
【クラスタ：E3　1組】 100名　スタート時間　12：32 2016.07.12
No. 選手ID 選手名 カナ 登録地 チーム名
601 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
603 1500270 細矢 太樹 ﾎｿﾔ ﾀｲｷ 千葉県 AQULS内房レーシング
605 1400004 石川 勇人 ｲｼｶﾜ ﾊﾔﾄ 静岡県 イナーメ信濃山形-EFT
607 1600535 ⽻山 亮太 ﾊﾔﾏ ﾘｮｳﾀ 北海道 イングレッソ十勝
609 0001037 秋山 英也 ｱｷﾔﾏ ﾋﾃﾞﾔ ⻑野県 vitesse－ｲﾁｶﾜﾚｰｼﾝｸﾞﾁｰﾑ
611 1600308 大内 淳司 ｵｵｳﾁ ｱﾂｼ 茨城県 ＷＥ ＬＯＶＥ Ｏ２
613 1600305 篠崎 智裕 ｼﾉｻﾞｷ ﾄﾓﾋﾛ 茨城県 ＷＥ ＬＯＶＥ Ｏ２
615 1600593 小池 泰樹 ｺｲｹ ﾔｽｷ 茨城県 ＷＥ ＬＯＶＥ Ｏ２
617 1502748 小川 翔平 ｵｶﾞﾜ ｼｮｳﾍｲ 大阪府 velo club VENTO
619 0500032 ⽊村 将⾏ ｷﾑﾗ ﾏｻﾕｷ 神奈川 VENTOS FRECCIA
621 1600297 大⾥ 尚之 ｵｵｻﾄ ﾅｵﾕｷ 茨城県 エクストリームつくば
623 1300120 柏原 聡太 ｶｼﾊﾗ ｿｳﾀ 茨城県 エクストリームつくば
625 1600569 松井 建太 ﾏﾂｲ ｹﾝﾀ 宮城県 エルドラード・エスペランサ
627 1500951 奥山 太郎 ｵｸﾔﾏ ﾀﾛｳ 岩手県 エルドラード・エスペランサ
629 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
631 1300952 糸井 健太郎 ｲﾄｲ ｹﾝﾀﾛｳ 岩手県 エルドラード・エスペランサ
633 1600469 泉山 淳 ｲｽﾞﾐﾔﾏ ｱﾂｼ 千葉県 オッティモ
635 1600461 小林 崇 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶｼ 千葉県 オッティモ
637 1500274 大石 尚広 ｵｵｲｼ ﾅｵﾋﾛ 千葉県 オッティモ
639 1001243 坂本 真吾 ｻｶﾓﾄ ｼﾝｺﾞ 栃⽊県 OYAMA STARPLEX
641 1500608 石坂 智晃 ｲｼｻﾞｶ ﾄﾓｱｷ ⻑野県 快レーシング
643 0100056 三本⽊ 昭仁 ｻﾝﾎﾞﾝｷﾞ ｱｷﾋﾄ 福島県 郡山サイクルフレンズ
645 1201007 村上 充男 ﾑﾗｶﾐ ﾐﾂｵ 福島県 郡山サイクルフレンズ
647 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
649 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
651 1200421 坂手 潤一 ｻｶﾃ ｼﾞｭﾝｲﾁ 埼玉県 サイタマサイクルプロジェクト
653 1600397 宮森 隆幸 ﾐﾔﾓﾘ ﾀｶﾕｷ 栃⽊県 彩北ツブラーゼ
655 1601220 ⻑澤 渉 ﾅｶﾞｻﾜ ﾜﾀﾙ 東京都 GSエバーウィン
657 1502426 山本 洋平 ﾔﾏﾓﾄ ﾖｳﾍｲ 東京都 GSエバーウィン
659 1600322 高橋 啓一 ﾀｶﾊｼ ｹｲｲﾁ 群馬県 COW GUMMA
661 1600327 高橋 良太 ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳﾀ 群馬県 COW GUMMA
663 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
665 1500121 和田 健二 ﾜﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 埼玉県 シャークアイランド
667 1600317 関口 敦 ｾｷｸﾞﾁ ｱﾂｼ 群馬県 上毛レーシング
669 1600320 海⽼沼 雄二 ｴﾋﾞﾇﾏ ﾕｳｼﾞ 群馬県 上毛レーシング
671 1300295 小林 成輔 ｺﾊﾞﾔｼ ｾｲｽｹ 東京都 ＳＵＢＡＲＵ ＲＴ
673 1600752 鈴⽊ 耕太朗 ｽｽﾞｷ ｺｳﾀﾛｳ 群馬県 ＳＵＢＡＲＵ ＲＴ
675 0601593 白土 浩 ｼﾗﾄ ﾋﾛｼ 千葉県 SPACE DEVOTION
677 1500424 小荷田 泰正 ｶﾆﾀ ﾔｽﾏｻ 栃⽊県 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ
679 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
681 0501587 田中 智己 ﾀﾅｶ ﾄﾓﾐ 東京都 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ
683 JB16833 中道 翔太 ﾅｶﾐﾁ ｼｮｳﾀ 東京都 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ
685 1200439 古東 克敏 ｺﾄｳ ｶﾂﾄｼ 千葉県 セオレーシング
687 1401746 白石 正人 ｼﾗｲｼ ﾏｻﾄ 神奈川 SAUCE DEVELOPMENT
689 1602081 小泉 雅人 ｺｲｽﾞﾐ ﾏｻﾄ 東京都 TEAM SHIDO
691 1600644 平田 龍之介 ﾋﾗﾀ ﾘｭｳﾉｽｹ 神奈川 TEAM SHIDO
693 1600502 宮本 訓寛 ﾐﾔﾓﾄ ｸﾆﾋﾛ 大阪府 チーム スクアドラ
695 1600287 宍⼾ 宗太 ｼｼﾄﾞ ｿｳﾀ 東京都 TEAM SPORTS KID
697 1600278 御堂 ⼒哉 ﾐﾄﾞｳ ﾘｷﾔ 東京都 TEAM SPORTS KID
699 1500223 宮崎 翔太 ﾐﾔｻﾞｷ ｼｮｳﾀ 神奈川 Team BFY Racing
701 1400174 石川 靖洋 ｲｼｶﾜ ﾔｽﾋﾛ 神奈川 チーム・ウォークライド
703 1000383 佐藤 健二 ｻﾄｳ ｹﾝｼﾞ 東京都 チーム オーベスト
705 1001889 奥村 哲也 ｵｸﾑﾗ ﾃﾂﾔ 東京都 チーム オーベスト
707 1400804 鎌田 隆宏 ｶﾏﾀ ﾀｶﾋﾛ 東京都 チーム オーベスト
709 0901445 中曽 佑一 ﾅｶｿ ﾕｳｲﾁ 東京都 Team CUORE
711 1500317 鯉沼 篤史 ｺｲﾇﾏ ｱﾂｼ 千葉県 TEAM GIRO 360
713 0801521 佐野 彰彦 ｻﾉ ｱｷﾋｺ 千葉県 TEAM GIRO 360
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715 1500180 大⽊ 俊洋 ｵｵｷ ﾄｼﾋﾛ 東京都 Ｔｅａｍ ＦＩＴＴＥ
717 1600294 ⽵内 良太 ﾀｹｳﾁ ﾘｮｳﾀ 東京都 TEAM YOU CAN
719 1600331 神⼾ 駿 ｶﾝﾍﾞ ｼｭﾝ 群馬県 TRC PANAMAREDS
721 1600332 佐藤 駿 ｻﾄｳ ｼｭﾝ 群馬県 TRC PANAMAREDS
723 1502293 五十嵐 龍 ｲｶﾞﾗｼ ﾘｭｳ 埼玉県 docomo RT
725 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
727 1400410 赤塚 宏 ｱｶﾂｶ ﾋﾛｼ 東京都 なるしまフレンド
729 1600258 永井 信義 ﾅｶﾞｲ ﾉﾌﾞﾖｼ 東京都 なるしまフレンド
731 1100881 村上 淳 ﾑﾗｶﾐ ｼﾞｭﾝ 東京都 なるしまフレンド
733 1600254 佐々⽊ 智史 ｻｻｷ ｻﾄｼ 東京都 なるしまフレンド
735 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
737 1200411 酒井 宏幸 ｻｶｲ ﾋﾛﾕｷ 群馬県 HARP Racing Club
739 1600994 大谷 航也 ｵｵﾀﾆ ｺｳﾔ 神奈川 HAMMER!!BROS
741 1600645 高森 史弥 ﾀｶﾓﾘ ﾌﾐﾋﾛ 神奈川 HAMMER!!BROS
743 1200039 今⻄ 大地 ｲﾏﾆｼ ﾀﾞｲﾁ 東京都 パラティアムTOKYO
745 0200061 飯塚 航 ｲｲﾂﾞｶ ﾜﾀﾙ 東京都 パラティアムTOKYO
747 1502759 石神 宇 ｲｼｶﾞﾐ ﾀｶｼ 東京都 パラティアムTOKYO
749 1502532 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
751 1601896 水谷 和正 ﾐｽﾞﾀﾆ ｶｽﾞﾏｻ 富山県 バルバレーシングクラブ
753 1000020 石井 庸義 ｲｼｲ ﾉﾌﾞﾖｼ 千葉県 BMレーシングZUNOW
755 1300209 野添 雅人 ﾉｿﾞｴ ﾏｻﾋﾄ 神奈川 HIRAKO.mode
757 1600788 中村 大輔 ﾅｶﾑﾗ ﾀﾞｲｽｹ 神奈川 PHANTOM 湘南
759 1101171 藤崎 直哉 ﾌｼﾞｻｷ ﾅｵﾔ 神奈川 PHANTOM 湘南
761 1600276 香川 宏太 ｶｶﾞﾜ ｺｳﾀ 東京都 フィッツ
763 1400772 宮田 琢視 ﾐﾔﾀ ﾀｸﾐ 栃⽊県 ブラウ・ブリッツェン
765 1500690 関口 諒 ｾｷｸﾞﾁ ﾘｮｳ 栃⽊県 ブラウ・ブリッツェン
767 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
769 0700594 布施 光 ﾌｾ ﾋｶﾙ 埼玉県 Blanche Racing Team
771 0900835 石渕 哲 ｲｼﾌﾞﾁ ｻﾄｼ 茨城県 Honda 栃⽊ JET
773 1600268 ⻘⽊ 貴嗣 ｱｵｷ ﾀｶｼ 東京都 MIVRO
775 1602180 齋藤 ⻯二 ｻｲﾄｳ ﾘｭｳｼﾞ 東京都 MIVRO
777 0600447 岩島 啓太 ｲﾜｼﾏ ｹｲﾀ 東京都 MIVRO
779 1301937 ⻑谷川 翔一 ﾊｾｶﾞﾜ ｼｮｳｲﾁ 静岡県 Maidservant Subject
781 1600304 神原 真人 ｶﾝﾊﾞﾗ ﾏｻﾄ 茨城県 Unity
783 1300349 谷原 裕樹 ﾔﾊﾞﾗ ﾋﾛｷ 栃⽊県 RIDE Freaks
785 1600392 海⽼原 一久 ｴﾋﾞﾊﾗ ｶｽﾞﾋｻ 栃⽊県 RIDE Freaks
787 9700528 横田 正美 ﾖｺﾀ ﾏｻﾐ 栃⽊県 ﾘﾍﾞﾙﾀｽTOCHIGI BICYCLE CLUB
789 1602084 海藤 颯 ｶｲﾄｳ ﾊﾔﾃ 栃⽊県 ﾘﾍﾞﾙﾀｽTOCHIGI BICYCLE CLUB
791 1501727 下山 和也 ｼﾓﾔﾏ ｶｽﾞﾔ 宮城県 LinkTOHOKU
793 9702882 吉池 司 ﾖｼｲｹ ﾂｶｻ 神奈川 Racing CUBE
795 1600247 ⽵花 和浩 ﾀｹﾊﾅ ｶｽﾞﾋﾛ 東京都 Ｙʼｓ Ｒｏａｄ
797 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
799 1602073 工藤 祐紀 ｸﾄﾞｳ ﾕｳｷ 千葉県 湾岸サイクリング・ユナイテッド



【クラスタ：E3　2組】 99名　スタート時間　14：00 2016.07.12
No. 選手ID 選手名 カナ 登録地 チーム名
602 1600237 駒井 出 ｺﾏｲ ｲｽﾞﾙ 埼玉県 アーティファクトレーシングチーム
604 1500758 大澤 昌弘 ｵｵｻﾜ ﾏｻﾋﾛ 埼玉県 ＡＲＡＩＭＵＲＡＣＡ
606 1300182 石井 健一 ｲｼｲ ｹﾝｲﾁ 北海道 イングレッソ十勝
608 1602034 松井 大輝 ﾏﾂｲ ﾀﾞｲｷ 茨城県 ヴァンヴァートサイクリングチーム
610 1400617 会沢 明寿 ｵｵｳﾁ ｱｷﾄｼ 茨城県 ＷＥ ＬＯＶＥ Ｏ２
612 1600309 小暮 智和 ｺｸﾞﾚ ﾄﾓｶｽﾞ 茨城県 ＷＥ ＬＯＶＥ Ｏ２
614 1600311 原田 健 ﾊﾗﾀﾞ ﾀｹｼ 茨城県 ＷＥ ＬＯＶＥ Ｏ２
616 1402159 山口 敦大 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱﾂﾋﾛ 京都府 velo club VENTO
618 1600204 佐野 恭友 ｻﾉ ｷｮｳｽｹ 神奈川 VENTOS FRECCIA
620 1500126 岩村 大樹 ｲﾜﾑﾗ ﾀﾞｲｷ 埼玉県 EXTENDED VAX SAYAMA
622 1400610 山崎 慶太 ﾔﾏｻﾞｷ ｹｲﾀ 茨城県 エクストリームつくば
624 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
626 1600572 吉田 達也 ﾖｼﾀﾞ ﾀﾂﾔ 宮城県 エルドラード・エスペランサ
628 1500510 佐藤 智史 ｻﾄｳ ﾄﾓﾌﾐ 岩手県 エルドラード・エスペランサ
630 1000376 福岡 実 ﾌｸｵｶ ﾐﾉﾙ 東京都 エルドラード・エスペランサ
632 1001701 高橋 翔 ﾀｶﾊｼ ｼｮｳ 栃⽊県 エルニーニョ・ケンポク
634 1100486 本図 範夫 ﾓﾄｽﾞ ﾉﾘｵ 千葉県 オッティモ
636 1600450 上⻄ 宏治 ｳｴﾆｼ ｺｳｼﾞ 千葉県 オッティモ
638 1600463 尾崎 裕二 ｵｻﾞｷ ﾕｳｼﾞ 千葉県 オッティモ
640 1500425 山田 哲也 ﾔﾏﾀﾞ ﾃﾂﾔ 栃⽊県 OYAMA STARPLEX
642 1501828 清水 恒志 ｼﾐｽﾞ ｺｳｼ 東京都 航空電⼦⾃転⾞競技部
644 1201006 廣野 雅和 ﾋﾛﾉ ﾏｻｶｽﾞ 福島県 郡山サイクルフレンズ
646 1400320 三瓶 久喜 ｻﾝﾍﾟｲ ﾋｻﾖｼ 福島県 郡山サイクルフレンズ
648 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
650 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
652 0400436 大浜 雅宏 ｵｵﾊﾏ ﾏｻﾋﾛ 埼玉県 彩北ツブラーゼ
654 1601213 高橋 慧至 ﾀｶﾊｼ ｻﾄｼ 東京都 GSエバーウィン
656 1501215 杉浦 亮介 ｽｷﾞｳﾗ ﾘｮｳｽｹ 東京都 GSエバーウィン
658 1600328 会田 森 ｱｲﾀﾞ ｼﾝ 群馬県 COW GUMMA
660 1600330 ⽊口 潤 ｷｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝ 群馬県 COW GUMMA
662 1502251 杉山 司 ｽｷﾞﾔﾏ ﾂｶｻ 栃⽊県 じてんしゃの杜
664 JB16235 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
666 1400135 川島 健人 ｶﾜｼﾏ ｹﾝﾄ 神奈川 湘南ベルマーレサイクル
668 1600315 重田 健治 ｼｹﾞﾀ ｹﾝｼﾞ 群馬県 上毛レーシング
670 1500665 ⽊村 盛義 ｷﾑﾗ ﾓﾘﾖｼ 群馬県 ＳＵＢＡＲＵ ＲＴ
672 1300545 齋藤 徳聡 ｻｲﾄｳ ﾉﾘｱｷ 群馬県 ＳＵＢＡＲＵ ＲＴ
674 1500672 織⼾ 一樹 ｵﾘﾄ ｶｽﾞｷ 茨城県 SPACE DEVOTION
676 1400713 梶原 康平 ｶｼﾞﾜﾗ ｺｳﾍｲ 千葉県 SPACE DEVOTION
678 1400425 相場 康雄 ｱｲﾊﾞ ﾔｽｵ 東京都 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ
680 1500305 下道 隆二 ｼﾓﾐﾁ ﾘｭｳｼﾞ 千葉県 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ
682 0001649 福士 達朗 ﾌｸｼ ﾀﾂﾛｳ 東京都 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ
684 1600766 浜口 太志 ﾊﾏｸﾞﾁ ﾀｶﾕｷ 千葉県 セオレーシング
686 0701765 石崎 堅太郎 ｲｼｻﾞｷ ｹﾝﾀﾛｳ 東京都 ＳＥＫＩＹＡ
688 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
690 1600248 根津 匠太郎 ﾈﾂﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ 東京都 TEAM SHIDO
692 1602184 山田 舜 ﾔﾏﾀﾞ ｼｭﾝ 東京都 TEAM SHIDO
694 1600277 森 拓也 ﾓﾘ ﾀｸﾔ 東京都 TEAM SPORTS KID
696 1500224 後藤 圭史 ｺﾞﾄｳ ｹｲｼﾞ 東京都 TEAM SPORTS KID
698 1600226 田中 雄介 ﾀﾅｶ ﾕｳｽｹ 東京都 TEAM SPORTS KID
700 1501568 石川 俊太郎 ｲｼｶﾜ ｼｭﾝﾀﾛｳ 神奈川 チーム・ウォークライド
702 1400796 小岸 直樹 ｺｷﾞｼ ﾅｵｷ 東京都 チーム オーベスト
704 1500509 柳澤 朋弘 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾄﾓﾋﾛ 宮城県 チーム オーベスト
706 1501730 杉本 周司 ｽｷﾞﾓﾄ ｼｭｳｼﾞ 東京都 チーム オーベスト
708 1502466 井上 健志 ｲﾉｳｴ ﾀｹｼ 熊本県 チームGINRIN熊本
710 1400088 中村 稔 ﾅｶﾑﾗ ﾐﾉﾙ 千葉県 TEAM GIRO 360
712 0601289 ⻫藤 敦 ｻｲﾄｳ ｵｻﾑ 千葉県 TEAM GIRO 360
714 9700788 藤橋 亮 ﾌｼﾞﾊｼ ﾘｮｳ 千葉県 チーム・チェブロ
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716 1600256 田中 大介 ﾀﾅｶ ﾀﾞｲｽｹ 東京都 Ｔｅａｍ ＦＩＴＴＥ
718 1001867 小松 幸一 ｺﾏﾂ ｺｳｲﾁ 埼玉県 チバポンズ
720 1101316 村田 悠人 ﾑﾗﾀ ﾕｳﾄ 新潟県 TRC PANAMAREDS
722 1500663 小井土 智亮 ｺｲﾄﾞ ﾄﾓｱｷ 群馬県 TRC PANAMAREDS
724 1502034 積田 貴俊 ﾂﾓﾀﾞ ﾀｶﾄｼ 神奈川 docomo RT
726 1500265 阿島 哲夫 ｱｼﾞﾏ ﾃﾂｵ 神奈川 なるしまフレンド
728 1600273 藤井 敏郎 ﾌｼﾞｲ ﾄｼﾛｳ 東京都 なるしまフレンド
730 1601222 鈴⽊ 直太 ｽｽﾞｷ ﾅｵﾀ 東京都 なるしまフレンド
732 1502790 村上 淳 ﾑﾗｶﾐ ｽﾅｵ 東京都 なるしまフレンド
734 JB16402 齋藤 安彦 ｻｲﾄｳ ﾔｽﾋｺ 東京都 なるしまフレンド
736 1402113 野崎 勝利 ﾉｻﾞｷ ｶﾂﾄｼ 埼玉県 ⽇本ろう⾃転⾞競技協会
738 1000441 大谷 栄 ｵｵﾀﾆ ｻｶｴ 群馬県 HARP Racing Club
740 1400890 鈴⽊ 悦⽣ ｽｽﾞｷ ｴﾂｵ 神奈川 HAMMER!!BROS
742 1502758 増田 朋寧 ﾏｽﾀﾞ ﾄﾓﾔｽ 東京都 パラティアムTOKYO
744 1502717 大川 和哉 ｵｵｶﾜ ｶｽﾞﾔ 東京都 パラティアムTOKYO
746 1200112 高山 裕基 ﾀｶﾔﾏ ﾕｳｷ 東京都 パラティアムTOKYO
748 1502735 瀬合 祥貴 ｾｺﾞｳ ﾖｼﾀｶ 東京都 パラティアムTOKYO
750 1502531 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
752 1500712 山路 幸洋 ﾔﾏｼﾞ ﾕｷﾋﾛ 千葉県 BMレーシングZUNOW
754 1101610 錦⼾ 周平 ﾆｼｷﾄﾞ ｼｭｳﾍｲ 神奈川 HIRAKO.mode
756 1000164 福岡 直樹 ﾌｸｵｶ ﾅｵｷ 神奈川 HIRAKO.mode
758 1600787 石原 智秀 ｲｼﾀﾞ ﾄﾓﾋﾃﾞ 神奈川 PHANTOM 湘南
760 1600791 坂口 博之 ｻｶｸﾞﾁ ﾋﾛﾕｷ 神奈川 PHANTOM 湘南
762 1600244 野口 泰 ﾉｸﾞﾁ ﾔｽｼ 東京都 フィッツ
764 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
766 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
768 1500234 高橋 滉太郎 ﾀｶﾊｼ ｺｳﾀﾛｳ 東京都 Blanche Racing Team
770 1600764 大澤 勇 ｵｵｻﾜ ｲｻﾑ 千葉県 Blanche Racing Team
772 1500049 末冨 拓 ｽｴﾄﾐ ﾀｸ 静岡県 ミソノイレーシングチーム
774 1600269 尾家 正洋 ｵｹ ﾏｻﾋﾛ 東京都 MIVRO
776 1602083 太田 好政 ｵｵﾀ ﾖｼﾏｻ 東京都 MIVRO
778 1602063 松島 拓人 ﾏﾂｼﾏ ﾀｸﾄ 神奈川 MIVRO
780 1402350 山倉 朋之 ﾔﾏｸﾗ ﾄﾓﾕｷ 茨城県 Unity
782 1101534 川⻄ 晃 ｶﾜﾆｼ ｱｷﾗ 栃⽊県 RIDE Freaks
784 1600393 ⿊澤 章雄 ｸﾛｻﾜ ﾉﾘｵ 栃⽊県 RIDE Freaks
786 0600125 岡野 賢司 ｵｶﾉ ｹﾝｼﾞ 栃⽊県 ﾘﾍﾞﾙﾀｽTOCHIGI BICYCLE CLUB
788 0001374 関本 耕司 ｾｷﾓﾄ ｺｳｼﾞ 栃⽊県 ﾘﾍﾞﾙﾀｽTOCHIGI BICYCLE CLUB
790 1502118 草野 ⾠也 ｸｻﾉ ﾀﾂﾔ 福島県 LinkTOHOKU
792 1601337 中山 風 ﾅｶﾔﾏ ﾌｳ 神奈川 Racing CUBE
794 1400789 藤田 豊 ﾌｼﾞﾀ ﾕﾀｶ 新潟県 レーシングチーム シュースイ
796 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
798 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


