第１回 JBCF 大田原クリテリウム
【クラスタ：P1予選1組】 62名 スタート時間 9：50
No.
1

2017.07.18

ID
選手名
1001727 雨澤 毅明

ｶﾅ
ｱﾒｻﾞﾜ ﾀｹｱｷ

登録地
栃木県 宇都宮ブリッツェン

3

0400843 鈴木 譲

ｽｽﾞｷ ﾕｽﾞﾙ

栃木県 宇都宮ブリッツェン

5

1100355 小野寺 玲

ｵﾉﾃﾞﾗ ﾚｲ

栃木県 宇都宮ブリッツェン

7

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

11

1300861 Jose VICENTE

ﾎｾ ﾋﾞｾﾝﾃ

東京都 マトリックスパワータグ

13

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

15

1500367 AIRAN Fernandez ｱｲﾗﾝ ﾌｪﾙﾅﾝﾃﾞｽ

大阪府 マトリックスパワータグ

17

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

21

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

23

0701113 木村 圭佑

ｷﾑﾗ ｹｲｽｹ

滋賀県 シマノレーシング

25

0900861 湊 諒

ﾐﾅﾄ ﾘｮｳ

青森県 シマノレーシング

27

0900212 横山 航太

ﾖｺﾔﾏ ｺｳﾀ

長野県 シマノレーシング

31

0901489 水野 恭兵

ﾐｽﾞﾉ ｷｮｳﾍｲ

山梨県 インタープロ

サイクリング

アカデミー

33

1600646 BOSSIS Tom

ﾎﾞｼｽ ﾄﾑ

FRANCE インタープロ

サイクリング

アカデミー

42

0500741 早川 朋宏

ﾊﾔｶﾜ ﾄﾓﾋﾛ

愛知県 愛三工業レーシングチーム

44

0701211 住吉 宏太

ｽﾐﾖｼ ｺｳﾀ

熊本県 愛三工業レーシングチーム

51

0800942 吉岡 直哉

ﾖｼｵｶ ﾅｵﾔ

京都府 那須ブラーゼン

53

1000394 岸 崇仁

ｷｼ ﾀｶﾋﾄ

茨城県 那須ブラーゼン

55

1301587 柴田 雅之

ｼﾊﾞﾀ ﾏｻﾕｷ

京都府 那須ブラーゼン

61

1001877 重田 兼吾

ｼｹﾞﾀ ｹﾝｺﾞ

千葉県 シエルヴォ奈良 MIYATA-MERIDA レーシングチーム

63

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

65

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

67

1100483 若杉 圭祐

ﾜｶｽｷﾞ ｹｲｽｹ

愛知県 シエルヴォ奈良 MIYATA-MERIDA レーシングチーム

81

0801747 才田 直人

ｻｲﾀ ﾅｵﾄ

宮城県 LEOMO Bellmare Racing team

83

1001902 米谷 隆志

ﾖﾈﾀﾆ ﾀｶｼ

東京都 LEOMO Bellmare Racing team

85

9701240 宮澤 崇史

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾀｶｼ

92

1101679 佐野 千尋

ｻﾉ ﾁﾋﾛ

北海道 イナーメ信濃山形

94

0901542 北野 普識

ｷﾀﾉ ﾕｷﾉﾘ

千葉県 イナーメ信濃山形

96

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

98

JB17777 Vivian BORN

ﾋﾞﾋﾞｱﾝ ﾎﾞﾙﾝ

FRANCE イナーメ信濃山形

102

1000463 石井 祥平

ｲｼｲ ｼｮｳﾍｲ

神奈川 Honda 栃木

104

1600385 小泉 亮一

ｺｲｽﾞﾐ ﾘｮｳｲﾁ

栃木県 Honda 栃木

106

1001725 平野 宏明

ﾋﾗﾉ ﾋﾛｱｷ

栃木県 Honda 栃木

108

1500418 上野 裕樹

ｳｴﾉ ﾕｳｷ

栃木県 Honda 栃木

112

0201014 大塚 航

ｵｵﾂｶ ﾜﾀﾙ

京都府 VICTOIRE 広島

114

0800557 西川 昌宏

ﾆｼｶﾜ ﾏｻﾋﾛ

山口県 VICTOIRE 広島

116

0801290 齋藤 翼

ｻｲﾄｳ ﾂﾊﾞｻ

宮城県 VICTOIRE 広島

118

1500381 藤川 淳

ﾌｼﾞｶﾜ ｼﾞｭﾝ

広島県 VICTOIRE 広島

132

1400758 公文 拓真

ｸﾓﾝ ﾀｸﾏ

徳島県 ウォークライド・シクロアカデミア

134

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

136

0900135 頓所 哲郎

ﾄﾝｼｮ ﾃﾂﾛｳ

神奈川 ウォークライド・シクロアカデミア

142

1600505 設楽 彗斗

ｼﾀﾞﾗ ｹｲﾄ

大阪府 VC Fukuoka・サイクルフリーダム

144

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

152

0900655 高木 三千成

ﾀｶｷﾞ ﾐﾁﾅﾘ

埼玉県 東京ヴェントス

154

0801515 伊藤 舜紀

ｲﾄｳ ｼｭﾝｷ

北海道 東京ヴェントス

156

1500213 菊地 悠介

ｷｸﾁ ﾘｮｳｽｹ

神奈川 東京ヴェントス

158

1300159 村田 幸希

ﾑﾗﾀ ｺｳｷ

神奈川 東京ヴェントス

162

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

164

1502103 金子 宗平

ｶﾈｺ ｿｳﾍｲ

群馬県 群馬グリフィン・レーシングチーム

172

1200031 高橋 伸成

ﾀｶﾊｼ ﾉﾌﾞｼｹﾞ

静岡県 FIETS GROEN 日本ロボティクス

174

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

176

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

JPCA

1/8

ﾁｰﾑ名

LEOMO Bellmare Racing team

182

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

184

1301320 田中 忍

ﾀﾅｶ ｼﾉﾌﾞ

東京都 なるしまフレンド

レーシングチーム

186

1400408 伊藤 卓馬

ｲﾄｳ ﾀｸﾏ

東京都 なるしまフレンド

レーシングチーム

192

9900169 青木 誠

ｱｵｷ ﾏｺﾄ

東京都 ACQUA TAMA EURO-WORKS

194

0200172 平林 昌樹

ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾏｻｷ

神奈川 ACQUA TAMA EURO-WORKS

196

0100092 浜頭 恭

ﾊﾏｶﾞｼﾗ ﾔｽｼ

東京都 ACQUA TAMA EURO-WORKS

201

1300540 松井 大悟

ﾏﾂｲ ﾀﾞｲｺﾞ

石川県 エルドラード東北

203

1500560 舘岡 賢弥

ﾀﾃｵｶ ﾀｶﾋﾛ

茨城県 エルドラード東北

205

1400913 萩原 啓

ﾊｷﾞﾊﾗ ｻﾄｼ

愛知県 エルドラード東北

207

1300584 熊田 哲也

ｸﾏﾀ ﾃﾂﾔ

宮城県 エルドラード東北
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第１回 JBCF 大田原クリテリウム
【クラスタ：P1予選2組】 62名 スタート時間 10：25
No.
2

ｶﾅ

2017.07.18

ID
選手名
1100488 岡 篤志

ｵｶ ｱﾂｼ

登録地
茨城県 宇都宮ブリッツェン

4

1000720 馬渡 伸弥

ﾏﾜﾀﾘ ｼﾝﾔ

東京都 宇都宮ブリッツェン

6

0500716 飯野 智行

ｲｲﾉ ﾄﾓﾕｷ

栃木県 宇都宮ブリッツェン

8

0600844 阿部 嵩之

ｱﾍﾞ ﾀｶﾕｷ

栃木県 宇都宮ブリッツェン

12

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

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

16

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

18

9701956 向川 尚樹

ﾑｶｲｶﾞﾜ ﾅｵｷ

大阪府 マトリックスパワータグ

22

1000721 西村 大輝

ﾆｼﾑﾗ ﾋﾛｷ

東京都 シマノレーシング

24

1200626 水谷 翔

ﾐｽﾞﾀﾆ ｶｹﾙ

鹿児島 シマノレーシング

26

0900704 秋田 拓磨

ｱｷﾀ ﾀｸﾏ

福井県 シマノレーシング

28

1000442 小山 貴大

ｺﾔﾏ ﾀｶﾋﾛ

群馬県 シマノレーシング

32

0600568 水野 貴行

ﾐｽﾞﾉ ﾀｶﾕｷ

愛知県 インタープロ

41

0500960 小森 亮平

ｺﾓﾘ ﾘｮｳﾍｲ

愛知県 愛三工業レーシングチーム

43

1000950 渡邊 翔太郎

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ

岐阜県 愛三工業レーシングチーム

45

0900699 原田 裕成

ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾛｱｷ

岡山県 愛三工業レーシングチーム

52

1201451 下島 将輝

ｼﾓｼﾞﾏ ﾏｻｷ

兵庫県 那須ブラーゼン

54

1300596 新城 銀二

ｱﾗｼﾛ ｷﾞﾝｼﾞ

沖縄県 那須ブラーゼン

56

0900064 西尾 勇人

ﾆｼｵ ﾊﾔﾄ

北海道 那須ブラーゼン

62

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

64

1000164 福岡 直樹

ﾌｸｵｶ ﾅｵｷ

神奈川 シエルヴォ奈良 MIYATA-MERIDA レーシングチーム

66

1001223 伊藤 宏人

ｲﾄｳ ﾋﾛﾄ

岐阜県 シエルヴォ奈良 MIYATA-MERIDA レーシングチーム

68

0601561 大中 巧基

ｵｵﾅｶ ｺｳｷ

岩手県 シエルヴォ奈良 MIYATA-MERIDA レーシングチーム

82

1500194 横塚 浩平

ﾖｺﾂｶ ｺｳﾍｲ

東京都 LEOMO Bellmare Racing team

84

1201250 古田 潤

ﾌﾙﾀ ｼﾞｭﾝ

東京都 LEOMO Bellmare Racing team

91

0900955 中村 龍太郎

ﾅｶﾑﾗ ﾘｭｳﾀﾛｳ

千葉県 イナーメ信濃山形

93

0001389 遠藤 績穂

ｴﾝﾄﾞｳ ｾｷﾎ

千葉県 イナーメ信濃山形

95

0700045 岩月 伸夫

ｲﾜﾂｷ ﾉﾌﾞｵ

愛知県 イナーメ信濃山形

97

1200215 豊田 勝徳

ﾄﾖﾀﾞ ｶﾂﾉﾘ

大阪府 イナーメ信濃山形

101

1201592 阿部 航大

ｱﾍﾞ ｺｳﾀﾞｲ

栃木県 Honda 栃木

103

1001863 小林 宏志

ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｼ

栃木県 Honda 栃木

105

0901551 水間 健

ﾐｽﾞﾏ ﾀｹｼ

栃木県 Honda 栃木

107

1300346 河合 貴明

ｶﾜｲ ﾀｶｱｷ

栃木県 Honda 栃木

111

1400374 谷 順成

ﾀﾆ ｼﾞｭﾝｾｲ

岐阜県 VICTOIRE 広島

113

0600791 藤岡 克磨

ﾌｼﾞｵｶ ｶﾂﾏ

徳島県 VICTOIRE 広島

115

1400034 白川 幸希

ｼﾗｶﾜ ｺｳｷ

岡山県 VICTOIRE 広島

117

1100616 杉山 文崇

ｽｷﾞﾔﾏ ﾌﾐﾀｶ

山口県 VICTOIRE 広島

131

0501593 内野 直也

ｳﾁﾉ ﾅｵﾔ

埼玉県 ウォークライド・シクロアカデミア

133

1500184 小嶋 渓円

ｺｼﾞﾏ ｹｲｴﾝ

神奈川 ウォークライド・シクロアカデミア

135

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

141

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

143

1201347 井戸川 真一

ｲﾄﾞｶﾞﾜ ｼﾝｲﾁ

福岡県 VC Fukuoka・サイクルフリーダム

151

1301575 大前 翔

ｵｵﾏｴ ｶｹﾙ

神奈川 東京ヴェントス

153

1200528 佐々木 貴則

ｻｻｷ ﾀｶﾉﾘ

東京都 東京ヴェントス

155

1001679 早川 祐司

ﾊﾔｶﾜ ﾕｳｼﾞ

栃木県 東京ヴェントス

157

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

161

0600361 中里 仁

ﾅｶｻﾞﾄ ﾏｻﾙ

群馬県 群馬グリフィン・レーシングチーム

163

1200062 川田 優作

ｶﾜﾀ ﾕｳｻｸ

栃木県 群馬グリフィン・レーシングチーム

171

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

173

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

175

1600391 関 拓真

ｾｷ ﾀｸﾏ

神奈川 FIETS GROEN 日本ロボティクス

181

9800459 小畑 郁

ｵﾊﾞﾀ ｶｵﾙ

東京都 なるしまフレンド
3/8

ﾁｰﾑ名

サイクリング

アカデミー

レーシングチーム

183

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

185

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

191

1300766 茂越 龍哉

ﾓｺﾞｴ ﾀﾂﾔ

兵庫県 ACQUA TAMA EURO-WORKS

193

0900461 秋山 悟郎

ｱｷﾔﾏ ｺﾞﾛｳ

東京都 ACQUA TAMA EURO-WORKS

195

9702875 山口 博久

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛﾋｻ

東京都 ACQUA TAMA EURO-WORKS

197

1301736 長谷川 武敏

ﾊｾｶﾞﾜ ﾀｹﾄｼ

長野県 ACQUA TAMA EURO-WORKS

202

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

204

0210120 佐藤 利英

ｻﾄｳ ﾄｼﾋﾃﾞ

岩手県 エルドラード東北

206

1500951 奥山 太郎

ｵｸﾔﾏ ﾀﾛｳ

岩手県 エルドラード東北

208

1301786 野上 太一

ﾉｶﾞﾐ ﾀｲﾁ

愛知県 エルドラード東北
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第１回 JBCF 大田原クリテリウム
【クラスタ：E3決勝1組】 63名 スタート時間 14：40
ｶﾅ

2017.07.18

No.
701

ID
選手名
1700598 鎌田 真輝

ｶﾏﾀ ﾏｻﾊﾙ

登録地
ﾁｰﾑ名
東京都 アーティファクトレーシングチーム

703

1100198 岩崎 基規

ｲﾜｻｷ ﾓﾄﾉﾘ

埼玉県 ACQUA TAMA

705

0600981 篠原 徹

ｼﾉﾊﾗ ﾄｵﾙ

茨城県 イナーメ信濃山形-EFT

707

1700612 田中 兼太郎

ﾀﾅｶ ｹﾝﾀﾛｳ

東京都 ＶＩＶＡ☆ＺＡＰＰＥＩ極

709

1700730 櫻井 俊太朗

ｻｸﾗｲ ｼｭﾝﾀﾛｳ

千葉県 ウィンディー筑波

711

1602676 原田 敬文

ﾊﾗﾀﾞ ﾀｶﾌﾐ

東京都 VENTOS FRECCIA

713

1601015 佐藤 翔太

ｻﾄｳ ｼｮｳﾀ

埼玉県 EXTENDED VAX SAYAMA

715

1600380 入江 達也

ｲﾘｴ ﾀﾂﾔ

栃木県 FM730

717

1700553 清水 晃生

ｼﾐｽﾞ ｱｷｵ

栃木県 FM730

719

0701623 福田 真也

ﾌｸﾀﾞ ｼﾝﾔ

栃木県 FM730

721

1001775 宮田 和幸

ﾐﾔﾀ ｶｽﾞﾕｷ

栃木県 エルニーニョ・ケンポク

723

1001243 坂本 真吾

ｻｶﾓﾄ ｼﾝｺﾞ

栃木県 OYAMA STARPLEX

725

1602035 今村 雄基

ｲﾏﾑﾗ ﾕｳｷ

茨城県 オンザロード

727

1400820 太田 智洋

ｵｵﾀ ﾄﾓﾋﾛ

宮城県 キャメル メンズ ギア

729

1600513 宮崎 真一郎

ﾐﾔｻﾞｷ ｼﾝｲﾁﾛｳ

山形県 クラブ二輪倶

731

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

733

1502415 古谷 寛世

ﾌﾙﾔ ｶﾝｾｲ

茨城県 GROWING Racing Team

735

1301937 長谷川 翔一

ﾊｾｶﾞﾜ ｼｮｳｲﾁ

静岡県 コムリン

737

1700591 原 英明

ﾊﾗ ﾋﾃﾞｱｷ

東京都 コムリン

739

1700743 中島 誠

ﾅｶｼﾞﾏ ﾏｺﾄ

埼玉県 コムリン

741

1700696 西石垣 誠友

ﾆｼｲｼｶﾞｷ ｾｲﾕｳ

千葉県 サイクルフリーダム・レーシング

743

1700697 金井 優

ｶﾅｲ ﾕｳ

千葉県 サイクルフリーダム・レーシング

745

1602630 石塚 優太

ｲｼﾂﾞｶ ﾕｳﾀ

埼玉県 彩北ツブラーゼ

747

1101633 沼 幸夫

ﾇﾏ ﾕｷｵ

新潟県 サガミレーシング

749

1702471 片桐 直紀

ｶﾀｷﾞﾘ ﾅｵｷ

栃木県 じてんしゃの杜

751

1602478 東條 俊二郎

ﾄｳｼﾞｮｳ ｼｭﾝｼﾞﾛｳ

東京都 シャークアイランド

753

1702514 中澤 佳邦

ﾅｶｻﾞﾜ ﾖｼｸﾆ

栃木県 ＳＵＢＡＲＵ ＲＴ

755

1700247 倉持 遥希

ｸﾗﾓﾁ ﾊﾙｷ

東京都 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ

757

1700704 倉持 和弘

ｸﾗﾓﾁ ｶｽﾞﾋﾛ

千葉県 Team 自転車処 風輪

759

0401240 松橋 慶太郎

ﾏﾂﾊｼ ｹｲﾀﾛｳ

東京都 Team 自転車処 風輪

761

1500280 安江 拓馬

ﾔｽｴ ﾀｸﾏ

神奈川 Team ARI

763

1602381 山尾 佳人

ﾔﾏｵ ﾖｼﾋﾄ

福岡県 Team Kermis Cross

765

1700499 須藤 良太

ｽﾄﾞｳ ﾘｮｳﾀ

埼玉県 TeamTacke

767

1700600 後藤 将之

ｺﾞﾄｳ ﾏｻﾕｷ

東京都 Ｔｅａｍ ＦＩＴＴＥ

769

1700059 平井 光介

ﾋﾗｲ ｺｳｽｹ

山梨県 TEAM YOU CAN

772

1600238 大谷 諭司

ｵｵﾀﾆ ｻﾄｼ

埼玉県 チバポンズ

775

1601955 本間 豪紀

ﾎﾝﾏ ﾋﾃﾞﾄｼ

東京都 NAK Racing

777

1600267 諸田 昌平

ﾓﾛﾀﾞ ｼｮｳﾍｲ

東京都 なるしまフレンド

779

1100881 村上 淳

ﾑﾗｶﾐ ｼﾞｭﾝ

東京都 なるしまフレンド

781

1400890 鈴木 悦生

ｽｽﾞｷ ｴﾂｵ

神奈川 HAMMER!!BROS

783

1702241 萩本 拓也

ﾊｷﾞﾓﾄ ﾀｸﾔ

東京都 Piacere YAMA Racing

785

1500528 淺井 岳仁

ｱｻｲ ﾀｹﾋﾄ

神奈川 HIRAKO.mode

787

1700590 桶野 純平

ｵｹﾉ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ

東京都 FORCE

789

1702911 田村 元厚

ﾀﾑﾗ ﾕｷｱﾂ

東京都 FORCE

791

1700566 早津 大輔

ﾊﾔﾂ ﾀﾞｲｽｹ

栃木県 ブラウ・ブリッツェン

793

1700561 石下 翔太

ｲｼｹﾞ ｼｮｳﾀ

栃木県 ブラウ・ブリッツェン

795

1600414 新沼 颯

ﾆｲﾇﾏ ﾊﾔﾃ

栃木県 ブラウ・ブリッツェン

797

1700558 山崎 一吹

ﾔﾏｻﾞｷ ｲﾌﾞｷ

栃木県 ブラウ・ブリッツェン

799

1702127 池田 海斗

ｲｹﾀﾞ ｶｲﾄ

茨城県 FLECHA

801

1501585 中山 海途

ﾅｶﾔﾏ ｶｲﾄ

愛知県 BREZZA-KAMIHAGI

803

1502775 古川 裕真

ﾌﾙｶﾜ ﾕｳﾏ

静岡県 ボンシャンス

805

1700534 飯島 康友

ｲｲｼﾞﾏ ﾔｽﾄﾓ

栃木県 Honda 栃木 JET
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807

0900835 石渕 哲

ｲｼﾌﾞﾁ ｻﾄｼ

茨城県 Honda 栃木 JET

809

1700540 菅谷 真行

ｽｶﾞﾔ ﾏｻﾕｷ

栃木県 Honda 栃木 JET

811

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

813

1702431 伊澤 将也

ｲｻﾞﾜ ﾏｻﾔ

神奈川 横浜高校自転車競技部

815

1600393 黒澤 章雄

ｸﾛｻﾜ ﾉﾘｵ

栃木県 RIDE Freaks

817

9700528 横田 正美

ﾖｺﾀ ﾏｻﾐ

栃木県 ﾘﾍﾞﾙﾀｽTOCHIGI BICYCLE CLUB

819

1700421 加藤 隆秀

ｶﾄｳ ﾀｶﾋﾃﾞ

神奈川 Racing CUBE

821

1300201 今井 明

ｲﾏｲ ｱｷﾗ

神奈川 Ｙ’ｓ Ｒｏａｄ

823

1700695 小川 亮

ｵｶﾞﾜ ﾘｮｳ

千葉県 湾岸サイクリング・ユナイテッド

825

1301739 福山 碧斗

ﾌｸﾔﾏ ｱｵﾄ

東京都 湾岸サイクリング・ユナイテッド

861

1700610 菊川 実紀

ｷｸｶﾞﾜ ﾐﾉﾘ

東京都 Roppongi Express
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第１回 JBCF 大田原クリテリウム
【クラスタ：E3決勝2組】 62名 スタート時間 15：20

2017.07.18

No.
702

ID
選手名
1500232 本藤 俊介

ｶﾅ
ﾎﾝﾄﾞｳ ｼｭﾝｽｹ

登録地
ﾁｰﾑ名
東京都 アーティファクトレーシングチーム

704

1602690 吉江 元

ﾖｼｴ ﾊｼﾞﾒ

茨城県 イナーメ信濃山形-EFT

706

1702547 黒須 翔吾

ｸﾛｽ ｼｮｳｺﾞ

埼玉県 イナーメ信濃山形-EFT

708

1600310 西井上 優作

ﾆｼｲｶﾞﾐ ﾕｳｻｸ

茨城県 ＷＥ ＬＯＶＥ Ｏ２

710

1702724 高橋 勇二

ﾀｶﾊｼ ﾕｳｼﾞ

栃木県 ウィンディー筑波

712

1600204 佐野 恭友

ｻﾉ ｷｮｳｽｹ

神奈川 VENTOS FRECCIA

714

1700547 森 紀侑

ﾓﾘ ﾉﾘﾕｷ

栃木県 FM730

716

1700548 石川 遼

ｲｼｶﾜ ﾘｮｳ

栃木県 FM730

718

1700545 大岩 充

ｵｵｲﾜ ﾐﾂﾙ

栃木県 FM730

720

1600570 佐藤 拓実

ｻﾄｳ ﾀｸﾐ

宮城県 エルドラード・エスペランサ

722

1700526 山崎 遼大

ﾔﾏｻﾞｷ ﾘﾖﾀ

栃木県 OYAMA STARPLEX

724

1700532 藤家 広大

ﾄｳｹ ｺｳﾀﾞｲ

栃木県 OYAMA STARPLEX

726

9800032 竹内 智彦

ﾀｹｳﾁ ﾄﾓﾋｺ

宮城県 キャメル メンズ ギア

728

1402287 井上 陽二郎

ｲﾉｳｴ ﾖｳｼﾞﾛｳ

東京都 GYOTOKU TEAM OF RACING

730

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

732

1602425 大和田 伸一

ｵｵﾜﾀﾞ ｼﾝｲﾁ

茨城県 GROWING Racing Team

734

1500222 斉藤 茂

ｻｲﾄｳ ｼｹﾞﾙ

東京都 コムリン

736

1601016 佐藤 正敏

ｻﾄｳ ﾏｻﾄｼ

埼玉県 コムリン

738

1702102 奥秋 篤

ｵｸｱｷ ｱﾂｼ

東京都 コムリン

740

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

742

1700699 波田野 達

ﾊﾀﾉ ｲﾀﾙ

千葉県 サイクルフリーダム・レーシング

744

1600397 宮森 隆幸

ﾐﾔﾓﾘ ﾀｶﾕｷ

栃木県 彩北ツブラーゼ

746

1700210 皆川 孝

ﾐﾅｶﾞﾜ ﾀｶｼ

新潟県 サガミレーシング

748

1501669 椎貝 竜哉

ｼｲｶﾞｲ ﾘｭｳﾔ

栃木県 じてんしゃの杜

750

1700506 新井 学

ｱﾗｲ ﾏﾅﾌﾞ

埼玉県 シャークアイランド

752

1101595 藤澤 浩

ﾌｼﾞｻﾜ ﾋﾛｼ

栃木県 ＳＵＢＡＲＵ ＲＴ

754

1501278 横田 隼人

ﾖｺﾀ ﾊﾔﾄ

埼玉県 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ

756

1700604 今井 雄一

ｲﾏｲ ﾕｳｲﾁ

東京都 Team 自転車処 風輪

758

1700693 藤瀬 賢樹

ﾌｼﾞｾ ｹﾝｼﾞｭ

千葉県 Team 自転車処 風輪

760

1200079 古川 肇栄

ﾌﾙｶﾜ ﾓﾄﾋﾃﾞ

神奈川 Team BFY Racing

762

0100736 魚田 勝彦

ｳｵﾀ ｶﾂﾋｺ

埼玉県 Team CUORE

764

1700690 村山 悠平

ﾑﾗﾔﾏ ﾕｳﾍｲ

千葉県 TEAM GIRO 360

766

9700788 藤橋 亮

ﾌｼﾞﾊｼ ﾘｮｳ

千葉県 チーム・チェブロ

768

1500650 高田 昌秀

ﾀｶﾀﾞ ﾖｼﾋﾃﾞ

奈良県 Team まんま

770

1600295 佐藤 裕太

ｻﾄｳ ﾕｳﾀ

東京都 TEAM YOU CAN

774

1100352 鈴木 涼也

ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾔ

栃木県 TRAILBLAZER

776

1001402 谷口 義典

ﾔｸﾞﾁ ﾖｼﾉﾘ

茨城県 なるしまフレンド

778

1600254 佐々木 智史

ｻｻｷ ｻﾄｼ

東京都 なるしまフレンド

780

1600645 高森 史弥

ﾀｶﾓﾘ ﾌﾐﾋﾛ

神奈川 HAMMER!!BROS

782

1701128 西本 健三郎

ﾆｼﾓﾄ ｹﾝｻﾞﾌﾞﾛｳ

東京都 Piacere YAMA Racing

784

1500713 鈴木 進之介

ｽｽﾞｷ ｼﾝﾉｽｹ

千葉県 BMレーシングZUNOW

786

1000211 馬場 克行

ﾊﾞﾊﾞ ｶﾂﾕｷ

神奈川 HIRAKO.mode

788

1600226 田中 雄介

ﾀﾅｶ ﾕｳｽｹ

東京都 FORCE

790

1702396 斎藤 剛

ｻｲﾄｳ ﾂﾖｼ

東京都 FORCE

792

1700556 浅野 涼太

ｱｻﾉ ﾘｮｳﾀ

栃木県 ブラウ・ブリッツェン

794

1700564 茂木 大飛

ﾓﾃｷﾞ ﾋﾛﾄ

栃木県 ブラウ・ブリッツェン

796

1500419 菊地 優斗

ｷｸﾁ ﾕｳﾄ

栃木県 ブラウ・ブリッツェン

798

1700601 川田 翔太

ｶﾜﾀﾞ ｼｮｳﾀ

東京都 FLECHA

800

1702111 末澤 正太郎

ｽｴｻﾞﾜ ｼｮｳﾀﾛｳ

愛知県 BREZZA-KAMIHAGI

802

1500159 高杉 知彰

ﾀｶｽｷﾞ ﾄﾓｱｷ

神奈川 PROJECT-Y

804

1502719 篠原 輝利

ｼﾉﾊﾗ ｷﾘ

茨城県 ボンシャンス

806

1600667 名渕 光希

ﾅﾌﾞﾁ ｺｳｷ

栃木県 Honda 栃木 JET
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808

1700542 パク ジョンオン

ﾊﾟｸ ｼﾞｮﾝｵﾝ

栃木県 Honda 栃木 JET

810

1600008 高山 秀樹

ﾀｶﾔﾏ ﾋﾃﾞｷ

大阪府 MUUR zero Velofutur

812

1502111 相原 晴一朗

ｱｲﾊﾗ ｾｲｲﾁﾛｳ

神奈川 横浜高校自転車競技部

814

1600392 海老原 一久

ｴﾋﾞﾊﾗ ｶｽﾞﾋｻ

栃木県 RIDE Freaks

816

1201659 大塚 慎一

ｵｵﾂｶ ｼﾝｲﾁ

茨城県 RIDE Freaks

818

9702882 吉池 司

ﾖｼｲｹ ﾂｶｻ

神奈川 Racing CUBE

820

1602706 國見 洋光

ｸﾆﾐ ﾋﾛﾐﾂ

東京都 Roppongi Express

822

1700862 林 建佑

ﾊﾔｼ ｹﾝｽｹ

愛知県 Ｙ’ｓ Ｒｏａｄ

824

1400094 小田島 篤

ｵﾀﾞｼﾏ ｱﾂｼ

千葉県 湾岸サイクリング・ユナイテッド

826

1702582 佐藤 竜也

ｻﾄｳ ﾀﾂﾔ

千葉県 湾岸サイクリング・ユナイテッド

8/8

