第５回 JBCF おおいたいこいの道クリテリウム
【クラスタ：E1 レースレーティング：B】 43名
No. 選手ID
選手名
ｶﾅ

2018.10.09
登録地

ﾁｰﾑ名

601 1000463 石井 祥平

ｲｼｲ ｼｮｳﾍｲ

神奈川 アーティファクトレーシングチーム

602 1700238 武井 裕

ﾀｹｲ ﾕｳ

神奈川 アーティファクトレーシングチーム

603 1700251 羽上田 明彦

ﾊｼﾞｮｳﾀﾞ ｱｷﾋｺ

神奈川 アーティファクトレーシングチーム

604 1502455 田中 隆太

ﾀﾅｶ ﾘｭｳﾀ

広島県 voyAge cycling team

605 1502247 横手 徳広

ﾖｺﾃ ﾄｸﾋﾛ

福岡県 voyAge cycling team

606 1700035 花田 金之介

ﾊﾅﾀﾞ ｷﾝﾉｽｹ

大阪府 備北

607 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

608 1502700 塚本 隼

ﾂｶﾓﾄ ﾊﾔﾄ

大阪府 大阪工業大学サイクリング部

609 0800054 湧川 将樹

ﾜｸｶﾞﾜ ﾏｻｷ

山口県 山口県自転車競技連盟・GRP

610 1100076 角田 光隆

ｽﾐﾀﾞ ﾐﾂﾀｶ

奈良県 EURO-WORKS Racing

611 1001922 森 俊夫

ﾓﾘ ﾄｼｵ

奈良県 EURO-WORKS Racing

612 1400141 長妻 暁

ﾅｶﾞﾂﾏ ｱｷﾗ

神奈川 FORCE

613 1801200 元木 晶央

ﾓﾄｷ ｱｷｵ

東京都 FORCE

614 1500217 八幡 光哉

ﾔﾊﾀ ﾐﾂﾔ

東京都 FORCE

615 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

616 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

617 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

618 1100638 山岡 健人

ﾔﾏｵｶ ｹﾝﾄ

愛媛県 TEAM LUPPI

619 1502777 生田目 修

ﾅﾏﾀﾒ ｵｻﾑ

栃木県 イナーメ信濃山形-EFT

620 0901303 亀岡 晋也

ｶﾒｵｶ ｼﾝﾔ

愛媛県 masahikomifune.com CyclingTeam

621 1400047 菅谷 修

ｽｶﾞﾔ ｵｻﾑ

東京都 MIVRO

622 1200035 三上 勇輝

ﾐｶﾐ ﾕｳｷ

大阪府 SAUCE DEVELOPMENT

623 1601925 梅澤 幹太

ｳﾒｻﾞﾜ ｶﾝﾀ

愛媛県 エキップユーレーシング

624 1201705 中屋 貴義

ﾅｶﾔ ﾀｶﾖｼ

高知県 パラティアムTOKYO

625 1501960 村井 寛

ﾑﾗｲ ﾋﾛｼ

大阪府 パナソニックレーシング

626 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

627 9901846 大倉 健一

ｵｵｸﾗ ｹﾝｲﾁ

東京都 セオレーシング

628 1101927 小倉 秀彦

ｵｸﾞﾗ ﾋﾃﾞﾋｺ

東京都 セオレーシング

629 1800028 佐藤 俊雄

ｻﾄｳ ﾄｼｵ

兵庫県 TEAM

630 1502466 井上 健志

ｲﾉｳｴ ﾀｹｼ

熊本県 チームGINRIN熊本

632 1600075 坂川 達行

ｻｶｶﾞﾜ ﾀﾂﾕｷ

広島県 Team Kermis Cross

633 1301684 廣本 凌也

ﾋﾛﾓﾄ ﾘｮｳﾔ

広島県 Team Kermis Cross

634 1301690 藤野 竜弥

ﾌｼﾞﾉ ﾀﾂﾔ

広島県 Team Kermis Cross

635 1600036 井清 大樹

ｲｾｲ ﾀﾞｲｷ

大阪府 TRAILBLAZER

636 1400602 岩切 弘輝

ｲﾜｷﾘ ﾋﾛｷ

大分県 津末レーシング

638 0500685 清水 一弘

ｼﾐｽﾞ ｶｽﾞﾋﾛ

富山県 Team UKYO Reve

639 1500211 高橋 叶平

ﾀｶﾊｼ ｷｮｳﾍｲ

広島県 Team UKYO Reve

640 1100565 宮田 久生

ﾐﾔﾀ ﾋｻｵ

広島県 Team UKYO Reve

641 1700212 満上 亘

ﾐﾂｶﾐ ﾜﾀﾙ

福岡県 VC FUKUOKA（エリート）

642 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

643 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

644 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

645 1800333 小林 亮

ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳ

兵庫県 soleil de lest
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all out

第５回 JBCF おおいたいこいの道クリテリウム
【クラスタ：E2 レースレーティング：C】 37名
No. 選手ID
選手名
ｶﾅ

2018.10.09
登録地

ﾁｰﾑ名

651 1600649 木本 譲司

ｷﾓﾄ ｼﾞｮｳｼﾞ

宮崎県 エイル宮崎

652 1201133 田崎 竜成

ﾀｻｷ ﾘｭｳｾｲ

鹿児島 エイル宮崎

653 1500347 川上 豪仁

ｶﾜｶﾐ ﾀｹﾋﾄ

福岡県 Ｂｌｕｅ Ｇｒａｓｓ

654 1502296 若林 孝紀

ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾀｶﾉﾘ

広島県 備北

656 0801454 井上 無我

ｲﾉｳｴ ﾑｶﾞ

山口県 山口県自転車競技連盟・GRP

657 1200445 岡本 順

ｵｶﾓﾄ ｼﾞｭﾝ

山口県 山口県自転車競技連盟・GRP

658 1700388 平井 貴志

ﾋﾗｲ ﾀｶｼ

山口県 山口県自転車競技連盟・GRP

659 0100423 真鍋 英祐

ﾏﾅﾍﾞ ｴｲｽｹ

山口県 山口県自転車競技連盟・GRP

660 1700036 早苗 拓海

ｻﾅｴ ﾀｸﾐ

広島県 エキップ

661 1000400 小林 秀雄

ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞｵ

東京都 FAST LANE Racing

662 1500224 後藤 圭史

ｺﾞﾄｳ ｹｲｼﾞ

東京都 FORCE

663 1502126 杭田 翔太

ｸｴﾀﾞ ｼｮｳﾀ

岡山県 SAUCE DEVELOPMENT

664 1600352 服平 和樹

ﾌｸﾍﾞ ｶｽﾞｷ

大分県 SAUCE DEVELOPMENT

665 1602205 鈴木 大

ｽｽﾞｷ ﾀﾞｲ

広島県 なるしまフレンド

666 1700198 川口 照悟

ｶﾜｸﾞﾁ ｼｮｳｺﾞ

福岡県 ＰＡＲＡＢＯＬＡイワイシーガル

667 1700197 水町 勝彦

ﾐｽﾞﾏﾁ ｶﾂﾋｺ

福岡県 ＰＡＲＡＢＯＬＡイワイシーガル

668 1800091 新井 秀人

ｱﾗｲ ﾋﾃﾞﾄ

兵庫県 Rapha Cycling Club

669 1801013 榊原 航太

ｻｶｷﾊﾞﾗ ｺｳﾀ

神奈川 Racing CUBE

670 9701947 堀口 忠男

ﾎﾘｸﾞﾁ ﾀﾀﾞｵ

大阪府 Ｓａｋａｔａｎｉ Ｒａｃｉｎｇ

671 0000387 大橋 克弘

ｵｵﾊｼ ｶﾂﾋﾛ

静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

672 1802568 原田 将人

ﾊﾗﾀﾞ ﾏｻﾄ

兵庫県 TEAM

673 1700578 一丸 裕介

ｲﾁﾏﾙ ﾕｳｽｹ

徳島県 徳島サイクルレーシング

674 1700538 八木 健太

ﾔｷﾞ ｹﾝﾀ

高知県 徳島サイクルレーシング

675 1400499 左迫間 昭一

ｻｺﾏ ｼｮｳｲﾁ

熊本県 チームGINRIN熊本

676 1602669 武富 正芳

ﾀｹﾄﾐ ﾏｻﾖｼ

熊本県 チームGINRIN熊本

677 1400295 大森 健一

ｵｵﾓﾘ ｹﾝｲﾁ

広島県 Team Kermis Cross

678 1501045 木原 与志寛

ｷﾊﾗ ﾖｼﾋﾛ

広島県 Team Kermis Cross

679 1400292 富永 将宇

ﾄﾐﾅｶﾞ ﾏｻﾀｶ

広島県 Team Kermis Cross

680 0700657 河合 達朗

ｶﾜｲ ﾀﾂﾛｳ

宮崎県 Ｙ’ｓ Ｒｏａｄ

682 1700456 福永 将太

ﾌｸﾅｶﾞ ｼｮｳﾀ

大分県 津末レーシング

684 1201199 三重野 将章

ﾐｴﾉ ﾏｻｱｷ

大分県 津末レーシング

685 1802207 秋好 佑太

ｱｷﾖｼ ﾕｳﾀ

福岡県 VC FUKUOKA（エリート）

686 0800384 小川 洸

ｵｶﾞﾜ ﾋｶﾙ

京都府 VC VELOCE

687 1500019 溝畑 悟

ﾐｿﾞﾊﾀ ｻﾄﾙ

大阪府 VC VELOCE

688 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

689 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

690 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
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ティラン

all out

第５回 JBCF おおいたいこいの道クリテリウム
【クラスタ：E3 レースレーティング：D】 48名
No. 選手ID
選手名
ｶﾅ

2018.10.09
登録地

ﾁｰﾑ名

721 1802384 池田 健

ｲｹﾀﾞ ﾀｹｼ

宮崎県 エイル宮崎

722 1802383 石山 和真

ｲｼﾔﾏ ｶｽﾞﾏ

宮崎県 エイル宮崎

723 1400938 泊 義浩

ﾄﾏﾘ ﾖｼﾋﾛ

宮崎県 エイル宮崎

725 1800541 谷崎 雄樹

ﾀﾆｻﾞｷ ﾕｳｷ

熊本県 ＴＥＡＭ

ＢＩＧＢＡＮＧ

ＩＭＰ

727 1800453 南 翔平

ﾐﾅﾐ ｼｮｳﾍｲ

熊本県 ＴＥＡＭ

ＢＩＧＢＡＮＧ

ＩＭＰ

728 1800197 赤峰 宏典

ｱｶﾐﾈ ﾋﾛﾉﾘ

千葉県 サイクルフリーダム・レーシング

732 1802354 前田 颯音

ﾏｴﾀﾞ ﾊﾔﾄ

広島県 eNShare Cycling Team

734 9802484 植木 康文

ｳｴｷ ﾔｽﾌﾐ

山口県 山口県自転車競技連盟・GRP

736 1700546 中田 辰朗

ﾅｶﾀ ﾀﾂﾛｳ

山口県 山口県自転車競技連盟・GRP

737 1802119 原 直人

ﾊﾗ ﾅｵﾄ

山口県 山口県自転車競技連盟・GRP

738 1800265 福田 健一

ﾌｸﾀﾞ ｹﾝｲﾁ

山口県 山口県自転車競技連盟・GRP

739 1801335 上野 瑞貴

ｳｴﾉ ﾐｽﾞｷ

広島県 エキップ

ティラン

740 1801461 松浦 広明

ﾏﾂｳﾗ ﾋﾛｱｷ

広島県 エキップ

ティラン

741 1800097 玉仙 健一

ｷﾞｮｸｾﾝ ｹﾝｲﾁ

神奈川 FORCE

742 1702977 大岡 佑誠

ｵｵｵｶ ﾕｳｾｲ

愛媛県 TEAM LUPPI

743 1600008 高山 秀樹

ﾀｶﾔﾏ ﾋﾃﾞｷ

大阪府 MUUR

744 1800431 橋口 慎也

ﾊｼｸﾞﾁ ｼﾝﾔ

長崎県 ﾈｽﾄ ﾅｶﾞｻｷ

745 1800744 濱田 剛志

ﾊﾏﾀﾞ ﾂﾖｼ

長崎県 ﾈｽﾄ ﾅｶﾞｻｷ

746 1301940 廣田 力也

ﾋﾛﾀ ﾘｷﾔ

長崎県 ﾈｽﾄ ﾅｶﾞｻｷ

748 0700311 野口 英智

ﾉｸﾞﾁ ﾋﾃﾞﾄﾓ

福岡県 ＰＡＲＡＢＯＬＡイワイシーガル

749 1700199 深堀 理

ﾌｶﾎﾘ ﾏｻﾙ

福岡県 ＰＡＲＡＢＯＬＡイワイシーガル

750 1800058 田中 裕大郎

ﾀﾅｶ ﾕｳﾀﾛｳ

東京都 Rapha Cycling Club

751 1802402 安藤 圭吾

ｱﾝﾄﾞｳ ｹｲｺﾞ

山口県 Team Sciroco

752 1800317 河村 明信

ｶﾜﾑﾗ ｱｷﾉﾌﾞ

大分県 Team Sciroco

753 1802555 竹山 和輝

ﾀｹﾔﾏ ｶｽﾞｷ

大分県 Team Sciroco

754 1700735 西嶋 康二郎

ﾆｼｼﾞﾏ ｺｳｼﾞﾛｳ

大分県 Team Sciroco

755 1402349 濱砂 友輝

ﾊﾏｽﾅ ﾕｳｷ

大分県 Team Sciroco

756

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶｼ

JB18441 渡辺 喬

－

Team Sciroco

758 1802534 岡崎 由幸

ｵｶｻﾞｷ ﾖｼﾕｷ

和歌山 TEAM SANREMO

759 1600006 石橋 征司

ｲｼﾊﾞｼ ｾｲｼﾞ

大阪府 TEAM

all out

760 1700323 坂本 恭平

ｻｶﾓﾄ ｷｮｳﾍｲ

京都府 TEAM

all out

761 1800057 中村 将也

ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾔ

大阪府 TEAM

all out

762 1100552 片山 紳

ｶﾀﾔﾏ ｼﾝﾔ

徳島県 徳島サイクルレーシング

763 1802893 三井 克造

ﾐﾂｲ ｶﾂｿﾞｳ

徳島県 徳島サイクルレーシング

764 1800268 三屋田 健介

ﾐﾔﾀ ｹﾝｽｹ

徳島県 徳島サイクルレーシング

765 1600525 安武 英治

ﾔｽﾀｹ ｴｲｼﾞ

熊本県 チームGINRIN熊本

766 1801489 太田 敬士

ｵｵﾀ ｹｲｼ

広島県 Team Kermis Cross

767 1801465 濱田 大海

ﾊﾏﾀﾞ ﾏｻﾐ

広島県 Team Kermis Cross

768 1800472 相原 武

ｱｲﾊﾗ ﾀｹｼ

埼玉県 Ｙ’ｓ Ｒｏａｄ

769 1800748 増田 佑哉

ﾏｽﾀﾞ ﾕｳﾔ

埼玉県 Ｙ’ｓ Ｒｏａｄ

773 1700369 小竹守 敦哉

ｺﾀｹﾓﾘ ｱﾂﾔ

岡山県 TRAILBLAZER

774 1700736 江藤 潤

ｴﾄｳ ｼﾞｭﾝ

大分県 津末レーシング

777 1502583 佐藤 弘典

ｻﾄｳ ﾋﾛﾉﾘ

大分県 津末レーシング

780 1500350 麻生 健也

ｱｿｳ ｹﾝﾔ

福岡県 VC FUKUOKA（エリート）
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781 1701966 中村 典

ﾅｶﾑﾗ ﾂｶｻ

福岡県 VC FUKUOKA（エリート）

782 1703117 山田 悠斗

ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾄ

福岡県 VC FUKUOKA（エリート）

783 1800272 彦久保 優紀

ﾋｺｸﾎﾞ ﾕｳｷ

神奈川 Yokopan Racing

785 1402338 比良 和巳

ﾋﾗ ｶｽﾞﾐ

鹿児島 セレクシオン南九州
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第５回 JBCF おおいたいこいの道クリテリウム
【クラスタ：F レースレーティング：F】 9名
No. 選手ID
選手名

2018.10.09
ｶﾅ

登録地

ﾁｰﾑ名

701 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

702 1800102 早瀬 恵子

ﾊﾔｾ ｹｲｺ

広島県 voyAge cycling team

703 1100515 前島 律子

ﾏｴｼﾞﾏ ﾘﾂｺ

東京都 チバポンズ

704 1801295 角島 紀子

ｶﾄﾞｼﾏ ﾉﾘｺ

山口県 山口県自転車競技連盟・GRP

706 1800749 植田 美香

ｳｴﾀﾞ ﾐｶ

埼玉県 サイタマサイクルプロジェクト

707 1800032 森本 保乃花

ﾓﾘﾓﾄ ﾎﾉｶ

大阪府 TEAM

708 1301657 仲村 陽子

ﾅｶﾑﾗ ﾖｳｺ

沖縄県 竹芝サイクルレーシング

710 1401321 根岸 恵美

ﾈｷﾞｼ ｴﾐ

岡山県 チーム岡山

711 1602704 久木野 衣美

ｸｷﾉ ｴﾐ

鹿児島 TEAM YOU CAN
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all out

