
【クラスタ︓E3決勝1組】 86名 スタート時間 15︓40 2017.06.05
No. ID 選手名 ｶﾅ 登録地 ﾁｰﾑ名
701 1700598 鎌田 真輝 ｶﾏﾀ ﾏｻﾊﾙ 東京都 アーティファクトレーシングチーム
703 1701048 韓 潤輝 ｶﾝ ｼﾞｭﾝｷ 神奈川 アーティファクトレーシングチーム
707 1702381 吉岡 拓哉 ﾖｼｵｶ ﾀｸﾔ ⻑野県 イナーメ信濃山形-EFT
709 1700272 小関 晋作 ｵｾﾞｷ ｼﾝｻｸ 京都府 velo club VENTO
711 1602676 原田 敬文 ﾊﾗﾀﾞ ﾀｶﾌﾐ 東京都 VENTOS FRECCIA
713 1701431 鈴⽊ 雄介 ｽｽﾞｷ ﾕｳｽｹ 千葉県 EXTENDED VAX SAYAMA
716 1700547 森 紀侑 ﾓﾘ ﾉﾘﾕｷ 栃⽊県 FM730
718 1700545 大岩 充 ｵｵｲﾜ ﾐﾂﾙ 栃⽊県 FM730
720 1600380 入江 達也 ｲﾘｴ ﾀﾂﾔ 栃⽊県 FM730
723 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
725 1700526 山崎 遼大 ﾔﾏｻﾞｷ ﾘﾖﾀ 栃⽊県 OYAMA STARPLEX
727 1001243 坂本 真吾 ｻｶﾓﾄ ｼﾝｺﾞ 栃⽊県 OYAMA STARPLEX
729 1200108 鶴岡 聖隆 ﾂﾙｵｶ ｷﾖﾀｶ 宮城県 キャメル メンズ ギア
732 1602425 大和田 伸一 ｵｵﾜﾀﾞ ｼﾝｲﾁ 茨城県 GROWING Racing Team
734 1500222 ⻫藤 茂 ｻｲﾄｳ ｼｹﾞﾙ 東京都 コムリン 
736 1301937 ⻑⾕川 翔一 ﾊｾｶﾞﾜ ｼｮｳｲﾁ 静岡県 コムリン 
738 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
740 1700696 ⻄⽯垣 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
742 1502744 加藤 健悟 ｶﾄｳ ｹﾝｺﾞ 埼玉県 サイタマサイクルプロジェクト
745 1700503 川久保 大海 ｶﾜｸﾎﾞ ﾋﾛﾐ 埼玉県 彩北ツブラーゼ
747 1600397 宮森 隆幸 ﾐﾔﾓﾘ ﾀｶﾕｷ 栃⽊県 彩北ツブラーゼ
749 1700030 阪口 巧 ｻｶｸﾞﾁ ﾀｸﾐ 大阪府 Ｓａｋａｔａｎｉ Ｒａｃｉｎｇ
751 1700603 清水 英樹 ｼﾐｽﾞ ﾋﾃﾞｷ 東京都 GSエバーウィン
753 1502251 杉山 司 ｽｷﾞﾔﾏ ﾂｶｻ 栃⽊県 じてんしゃの杜
756 1602486 瀬田 昌彦 ｾﾀ ﾏｻﾋｺ 埼玉県 シャークアイランド
758 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
760 1400713 梶原 康平 ｶｼﾞﾜﾗ ｺｳﾍｲ 千葉県 SPACE DEVOTION
762 1500678 田中 英祐 ﾀﾅｶ ｴｲｽｹ 東京都 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ
765 1100694 池羽 謙治 ｲｹﾊﾞ ｹﾝｼﾞ 東京都 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ
767 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
769 1601005 佐藤 宇志 ｻﾄｳ ﾀｶｼ ⻑野県 スワコレーシングチーム
771 1301921 小島 大輝 ｺｼﾞﾏ ﾀﾞｲｷ 新潟県 Ｗ．Ｖ．ＯＴＡ-twin
773 1700702 峯岸 佑太 ﾐﾈｷﾞｼ ﾕｳﾀ 千葉県 Team ⾃転⾞処 風輪
776 1602079 佐藤 伊織 ｻﾄｳ ｲｦﾘ 東京都 TEAM SPORTS KID
779 1602598 玉田 旭 ﾀﾏﾀﾞ ｱｷﾗ 東京都 チーム アベノバ
781 1602381 山尾 佳人 ﾔﾏｵ ﾖｼﾋﾄ 福岡県 Team Kermis Cross
784 1301926 森 秀樹 ﾓﾘ ﾋﾃﾞｷ 新潟県 チームフィンズ
786 1300010 鈴⽊ 史⻯ ｽｽﾞｷ ｼﾘｭｳ 静岡県 Team Eurasia - IRC TIRE
790 1200411 酒井 宏幸 ｻｶｲ ﾋﾛﾕｷ 群馬県 TRC PANAMAREDS
792 1100352 鈴⽊ 涼也 ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾔ 栃⽊県 TRAILBLAZER
797 1001402 ⾕口 義典 ﾔｸﾞﾁ ﾖｼﾉﾘ 茨城県 なるしまフレンド
799 1301129 小松 正和 ｺﾏﾂ ﾏｻｶｽﾞ 神奈川 なるしまフレンド
801 0900743 渡邊 誉大 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾋﾛ 愛知県 NIKO Factory
803 1600686 福嶋 航希 ﾌｸｼﾏ ｺｳｷ 神奈川 HAMMER!!BROS
805 1300884 大竹 政慶 ｵｵﾀｹ ﾏｻﾖｼ 東京都 Piacere YAMA Racing
807 1702241 萩本 拓也 ﾊｷﾞﾓﾄ ﾀｸﾔ 東京都 Piacere YAMA Racing
809 1601139 ⾼⽊ 英⾏ ﾀｶｷﾞ ﾋﾃﾞﾕｷ 京都府 PRT KOSEKI
811 1600226 田中 雄介 ﾀﾅｶ ﾕｳｽｹ 東京都 FORCE
813 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
815 1700556 浅野 涼太 ｱｻﾉ ﾘｮｳﾀ 栃⽊県 ブラウ・ブリッツェン
817 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
819 1700564 茂⽊ 大飛 ﾓﾃｷﾞ ﾋﾛﾄ 栃⽊県 ブラウ・ブリッツェン
823 1600667 名渕 光希 ﾅﾌﾞﾁ ｺｳｷ 栃⽊県 Honda 栃⽊ JET
825 0900835 ⽯渕 哲 ｲｼﾌﾞﾁ ｻﾄｼ 茨城県 Honda 栃⽊ JET
827 1600485 皆川 大希 ﾐﾅｶﾞﾜ ﾀｲｷ 千葉県 Honda 栃⽊ JET
829 1600008 ⾼山 秀樹 ﾀｶﾔﾏ ﾋﾃﾞｷ 大阪府 MUUR zero Velofutur
831 1502209 佐合 海大 ｻｺﾞｳ ﾋﾛﾄ 岐阜県 名岐ベンド
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834 1501724 佐藤 壽晃 ｻﾄｳ ｱｷﾗ 茨城県 Unity
836 1600392 海⽼原 一久 ｴﾋﾞﾊﾗ ｶｽﾞﾋｻ 栃⽊県 RIDE Freaks
839 9700528 横田 正美 ﾖｺﾀ ﾏｻﾐ 栃⽊県 ﾘﾍﾞﾙﾀｽTOCHIGI BICYCLE CLUB
841 9702882 吉池 司 ﾖｼｲｹ ﾂｶｻ 神奈川 Racing CUBE
844 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
856 1600310 ⻄井上 優作 ﾆｼｲｶﾞﾐ ﾕｳｻｸ 茨城県 ＷＥ ＬＯＶＥ Ｏ２
858 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
860 1602535 堀越 耕平 ﾎﾘｺｼ ｺｳﾍｲ 茨城県 オンザロード
862 1402287 井上 陽⼆郎 ｲﾉｳｴ ﾖｳｼﾞﾛｳ 東京都 GYOTOKU TEAM OF RACING
864 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
866 1101633 沼 幸夫 ﾇﾏ ﾕｷｵ 新潟県 サガミレーシング
868 1700490 齋藤 和正 ｻｲﾄｳ ｶｽﾞﾏｻ 埼玉県 シャークアイランド
870 1300545 齋藤 徳聡 ｻｲﾄｳ ﾉﾘｱｷ 群馬県 ＳＵＢＡＲＵ ＲＴ
872 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
874 1502782 森崎 健臣 ﾓﾘｻｷ ｹﾝｼﾝ 東京都 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ
876 1700552 坂元 伸⼆ ｻｶﾓﾄ ｼﾝｼﾞ 埼玉県 大福屋
878 1700704 倉持 和弘 ｸﾗﾓﾁ ｶｽﾞﾋﾛ 千葉県 Team ⾃転⾞処 風輪
880 1700567 山下 太一 ﾔﾏｼﾀ ﾀｲﾁ 神奈川 チーム・ウォークライド
882 0900468 伊藤 淳 ｲﾄｳ ｼﾞｭﾝ 東京都 Team CUORE
884 1600295 佐藤 裕太 ｻﾄｳ ﾕｳﾀ 東京都 TEAM YOU CAN
886 0700326 小林 孝幸 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶﾕｷ 東京都 チームリマサンズ
888 1001867 小松 幸一 ｺﾏﾂ ｺｳｲﾁ 埼玉県 チバポンズ
890 1601995 ⽯井 慎太郎 ｲｼｲ ｼﾝﾀﾛｳ 東京都 東洋大学⾃転⾞部
892 1700701 臼倉 健一 ｳｽｸﾗ ｹﾝｲﾁ 千葉県 BMレーシングZUNOW
894 1500528 淺井 岳仁 ｱｻｲ ﾀｹﾋﾄ 神奈川 HIRAKO.mode
896 1600764 大澤 勇 ｵｵｻﾜ ｲｻﾑ 千葉県 Blanche Racing Team
898 1600393 ⿊澤 章雄 ｸﾛｻﾜ ﾉﾘｵ 栃⽊県 RIDE Freaks
900 1602418 今仲 保宏 ｲﾏﾅｶ ﾔｽﾋﾛ 千葉県 湾岸サイクリング・ユナイテッド
902 JB17097 ⾼橋 勇⼆ ﾀｶﾊｼ ﾕｳｼﾞ 茨城県 ウィンディー筑波
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【クラスタ︓E3決勝2組】 85名 スタート時間 16︓25 2017.06.05
No. ID 選手名 ｶﾅ 登録地 ﾁｰﾑ名
702 1500232 本藤 俊介 ﾎﾝﾄﾞｳ ｼｭﾝｽｹ 東京都 アーティファクトレーシングチーム
706 1602690 吉江 元 ﾖｼｴ ﾊｼﾞﾒ 茨城県 イナーメ信濃山形-EFT
708 1702547 ⿊須 翔吾 ｸﾛｽ ｼｮｳｺﾞ 埼玉県 イナーメ信濃山形-EFT
710 1501888 海野 晋作 ｳﾐﾉ ｼﾝｻｸ 東京都 VENTOS FRECCIA
712 1602698 柴崎 奏大 ｼﾊﾞｻﾞｷ ｿｳﾀ 埼玉県 VENTOS FRECCIA
715 1700548 ⽯川 遼 ｲｼｶﾜ ﾘｮｳ 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 1702029 五⽉⼥ 智史 ｿｳﾄﾒ ｻﾄｼ 栃⽊県 FM730
724 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
726 1700532 藤家 広大 ﾄｳｹ ｺｳﾀﾞｲ 栃⽊県 OYAMA STARPLEX
728 1602035 今村 雄基 ｲﾏﾑﾗ ﾕｳｷ 茨城県 オンザロード
730 0901567 阿部 宏之 ｱﾍﾞ ﾋﾛﾕｷ 宮城県 キャメル メンズ ギア
733 1502415 古⾕ 寛世 ﾌﾙﾔ ｶﾝｾｲ 茨城県 GROWING Racing Team
735 1400179 大内 貴勝 ｵｵｳﾁ ﾖｼｶﾂ 埼玉県 コムリン 
737 1601016 佐藤 正敏 ｻﾄｳ ﾏｻﾄｼ 埼玉県 コムリン 
739 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
741 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
744 1402361 鳥屋部 樹 ﾄﾘﾔﾍﾞ ﾀﾂﾙ 埼玉県 彩北ツブラーゼ
746 1700502 鷲野 向一 ﾜｼﾉ ｺｳｲﾁ 埼玉県 彩北ツブラーゼ
748 1602630 ⽯塚 優太 ｲｼﾂﾞｶ ﾕｳﾀ 埼玉県 彩北ツブラーゼ
750 1700210 皆川 孝 ﾐﾅｶﾞﾜ ﾀｶｼ 新潟県 サガミレーシング
752 1600281 齋藤 康平 ｻｲﾄｳ ｺｳﾍｲ 東京都 GSエバーウィン
754 1501669 椎⾙ ⻯哉 ｼｲｶﾞｲ ﾘｭｳﾔ 栃⽊県 じてんしゃの杜
757 0200553 小沼 良 ｵﾇﾏ ﾘｮｳ 埼玉県 シャークアイランド
759 1702514 中澤 佳邦 ﾅｶｻﾞﾜ ﾖｼｸﾆ 栃⽊県 ＳＵＢＡＲＵ ＲＴ
761 1001022 鈴⽊ 康平 ｽｽﾞｷ ｺｳﾍｲ 静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ
764 1600255 稲葉 翔太 ｲﾅﾊﾞ ｼｮｳﾀ 東京都 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ
766 1201157 加藤 智信 ｶﾄｳ ﾄﾓﾉﾌﾞ 神奈川 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ
768 1700706 冨岡 健人 ﾄﾐｵｶ ｹﾝﾄ 東京都 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ
770 1601004 佐藤 大志 ｻﾄｳ ﾋﾛｼ ⻑野県 スワコレーシングチーム
772 1700604 今井 雄一 ｲﾏｲ ﾕｳｲﾁ 東京都 Team ⾃転⾞処 風輪
775 1602414 吉澤 祐介 ﾖｼｻﾞﾜ ﾕｳｽｹ 東京都 Team SHIDO
778 1200079 古川 肇栄 ﾌﾙｶﾜ ﾓﾄﾋﾃﾞ 神奈川 Team BFY Racing
780 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
782 1700690 村山 悠平 ﾑﾗﾔﾏ ﾕｳﾍｲ 千葉県 TEAM GIRO 360
785 1601830 古川 春輝 ﾌﾙｶﾜ ﾊﾙｷ 新潟県 チームフィンズ
789 1600332 佐藤 駿 ｻﾄｳ ｼｭﾝ 群馬県 TRC PANAMAREDS
791 1700683 吉田 健太郎 ﾖｼﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 群馬県 TRC PANAMAREDS
796 1600254 佐々⽊ 智史 ｻｻｷ ｻﾄｼ 東京都 なるしまフレンド
798 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
800 1100881 村上 淳 ﾑﾗｶﾐ ｼﾞｭﾝ 東京都 なるしまフレンド
802 1600645 ⾼森 史弥 ﾀｶﾓﾘ ﾌﾐﾋﾛ 神奈川 HAMMER!!BROS
804 1400890 鈴⽊ 悦生 ｽｽﾞｷ ｴﾂｵ 神奈川 HAMMER!!BROS
806 1200178 新田 和正 ﾆｯﾀ ｶｽﾞﾏｻ 東京都 Piacere YAMA Racing
808 1701128 ⻄本 健三郎 ﾆｼﾓﾄ ｹﾝｻﾞﾌﾞﾛｳ 東京都 Piacere YAMA Racing
810 1300542 大友 皓平 ｵｵﾄﾓ ｺｳﾍｲ 滋賀県 VC AVANZARE
812 1700590 桶野 純平 ｵｹﾉ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 東京都 FORCE
814 1500419 菊地 優斗 ｷｸﾁ ﾕｳﾄ 栃⽊県 ブラウ・ブリッツェン
816 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
818 1700555 加藤 直翔 ｶﾄｳ ﾅｵﾄ 栃⽊県 ブラウ・ブリッツェン
820 1700563 酒井 舜 ｻｶｲ ｼｭﾝ 栃⽊県 ブラウ・ブリッツェン
824 1700534 飯島 康友 ｲｲｼﾞﾏ ﾔｽﾄﾓ 栃⽊県 Honda 栃⽊ JET
826 1700542 パク ジョンオン ﾊﾟｸ ｼﾞｮﾝｵﾝ 栃⽊県 Honda 栃⽊ JET
828 1400135 川島 健人 ｶﾜｼﾏ ｹﾝﾄ 神奈川 MIVRO
830 1201190 神村 祐之介 ｶﾐﾑﾗ ﾕｳﾉｽｹ 静岡県 MUUR zero Velofutur
832 1502208 佐合 真大 ｻｺﾞｳ ﾏｻﾄ 岐阜県 名岐ベンド
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835 1602681 原田 裕貴 ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾛｷ 神奈川 YOKOSUKA UNO RACING
837 1201659 大塚 慎一 ｵｵﾂｶ ｼﾝｲﾁ 茨城県 RIDE Freaks
840 1700993 宇賀持 凌 ｳｶﾞﾓﾁ ﾘｮｳ 栃⽊県 ﾘﾍﾞﾙﾀｽTOCHIGI BICYCLE CLUB
842 1601337 中山 風 ﾅｶﾔﾏ ﾌｳ 神奈川 Racing CUBE
855 1100198 岩崎 基規 ｲﾜｻｷ ﾓﾄﾉﾘ 埼玉県 ACQUA TAMA
857 1301405 本田 ⻯介 ﾎﾝﾀﾞ ﾘｭｳｽｹ 新潟県 F(t)麒麟山 Racing
859 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
861 1700646 加藤 悠貴 ｶﾄｳ ﾕｳｷ 茨城県 オンザロード
863 0501049 吉越 優太 ﾖｼｺｼ ﾕｳﾀ 東京都 航空電⼦⾃転⾞競技部
865 1600682 渡辺 凪 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅｷﾞ 千葉県 サイクルフリーダム・レーシング
867 1700544 加藤 征樹 ｶﾄｳ ﾏｻｷ 栃⽊県 じてんしゃの杜
869 1700795 加藤 将望 ｶﾄｳ ﾏｻﾐ 埼玉県 シャークアイランド
871 1500305 下道 隆⼆ ｼﾀﾐﾁ 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
873 0300337 市橋 徹也 ｲﾁﾊｼ ﾃﾂﾔ 東京都 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ
875 1001898 坂藤 ⾼ ｻｶﾄｳ ﾀｶｼ 埼玉県 大福屋
877 1700700 日暮 将和 ﾋｸﾞﾗｼ ﾏｻｶｽﾞ 千葉県 Team ⾃転⾞処 風輪
879 1700587 滋野 優馬 ｼｹﾞﾉ ﾕｳﾏ 東京都 Team SHIDO
881 0700844 露⽊ 博一 ﾂﾕｷ ﾋﾛｶｽﾞ 東京都 Team CUORE
883 1702389 原田 俊 ﾊﾗﾀﾞ ｼｭﾝ 東京都 Team CUORE
885 1700059 平井 光介 ﾋﾗｲ ｺｳｽｹ 山梨県 TEAM YOU CAN
887 0000156 深尾 淳 ﾌｶｵ ｼﾞｭﾝ 東京都 チームリマサンズ
889 1600367 越山 和幸 ｺｼﾔﾏ ｶｽﾞﾕｷ 三重県 TSU RACING
891 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
893 1000020 ⽯井 庸義 ｲｼｲ ﾉﾌﾞﾖｼ 千葉県 BMレーシングZUNOW
895 1700565 本田 将矢 ﾎﾝﾀﾞ ﾏｻﾔ 栃⽊県 ブラウ・ブリッツェン
897 1700541 ⻑尾 知宏 ﾅｶﾞｵ ﾄﾓﾋﾛ 栃⽊県 Honda 栃⽊ JET
899 1700421 加藤 隆秀 ｶﾄｳ ﾀｶﾋﾃﾞ 神奈川 Racing CUBE
901 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
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