
【クラスタ：E3　1組】　73名　　8：10　スタート　　 2015.10.19
No. 選手ID 選手名 ｶﾅ 登録地 ﾁｰﾑ名
601 1500519 福田 和晃 ﾌｸﾀﾞ ｶｽﾞｱｷ 愛知県 アーティファクトレーシングチーム
603 1402356 和田 清秀 ﾜﾀﾞ ｷﾖﾋﾃﾞ 埼玉県 ALTOPIANO
605 1500885 塩澤 魁 ｼｵｻﾞﾜ ｶｲ 愛知県 インパルス
607 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
609 1100603 畑中 滋 ﾊﾀﾅｶ ｼｹﾞﾙ 三重県 KINAN AACA
611 1402392 山本 哲 ﾔﾏﾓﾄ ﾃﾂ 京都府 CLOUD 9ers
613 1100453 山野井 哲実 ﾔﾏﾉｲ ｻﾄﾐ 大阪府 クラブシルベスト
615 0400286 冨田 厚志 ﾄﾐﾀ ｱﾂｼ 愛知県 ｸﾗﾌﾞGiro
617 1300377 ⼩林 直樹 ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵｷ 愛知県 KOGMA Racing
619 1402279 森 勇太 ﾓﾘ ﾕｳﾀ 東京都 駒澤大学⾃転⾞部
621 1201534 富家 悠太 ﾄﾐﾔ ﾕｳﾀ 東京都 駒澤大学⾃転⾞部
623 1400079 島田 英樹 ｼﾏﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ 大阪府 Ｓａｋａｔａｎｉ Ｒａｃｉｎｇ
625 9701947 堀口 忠男 ﾎﾘｸﾞﾁ ﾀﾀﾞｵ 大阪府 Ｓａｋａｔａｎｉ Ｒａｃｉｎｇ
627 1301407 山崎 昌宣 ﾔﾏｻﾞｷ ｱｷﾉﾘ 大阪府 C-WASP
629 1402214 藤田 隼也 ﾌｼﾞﾀ ｼｭﾝﾔ 大阪府 ZIPPY CYCLE CLUB
631 1000955 雲川 貴司 ｸﾓｶﾜ ﾀｶｼ 大阪府 ZIPPY CYCLE CLUB
633 JBSHA04 中村 義之 ﾅｶﾑﾗ ﾖｼﾕｷ 埼玉県 シャークアイランド
635 1010008 北嶋 択郎 ｷﾀｼﾞﾏ ﾀｸﾛｳ 静岡県 Squadra di LAVORANTE
637 1400013 永坂 允 ﾅｶﾞｻｶ ﾏｺﾄ 静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ
639 JBSPA01 高村 昌克 ﾀｶﾑﾗ ﾏｻｶﾂ 静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ
641 1301789 大森 修平 ｵｵﾓﾘ ｼｭｳﾍｲ 神奈川 ＳＥＫＩＹＡ
643 1200035 三上 勇輝 ﾐｶﾐ ﾕｳｷ 岡山県 SAUCE DEVELOPMENT
645 1502199 秦 幸広 ﾊﾀ ﾕｷﾋﾛ 大阪府 SAUCE DEVELOPMENT
647 0700203 大島 正義 ｵｵｼﾏ ﾏｻﾖｼ 大阪府 チーム スクアドラ
649 JBTSR07 佐藤 友飛 ｻﾄｳ ﾕｳﾄ 大阪府 チーム スクアドラ
651 1300060 山本 直史 ﾔﾏﾓﾄ ﾅｵﾌﾐ 大阪府 チーム スクアドラ
653 JBDAD01 宮地 雄司 ﾐﾔﾁ ﾕｳｼﾞ 岐阜県 Ｔｅａｍ-ＤＡＤＤＹ
655 1500334 大神 武之 ｵｵｶﾞﾐ ﾀｹｼ 大阪府 チーム・アヴェル
657 1400388 横山 裕一 ﾖｺﾔﾏ ﾕｳｲﾁ 兵庫県 チーム・アヴェル
659 1400540 本山 英樹 ﾓﾄﾔﾏ ﾋﾃﾞｷ 大阪府 チーム・アヴェル
661 0200341 松本 秀浩 ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾃﾞﾋﾛ 大阪府 チーム ＷＥＡＥＫＥＮＤ
663 1400295 大森 健一 ｵｵﾓﾘ ｹﾝｲﾁ 広島県 Team Kermis Cross
665 1001926 谷名 修一 ﾀﾆﾅ ｼｭｳｲﾁ 京都府 チーム・シルクロード
667 1400805 忍田 基明 ｵｼﾀﾞ ﾓﾄｱｷ 東京都 Ｔｅａｍ ＦＩＴＴＥ
669 0800346 河井 貴彦 ｶﾜｲ ﾀｶﾋｺ 愛知県 Ｔｅａｍまるいちエヴァディオ
671 1400321 水野 勝仁 ﾐｽﾞﾉ ｶﾂﾋﾄ 愛知県 チームヤマシゲ
673 1100462 横井 健夫 ﾖｺｲ ﾀｹｵ 愛知県 チームヤマシゲ
675 1401908 新松 弘祥 ｼﾝﾏﾂ ﾋﾛﾖｼ 愛知県 TeamRuedaNAGOYA
677 1500653 友池 諒 ﾄﾓｲｹ ﾘｮｳ 福岡県 チーム ロンボクリアン
679 JBTSU01 ⼩池 翔万 ｺｲｹ ｼｮｳﾏ 三重県 TSU RACING
681 1300448 三島 孝博 ﾐｼﾏ ﾀｶﾋﾛ 愛知県 DESTRA
683 JBACT02 平 泰徳 ﾋﾗ ﾔｽﾉﾘ 石川県 DESTRA
685 1400655 石河 良介 ｲｼｶﾜ ﾘｮｳｽｹ 愛知県 天狗党
687 JBDNR02 岩間 祐治 ｲﾜﾏ ﾕｳｼﾞ 愛知県 DENSO RACING
689 1300795 山本 智哉 ﾔﾏﾓﾄ ﾄﾓﾔ 愛知県 DENSO RACING
691 1300519 ⿅倉 大 ｼｶｸﾗ ﾏｻﾙ 愛知県 DENSO RACING
693 JBTVE02 田渕 君幸 ﾀﾌﾞﾁ ｷﾐﾕｷ 東京都 TOKYO VENTOS
695 9901626 渡邉 哲平 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾃｯﾍﾟｲ 京都府 ナカガワＡＳ・Ｋʼデザイン
697 1200387 ⽼ 昭浩 ｵｲ ｱｷﾋﾛ 大阪府 ナカガワＡＳ・Ｋʼデザイン
699 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
701 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
703 JBNXT07 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
705 0600190 寺部 信 ﾃﾗﾍﾞ ｼﾝ 愛知県 Ｖａ ｂｅｎｅ天狗党
707 JBBAL05 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
709 JBBAL06 松井 大地 ﾏﾂｲ ﾀﾞｲﾁ 富山県 バルバレーシングクラブ
711 1300076 近藤 貴仁 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｶﾋﾄ 神奈川 HIRAKO.mode
713 0400200 高林 秀樹 ﾀｶﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞｷ 静岡県 フィッツ
715 1400269 尾形 駿 ｵｶﾞﾀ ｼｭﾝ 栃木県 ブラウ・ブリッツェン
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717 1400291 渡部 譲二 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｮｳｼﾞ 広島県 voyAge cycling team
719 1400226 中山 文平 ﾅｶﾔﾏ ﾌﾞﾝﾍﾟｲ 栃木県 Honda 栃木 JET
721 1200770 郷原 輝久 ｺﾞｳﾊﾗ ﾃﾙﾋｻ 京都府 masahikomifune.com CyclingTeam
723 1201523 原田 友隆 ﾊﾗﾀﾞ ﾄﾓﾀｶ 静岡県 ミソノイレーシングチーム
725 JBMIS04 森田 涼 ﾓﾘﾀ ﾘｮｳ 静岡県 ミソノイレーシングチーム
727 0100269 畦地 利哉 ｱｾﾞﾁ ﾄｼﾔ 岐阜県 名岐ベンド
729 1300542 大友 皓平 ｵｵﾄﾓ ｺｳﾍｲ 石川県 モジュマ  エリアゼロナナゴ
731 1200403 河野 俊夫 ｺｵﾉ ﾄｼｵ 愛知県 ユーロード レーシング
733 1400662 稲葉 智栄 ｲﾅﾊﾞ ﾄﾓｴ 愛知県 ユーロード レーシング
735 1400323 花井 宏明 ﾊﾅｲ ﾋﾛｱｷ 愛知県 ユーロード レーシング
737 JBLFR04 高井 一平 ﾀｶｲ ｲｯﾍﾟｲ 兵庫県 Life Ride
739 1400975 松田 真也 ﾏﾂﾀﾞ ｼﾝﾔ 愛知県 RITCHEY BREZZAカミハギRT
741 1500966 倉田 育実 ｸﾗﾀ ｲｸﾐ 愛知県 RITCHEY BREZZAカミハギRT
743 JBRCT01 間所 智幸 ﾏﾄﾞｺﾛ ﾄﾓﾕｷ 滋賀県 Ring×2 Cycling Team
745 JBTMY05 関根 啓総 ｾｷﾈ ﾋﾛﾐﾁ 埼玉県 Ｙʼｓ Ｒｏａｄ
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【クラスタ：E3　2組】　73名　　8：50　スタート　　 2015.10.19
No. 選手ID 選手名 ｶﾅ 登録地 ﾁｰﾑ名
602 1100198 岩崎 基規 ｲﾜｻｷ ﾓﾄﾉﾘ 埼玉県 ACQUA TAMA
604 1300476 佐藤 圭一 ｻﾄｳ ｹｲｲﾁ 愛知県 イナーメ信濃山形-EFT
606 1300141 東 健司 ﾋｶﾞｼ ｹﾝｼﾞ 神奈川 MKⅢ
608 1500278 高橋 育 ﾀｶﾊｼ ｲｸ 千葉県 オッティモ
610 JBCLD01 広瀬 ⻯太 ﾋﾛｾ ﾘｭｳﾀ 京都府 CLOUD 9ers
612 0900153 岩城 和宏 ｲﾜｷ ｶｽﾞﾋﾛ 大阪府 クラブシルベスト
614 1400766 木下 俊男 ｷﾉｼﾀ ﾄｼｵ 愛知県 ｸﾗﾌﾞGiro
616 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
618 1400362 加塩 弘一 ｶｼｵ ｺｳｲﾁ 岐阜県 KOGMA Racing
620 1101009 杉野 元基 ｽｷﾞﾉ ｹﾞﾝｷ 愛知県 駒澤大学⾃転⾞部
622 JBCFR05 家崎 隆 ｲｴｻﾞｷ ﾀｶｼ 千葉県 サイクルフリーダムレーシング
624 1301468 山本 修司 ﾔﾏﾓﾄ ｼｭｳｼﾞ 大阪府 Ｓａｋａｔａｎｉ Ｒａｃｉｎｇ
626 1300070 北山 純 ｷﾀﾔﾏ ｼﾞｭﾝ 大阪府 Ｓａｋａｔａｎｉ Ｒａｃｉｎｇ
628 1400043 ⼾梶 創 ﾄｶｼﾞ ﾊｼﾞﾒ 大阪府 C-WASP
630 1500309 森川 晃⾏ ﾓﾘｶﾜ ｱｷﾕｷ 奈良県 ZIPPY CYCLE CLUB
632 JBSHA05 田口 紀昭 ﾀｸﾞﾁ ﾉﾘｱｷ 埼玉県 シャークアイランド
634 1400016 新谷 和洋 ｼﾝﾀﾆ ｶｽﾞﾋﾛ 静岡県 Squadra di LAVORANTE
636 JBSDL01 佐々木 洸 ｻｻｷ ﾀｹｼ 静岡県 Squadra di LAVORANTE
638 0001593 杉本 敦志 ｽｷﾞﾓﾄ ｱﾂｼ 静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ
640 1300017 内山 紀寿 ｳﾁﾔﾏ ﾉﾘﾋｻ 静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ
642 1402317 有益 伸一 ｱﾘﾏｽ ｼﾝｲﾁ 神奈川 ＳＥＫＩＹＡ
644 JBNFC01 淡井 裕太 ｱﾜｲ ﾕｳﾀ 兵庫県 SAUCE DEVELOPMENT
646 0800315 栗栖 嵩 ｸﾘｽ ﾀｶｼ 北海道 チーム GSエバーウィン
648 1400544 抽冬 充央 ﾇｸﾄｳ ｱﾂｵ 大阪府 チーム スクアドラ
650 JBTSR02 八木 汰珠 ﾔｷﾞ ﾀｲｼﾞｭ 大阪府 チーム スクアドラ
652 1400141 ⻑妻 暁 ﾅｶﾞﾂﾏ ｱｷﾗ 神奈川 TEAM SPORTS KID
654 1301381 原 健輔 ﾊﾗ ｹﾝｽｹ 岐阜県 Ｔｅａｍ-ＤＡＤＤＹ
656 1400078 三ツ國 拓也 ﾐﾂｸﾆ ﾀｸﾔ 大阪府 チーム・アヴェル
658 1400562 岡林 ⽞将 ｵｶﾊﾞﾔｼ ﾉﾘﾕｷ 大阪府 チーム・アヴェル
660 1300385 古川 哲也 ﾌﾙｶﾜ ﾃﾂﾔ 大阪府 チーム ＷＥＡＥＫＥＮＤ
662 JBCUO05 平賀 康一 ﾋﾗｶﾞ ｺｳｲﾁ 東京都 Team CUORE
664 1400292 富永 将宇 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾏｻﾀｶ 広島県 Team Kermis Cross
666 1500198 國定 洋光 ｸﾆｻﾀﾞ ﾋﾛﾐﾂ 東京都 Ｔｅａｍ ＦＩＴＴＥ
668 JBMAR01 ⼩野 豊 ｵﾉ ﾕﾀｶ 愛知県 Ｔｅａｍまるいちエヴァディオ
670 1300132 河内 博⾏ ｶﾜﾁ ﾋﾛﾕｷ 奈良県 Team まんま
672 1100463 山田 大嗣 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｲｼ 愛知県 チームヤマシゲ
674 1301805 落合 友樹 ｵﾁｱｲ ﾕｳｷ 愛知県 TeamRuedaNAGOYA
676 JBRNG04 久野 太志 ﾋｻﾉ ﾌﾄｼ 愛知県 TeamRuedaNAGOYA
678 1500655 ⽇下部 惣太 ｸｻｶﾍﾞ ｿｳﾀ 福岡県 チーム ロンボクリアン
680 1300441 倉田 裕之 ｸﾗﾀ ﾋﾛﾕｷ 愛知県 DESTRA
682 1300452 三谷 尚史 ﾐﾀﾆ ﾋｻｼ 愛知県 DESTRA
684 1301727 内丸 達也 ｳﾁﾏﾙ ﾀﾂﾔ 愛知県 DESTRA
686 1402110 近藤  尚弥 ｺﾝﾄﾞｳ ﾅｵﾔ 愛知県 DENSO RACING
688 1300599 馬淵 誠也 ｳﾏﾌﾞﾁ ｾｲﾔ 愛知県 DENSO RACING
690 9900286 伊藤 嘉浩 ｲﾄｳ ﾖｼﾋﾛ 岐阜県 DENSO RACING
692 1300062 得津 光司 ﾄｸﾂ ｺｳｼﾞ 大阪府 東海大学付属仰星高等学校 
694 1000167 ⼩杉 亮太 ｺｽｷﾞ ﾘｮｳﾀ 石川県 トンデモクラブ ＣＳＫＡＧＡ
696 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
698 0501052 若⽣ 正剛 ﾜｺｳ ｾｲｺﾞｳ 東京都 なるしまフレンド
700 1400433 近藤 聡 ｺﾝﾄﾞｳ ｻﾄｼ 東京都 なるしまフレンド
702 1402072 ⻑濱 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
704 1400046 上 敏浩 ｶﾐ ﾄｼﾋﾛ 大阪府 ネクストリーム・うどん棒
706 1400654 太田 達也 ｵｵﾀ ﾀﾂﾔ 愛知県 Ｖａ ｂｅｎｅ天狗党
708 JBBAL07 川原 寛之 ｶﾜﾊﾗ ﾖｼﾕｷ 富山県 バルバレーシングクラブ
710 1401733 ⻑瀬 寛之 ﾅｶﾞｾ ﾋﾛﾕｷ ⻑野県 B-SOUL
712 1000211 馬場 克⾏ ﾊﾞﾊﾞ ｶﾂﾕｷ 神奈川 HIRAKO.mode
714 JBBBL03 江口 成臣 ｴｸﾞﾁ ﾅﾙｵﾐ 栃木県 ブラウ・ブリッツェン
716 JBFSA01 築山 元樹 ﾂｷﾔﾏ ｹﾞﾝｷ 岡山県 ＦＲＥＥＳＰＥＥＤ
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718 1402160 富元 久雄 ﾄﾐﾓﾄ ﾋｻｵ 埼玉県 Honda 栃木 JET
720 0901303 ⻲岡 晋也 ｶﾒｵｶ ｼﾝﾔ 愛媛県 masahikomifune.com CyclingTeam
722 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
724 JBMIS03 森田 翔 ﾓﾘﾀ ｼｮｳ 静岡県 ミソノイレーシングチーム
726 5025276 ⼩山 智也 ｺﾔﾏ ﾄﾓﾔ 大阪府 MUUR zero Velofutur
728 1400815 臼井 洋平 ｳｽｲ ﾖｳﾍｲ 岐阜県 名岐ベンド
730 1400659 林 岳⼈ ﾊﾔｼ ﾀｹﾄ 愛知県 ユーロード レーシング
732 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
734 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
736 1200405 神野 太一 ｼﾞﾝﾉ ﾀｲﾁ 愛知県 ユーロード レーシング
738 1500813 堀田 耕司 ﾎｯﾀ ｺｳｼﾞ 愛知県 RITCHEY BREZZAカミハギRT
740 0500362 森下 大剛 ﾓﾘｼﾀ ﾀﾞｲｺﾞｳ 愛知県 RITCHEY BREZZAカミハギRT
742 JBRCT02 宮本 悠平 ﾐﾔﾓﾄ ﾕｳﾍｲ 大阪府 Ring×2 Cycling Team
744 1501559 高橋 幸也 ﾀｶﾊｼ ﾕｷﾔ 神奈川 Racing CUBE
746 1500192 白井 真⼈ ｼﾗｲ ﾏｻﾄ 東京都 Ｙʼｓ Ｒｏａｄ
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