾀｹｼ

栃木県 じてんしゃの杜

328

1400178 巽 克哉

ﾀﾂﾐ ｶﾂﾔ

栃木県 じてんしゃの杜

329

1000261 小川 克広

ｵｶﾞﾜ ﾖｼﾋﾛ

栃木県 じてんしゃの杜

330

1700544 加藤 征樹

ｶﾄｳ ﾏｻｷ

栃木県 じてんしゃの杜

331

1501669 椎貝 竜哉

ｼｲｶﾞｲ ﾘｭｳﾔ

栃木県 じてんしゃの杜

332

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

333

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

334

1700492 柴野 剛永

ｼﾊﾞﾉ ﾀｶﾉﾘ

埼玉県 シャークアイランド

335

1602486 瀬田 昌彦

ｾﾀ ﾏｻﾋｺ

埼玉県 シャークアイランド

336

1500121 和田 健二

ﾜﾀﾞ ｹﾝｼﾞ

埼玉県 シャークアイランド

337

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クラブ

338

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クラブ

339

0801883 谷本 健

ﾀﾆﾓﾄ ﾀｹｼ

神奈川 湘南ベルマーレサイクルクラブ

340

0400358 鈴木 大忠

ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾀﾀﾞ

群馬県 ＳＵＢＡＲＵ ＲＴ

341

1300295 小林 成輔

ｺﾊﾞﾔｼ ｾｲｽｹ

東京都 ＳＵＢＡＲＵ ＲＴ

342

1101595 藤澤 浩

ﾌｼﾞｻﾜ ﾋﾛｼ

栃木県 ＳＵＢＡＲＵ ＲＴ

343

1502357 今井 勇太

ｲﾏｲ ﾕｳﾀ

静岡県 Team UKYO Reve

344

1300264 中川 祐輝

ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳｷ

東京都 Team UKYO Reve

345

1500211 高橋 叶平

ﾀｶﾊｼ ｷｮｳﾍｲ

広島県 Team UKYO Reve
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346

1001190 小清水 拓也

ｺｼﾐｽﾞ ﾀｸﾔ

神奈川 チクロネロ

347

9901684 千葉 大基

ﾁﾊﾞ ﾏｻﾓﾄ

埼玉県 チクロネロ

348

1300072 羽深 信之

ﾊﾌﾞｶ ﾉﾌﾞﾕｷ

埼玉県 チクロネロ

349

1300379 棚橋 峻也

ﾀﾅﾊｼ ｼｭﾝﾔ

愛知県 天狗党

350

0000251 佐々木 健

ｻｻｷ ﾀｹｼ

愛知県 天狗党

351

1100571 平瀬 遼

ﾋﾗｾ ﾘｮｳ

愛知県 天狗党

352

1502790 村上 淳

ﾑﾗｶﾐ ｽﾅｵ

東京都 なるしまフレンド

353

1601222 鈴木 直太

ｽｽﾞｷ ﾅｵﾀ

東京都 なるしまフレンド

354

1001402 谷口 義典

ﾔｸﾞﾁ ﾖｼﾉﾘ

茨城県 なるしまフレンド

355

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

356

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

357

1001244 宮田 大

ﾐﾔﾀ ﾀﾞｲ

東京都 日本ろう自転車競技協会

358

1600786 松田 健太

ﾏﾂﾀﾞ ｹﾝﾀ

神奈川 PHANTOM 湘南

359

1101171 藤崎 直哉

ﾌｼﾞｻｷ ﾅｵﾔ

神奈川 PHANTOM 湘南

360

1602689 長谷川 真博

ﾊｾｶﾞﾜ ﾏｻﾋﾛ

神奈川 PHANTOM 湘南

361

1500271 石渡 誠一

ｲｼﾜﾀﾘ ｾｲｲﾁ

神奈川 フィッツ

362

9700951 黒川 隆之

ｸﾛｶﾜ ﾀｶﾕｷ

神奈川 フィッツ

363

9800367 吉川 勝

ﾖｼｶﾜ ﾏｻﾙ

茨城県 フィッツ

364

1500192 白井 真人

ｼﾗｲ ﾏｻﾄ

東京都 FORCE

365

1600278 御堂 力哉

ﾐﾄﾞｳ ﾘｷﾔ

東京都 FORCE

366

1600244 野口 泰

ﾉｸﾞﾁ ﾔｽｼ

東京都 FORCE

367

1700590 桶野 純平

ｵｹﾉ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ

東京都 FORCE

368

9700666 新沼 光

ﾆｲﾇﾏ ｱｷﾗ

栃木県 ブラウ・ブリッツェン

369

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

370

1600451 木村 紀仁

ｷﾑﾗ ﾉﾘﾋﾄ

栃木県 ブラウ・ブリッツェン

371

1700565 本田 将矢

ﾎﾝﾀﾞ ﾏｻﾔ

栃木県 ブラウ・ブリッツェン

372

1700640 花嶋 泰弘

ﾊﾅｼﾏ ﾔｽﾋﾛ

茨城県 FLECHA

373

1700761 堀江 一葉

ﾎﾘｴ ｶｽﾞﾊ

茨城県 FLECHA

374

1700601 川田 翔太

ｶﾜﾀﾞ ｼｮｳﾀ

東京都 FLECHA

375

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

376

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

377

1601996 香山 飛龍

ｶﾔﾏ ﾋﾘｭｳ

神奈川 横浜高校自転車競技部

378

1500238 五十嵐 洸太

ｲｶﾗｼ ｺｳﾀ

神奈川 横浜高校自転車競技部

379

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

380

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

381

1401373 飯田 千暁

ｲｲﾀﾞ ﾁｱｷ

神奈川 弱虫ペダル サイクリングチーム

382

1502178 赤荻 秀弥

ｱｶｵｷﾞ ｼｭｳﾔ

栃木県 弱虫ペダル サイクリングチーム

383

9700503 小口 英之

ｺｸﾞﾁ ﾋﾃﾞﾕｷ

栃木県 ﾘﾍﾞﾙﾀｽTOCHIGI BICYCLE CLUB

384

0600130 河合 玄太

ｶﾜｲ ｹﾞﾝﾀ

栃木県 ﾘﾍﾞﾙﾀｽTOCHIGI BICYCLE CLUB

385

1400244 福野 純一

ﾌｸﾉ ｼﾞｭﾝｲﾁ

栃木県 ﾘﾍﾞﾙﾀｽTOCHIGI BICYCLE CLUB

386

0600125 岡野 賢司

ｵｶﾉ ｹﾝｼﾞ

栃木県 ﾘﾍﾞﾙﾀｽTOCHIGI BICYCLE CLUB

387

0800224 川原 建太郎

ｶﾜﾊﾗ ｹﾝﾀﾛｳ

東京都 Ｙ’ｓ Ｒｏａｄ

388

1201601 鈴木 克明

ｽｽﾞｷ ｶﾂｱｷ

埼玉県 Ｙ’ｓ Ｒｏａｄ

389

0901018 福岡 武

ﾌｸｵｶ ﾀｹｼ

神奈川 Ｙ’ｓ Ｒｏａｄ

390

1300201 今井 明

ｲﾏｲ ｱｷﾗ

神奈川 Ｙ’ｓ Ｒｏａｄ

391

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

392

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

393

1500264 折橋 孝治

ｵﾘﾊｼ ｺｳｼﾞ

千葉県 湾岸サイクリング・ユナイテッド

394

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
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