
【クラスタ︓P1予選1組】　54名　スタート時間 8︓40　 2017.07.18
No. 選手ID 選手名 ｶﾅ 登録地 ﾁｰﾑ名
2 1000720 馬渡 伸弥 ﾏﾜﾀﾘ ｼﾝﾔ 東京都 宇都宮ブリッツェン
4 0500716 飯野 智⾏ ｲｲﾉ ﾄﾓﾕｷ 栃木県 宇都宮ブリッツェン
6 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
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 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
16 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
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 0701113 木村 圭佑 ｷﾑﾗ ｹｲｽｹ 滋賀県 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 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
34 0600568 水野 貴⾏ ﾐｽﾞﾉ ﾀｶﾕｷ 愛知県 インタープロ サイクリング アカデミー
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 0700758 ⻄沢 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
65 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
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 1500194 横塚 浩平 ﾖｺﾂｶ ｺｳﾍｲ 東京都 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 1601498 森崎 英登 ﾓﾘｻｷ ﾋﾃﾞﾄ 愛知県 LEOMO Bellmare Racing team
87 0901780 加地 邦彦 ｶｼﾞ ｸﾆﾋｺ 東京都 LEOMO Bellmare Racing team
92 0700045 岩月 伸夫 ｲﾜﾂｷ ﾉﾌﾞｵ 愛知県 イナーメ信濃山形
96 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
101 1600385 小泉 亮⼀ ｺｲｽﾞﾐ ﾘｮｳｲﾁ 栃木県 Honda 栃木
103 1300346 河合 貴明 ｶﾜｲ ﾀｶｱｷ 栃木県 Honda 栃木
105 1201592 阿部 航大 ｱﾍﾞ ｺｳﾀﾞｲ 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
135 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
142 1502197 桐野 ⼀道 ｷﾘﾉ ｶｽﾞﾐﾁ 京都府 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 0801515 伊藤 舜紀 ｲﾄｳ ｼｭﾝｷ 北海道 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 1300159 村田 幸希 ﾑﾗﾀ ｺｳｷ 神奈川 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 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
171 0901755 野口 悠真 ﾉｸﾞﾁ ﾕｳﾏ 東京都 FIETS GROEN 日本ロボティクス
173 1300114 山口 雄大 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｹﾋﾛ 神奈川 FIETS GROEN 日本ロボティクス
175 1100038 ⾹⻄ 真介 ｺｳｻﾞｲ ｼﾝｽｹ 神奈川 FIETS GROEN 日本ロボティクス
178 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
181 9800459 小畑 郁 ｵﾊﾞﾀ ｶｵﾙ 東京都 なるしまフレンド レーシングチーム
183 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
192 0200172 平林 昌樹 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾏｻｷ 神奈川 ACQUA TAMA EURO-WORKS
201 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
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 1301786 野上 太⼀ ﾉｶﾞﾐ ﾀｲﾁ 愛知県 エルドラード東北

第9回 JBCF みやだクリテリウム

1/8



【クラスタ︓P1予選2組】　54名　スタート時間 9︓05 2017.07.18
No. 選手ID 選手名 ｶﾅ 登録地 ﾁｰﾑ名
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 1001727 雨澤 毅明 ｱﾒｻﾞﾜ ﾀｹｱｷ 栃木県 宇都宮ブリッツェン
7 1100355 小野寺 玲 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾚｲ 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 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
15 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
17 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
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 1000721 ⻄村 大輝 ﾆｼﾑﾗ ﾋﾛｷ 東京都 シマノレーシング
25 0900861 湊 諒 ﾐﾅﾄ ﾘｮｳ ⻘森県 シマノレーシング
27 0900212 横山 航太 ﾖｺﾔﾏ ｺｳﾀ ⻑野県 シマノレーシング
31 1602684 AMADORI Julien ｱﾏﾄﾞﾘ ｼﾞｭﾘｴﾝ FRANCE インタープロ サイクリング アカデミー
33 1401678 ⻄ 寅太郎 ﾆｼ ﾄﾗﾀﾛｳ 福岡県 インタープロ サイクリング アカデミー
35 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
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 ⻄尾 勇人 ﾆｼｵ ﾊﾔﾄ 北海道 那須ブラーゼン
62 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
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 1301364 ⾦⼦ 智哉 ｶﾈｺ ﾄﾓﾔ 神奈川 シエルヴォ奈良 MIYATA-MERIDA レーシングチーム
68 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
82 0801747 才田 直人 ｻｲﾀ ﾅｵﾄ 宮城県 LEOMO Bellmare Racing team
84 1201250 古田 潤 ﾌﾙﾀ ｼﾞｭﾝ 東京都 LEOMO Bellmare Racing team
86 1601274 林 祐作 ﾊﾔｼ ﾕｳｻｸ 愛知県 LEOMO Bellmare Racing team
91 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
95 JB17777 Vivian BORN ﾋﾞﾋﾞｱﾝ ﾎﾞﾙﾝ FRANCE イナーメ信濃山形
97 0901542 北野 普識 ｷﾀﾉ ﾕｷﾉﾘ 千葉県 イナーメ信濃山形
102 0901551 水間 健 ﾐｽﾞﾏ ﾀｹｼ 栃木県 Honda 栃木
104 1500418 上野 裕樹 ｳｴﾉ ﾕｳｷ 栃木県 Honda 栃木
106 1001863 小林 宏志 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｼ 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 ⻄川 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
134 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
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 井⼾川 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
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 1200528 佐々木 貴則 ｻｻｷ ﾀｶﾉﾘ 東京都 東京ヴェントス
156 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
158 1200842 平野 真⼀ ﾋﾗﾉ ｼﾝｲﾁ 和歌山 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 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
172 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
174 1101605 元山 高嶺 ﾓﾄﾔﾏ ﾀｶﾈ 大阪府 FIETS GROEN 日本ロボティクス
177 1100640 高野 翔太 ﾀｶﾉ ｼｮｳﾀ 大阪府 FIETS GROEN 日本ロボティクス
179 1300226 ⻘柳 雅人 ｱｵﾔｷﾞ ﾏｻﾄ 千葉県 FIETS GROEN 日本ロボティクス
182 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
191 0900461 秋山 悟郎 ｱｷﾔﾏ ｺﾞﾛｳ 東京都 ACQUA TAMA EURO-WORKS
193 9702875 山口 博久 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛﾋｻ 東京都 ACQUA TAMA EURO-WORKS
202 1300540 松井 大悟 ﾏﾂｲ ﾀﾞｲｺﾞ 石川県 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 1300584 熊田 哲也 ｸﾏﾀ ﾃﾂﾔ 宮城県 エルドラード東北
208 9700200 梶木 恒介 ｶｼﾞｷ ｺｳｽｹ 宮城県 エルドラード東北
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【クラスタ︓E1決勝1組】　43名　スタート時間 11︓30 2017.07.18
No. 選手ID 選手名 ｶﾅ 登録地 ﾁｰﾑ名
4 0600054 大場 政登志 ｵｵﾊﾞ ﾏｻﾄｼ 茨城県 弱虫ペダル サイクリングチーム
7 1600260 海⽼名 歩 ｴﾋﾞﾅ ｱﾕﾑ 東京都 アーティファクトレーシングチーム
20 1300056 比護 任 ﾋｺﾞ ｱﾀﾙ 大阪府 イナーメ信濃山形-EFT
25 0900796 北澤 ⻯太郎 ｷﾀｻﾞﾜ ﾘｭｳﾀﾛｳ ⻑野県 イナーメ信濃山形-EFT
31 9700734 井上 登士哉 ｲﾉｳｴ ﾄｼﾔ 愛媛県 VC VELOCE
58 0200431 宮口 直之 ﾐﾔｸﾞﾁ ﾅｵﾕｷ 広島県 eNShare Cycling Team
61 0301731 ⾦田 ⼀ ｶﾈﾀﾞ ﾊｼﾞﾒ 茨城県 OYAMA STARPLEX
64 0900227 鮎澤 誠治 ｱｲｻﾞﾜ ｾｲｼﾞ ⻑野県 快レーシング
72 0800118 岸本 侑大 ｷｼﾓﾄ ﾕｷﾋﾛ 茨城県 GROWING Racing Team
74 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
89 0001698 福原 大 ﾌｸﾊﾗ ﾀﾞｲ 埼玉県 サイタマサイクルプロジェクト
95 0901458 尾形 尚紀 ｵｶﾞﾀ ﾅｵｷ 北海道 サイタマサイクルプロジェクト
105 1301407 山崎 昌宣 ﾔﾏｻﾞｷ ｱｷﾉﾘ 大阪府 CWASPアタリ前田
108 1402214 藤田 隼也 ﾌｼﾞﾀ ｼﾞｭﾝﾔ 大阪府 ZIPPY CYCLE CLUB
126 1600068 中川 直樹 ﾅｶｶﾞﾜ ﾅｵｷ 静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ
129 1402063 岡 理裕 ｵｶ ﾏｻﾋﾛ 静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ
139 9800654 丸山 泰志 ﾏﾙﾔﾏ ﾔｽﾕｷ 愛知県 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ
173 1300264 中川 祐輝 ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳｷ 東京都 Team UKYO Reve
178 1100271 二川 和成 ﾆｶﾜ ｶｽﾞﾅﾘ 大阪府 チーム スクアドラ
197 0600618 飯沼 誠憲 ｲｲﾇﾏ ﾏｻﾉﾘ 東京都 Ｔｅａｍ ＦＩＴＴＥ
216 1101936 梶田 歩 ｶｼﾞﾀ ｱﾕﾑ 茨城県 Champion System Japan Test Team
229 9701689 福田 透 ﾌｸﾀﾞ ﾄｵﾙ 滋賀県 ナカガワＡＳ・Ｋʼデザイン
232 9702985 東畠 信⾏ ﾋｶﾞｼﾊﾞﾀ ﾉﾌﾞﾕｷ 大阪府 ナカガワＡＳ・Ｋʼデザイン
249 1502464 齋藤 友⼀ ｻｲﾄｳ ﾕｳｲﾁ 福井県 バルバレーシングクラブ
258 0200476 岡林 秀樹 ｵｶﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞｷ ⻑野県 B-SOUL
261 1000071 古屋 穂高 ﾌﾙﾔ ﾎﾀﾞｶ 神奈川 FAST LANE Racing
271 1500271 石渡 誠⼀ ｲｼﾜﾀﾘ ｾｲｲﾁ 神奈川 フィッツ
281 1001579 若林 幹夫 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾐｷｵ 栃木県 ブラウ・ブリッツェン
290 1100461 湯浦 裕貴 ﾕｳﾗ ﾔｽﾀｶ 愛知県 BREZZA-KAMIHAGI
294 1200649 野口 岳志 ﾉｸﾞﾁ ﾀｹｼ ⻑野県 ベロクラブ南信州
312 0600048 奥野 浩和 ｵｸﾉ ﾋﾛｶｽﾞ 大阪府 MUUR zero Velofutur
318 0001174 酒井 孝典 ｻｶｲ ｺｳｽｹ 大阪府 八ヶ岳 CYCLING CLUB
323 1201366 宮地 孝⾏ ﾐﾔﾁ ﾀｶﾕｷ 大阪府 EURO-WORKS Racing
325 1001922 森 俊夫 ﾓﾘ ﾄｼｵ 奈良県 EURO-WORKS Racing
346 9802325 山本 健⼀ ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝｲﾁ 東京都 Roppongi Express
357 1300216 石橋 利晃 ｲｼﾊﾞｼ ﾄｼｱｷ 千葉県 湾岸サイクリング・ユナイテッド
365 1500264 折橋 孝治 ｵﾘﾊｼ ｺｳｼﾞ 千葉県 湾岸サイクリング・ユナイテッド
383 1600829 下島 海人 ｼﾓｼﾞﾏ ｶｲﾄ 兵庫県 Team Kermis Cross
395 1200156 天春 雄也 ｱﾏｶﾞｽ ﾕｳﾔ 三重県 MAX SPEED 97
404 1600457 嶋津 翔天 ｼﾏﾂﾞ ｹﾝﾀ 千葉県 湾岸サイクリング・ユナイテッド
407 1602074 半田 ⼦⻯ ﾊﾝﾀﾞ ｼﾘｭｳ 栃木県 ブラウ・ブリッツェン
418 1502527 小山 智也 ｺﾔﾏ ﾄﾓﾔ 大阪府 イナーメ信濃山形-EFT
429 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
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【クラスタ︓E1決勝2組】　42名　スタート時間 12︓20 2017.07.18
No. 選手ID 選手名 ｶﾅ 登録地 ﾁｰﾑ名
5 1001103 ⻑塚 寿⽣ ﾅｶﾞﾂｶ ﾄｼｷ 茨城県 弱虫ペダル サイクリングチーム
13 1401954 須崎 尚樹 ｽｻｷ ﾅｵｷ 東京都 ACQUA TAMA
23 0400165 小嶋 元 ｺｼﾞﾏ ﾊｼﾞﾒ 愛知県 イナーメ信濃山形-EFT
26 0400076 中井 光博 ﾅｶｲ ﾐﾂﾋﾛ 岐阜県 イナーメ信濃山形-EFT
33 0800194 上田 貴史 ｳｴﾀﾞ ﾀｶｼ 大阪府 VC VELOCE
60 1000909 阿部 耕⼀ ｱﾍﾞ ｺｳｲﾁ 栃木県 OYAMA STARPLEX
62 1200344 海⽼沼 武志 ｴﾋﾞﾇﾏ ﾀｹｼ 栃木県 OYAMA STARPLEX
65 1100420 小山 雄司 ｺﾔﾏ ﾕｳｼﾞ ⻑野県 快レーシング
73 9900113 高橋 利明 ﾀｶﾊｼ ﾄｼｱｷ 茨城県 GROWING Racing Team
88 1300075 佐川 祐太 ｻｶﾞﾜ ﾕｳﾀ 埼玉県 サイタマサイクルプロジェクト
90 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
98 1400079 島田 英樹 ｼﾏﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ 大阪府 Ｓａｋａｔａｎｉ Ｒａｃｉｎｇ
107 0300357 ⼀色 寛之 ｲｯｼｷ ﾋﾛﾕｷ 京都府 CIERVO NARA ELITE
124 0400358 鈴木 大忠 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾀﾀﾞ 群馬県 ＳＵＢＡＲＵ ＲＴ
127 1502369 高村 昌克 ﾀｶﾑﾗ ﾏｻｶﾂ 静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ
130 1300031 増田 弘誠 ﾏｽﾀﾞ ﾋﾛﾅｶﾞ 静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ
169 1502398 田渕 君幸 ﾀﾌﾞﾁ ｷﾐﾕｷ 東京都 Team UKYO Reve
176 0900367 隅原 秀年 ｽﾐﾊﾗ ﾋﾃﾞﾄｼ 大阪府 チーム スクアドラ
179 1400283 横田 慧⼀ ﾖｺﾀ ｹｲｲﾁ 大阪府 チーム アベノバ
204 0400538 嶌田 義明 ｼﾏﾀﾞ ﾖｼｱｷ 東京都 TEAM YOU CAN
221 1400631 中井 雄策 ﾅｶｲ ﾕｳｻｸ 群馬県 TRC PANAMAREDS
231 1600013 森田 正徳 ﾓﾘﾀ ﾏｻﾉﾘ 大阪府 ナカガワＡＳ・Ｋʼデザイン
245 1001649 伊藤 隼也 ｲﾄｳ ｼｭﾝﾔ 奈良県 パナソニックレーシング
250 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
259 1200307 桂 慶浩 ｶﾂﾗ ﾖｼﾋﾛ 福岡県 Pinazou Test Team
262 1200080 加藤 周作 ｶﾄｳ ｼｭｳｻｸ 神奈川 FAST LANE Racing
273 1500217 八幡 光哉 ﾔﾊﾀ ﾐﾂﾔ 東京都 FORCE
288 1500813 堀田 耕司 ﾎｯﾀ ｺｳｼﾞ 愛知県 BREZZA-KAMIHAGI
293 1602063 松島 拓人 ﾏﾂｼﾏ ﾀｸﾄ 神奈川 PROJECT-Y  
310 1400047 菅谷 修 ｽｶﾞﾔ ｵｻﾑ 東京都 MIVRO
316 0200369 熊本 大五郎 ｸﾏﾓﾄ ﾀﾞｲｺﾞﾛｳ 兵庫県 八ヶ岳 CYCLING CLUB
322 1000714 佐々木 暖 ｻｻｷ ﾀﾞﾝ 奈良県 EURO-WORKS Racing
324 1100076 角田 光隆 ｽﾐﾀﾞ ﾐﾂﾀｶ 奈良県 EURO-WORKS Racing
336 1402184 岩崎 晶雲 ｲﾜｻｷ ｼｮｳｳﾝ 福島県 グランペールサイクリングチーム
356 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
364 1500421 佐藤 忠則 ｻﾄｳ ﾀﾀﾞﾉﾘ 千葉県 湾岸サイクリング・ユナイテッド
370 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
389 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
401 1602084 海藤 颯 ｶｲﾄﾞｳ ﾊﾔﾃ 栃木県 ブラウ・ブリッツェン
406 0800449 鈴木 快彰 ｽｽﾞｷ ﾖｼｱｷ 神奈川 YOKOSUKA UNO RACING
411 1700557 松崎 琢仁 ﾏﾂｻﾞｷ ﾀｸﾐ 栃木県 ブラウ・ブリッツェン
421 9701178 筧 五郎 ｶｹｲ ｺﾞﾛｳ 愛知県 イナーメ信濃山形-EFT
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【クラスタ︓E2決勝1組】　33名　スタート時間 7︓30 2017.07.18
No. 選手ID 選手名 ｶﾅ 登録地 ﾁｰﾑ名
505 1402023 佐々 秀治 ｻｻ ﾋﾃﾞﾊﾙ 千葉県 イナーメ信濃山形-EFT
509 0700279 松村 晃秀 ﾏﾂﾑﾗ ｱﾋﾋﾃﾞ 静岡県 CLUB viento
512 1600693 荒木 樹 ｱﾗｷ ﾀｽﾞﾙ 石川県 ケッヘルブイシースプートニク
516 1000362 村井 忠 ﾑﾗｲ ﾏｺﾄ 奈良県 ZAS Racing
519 0500817 柚木 政範 ﾕｳﾉｷ ﾏｻﾉﾘ 三重県 スポルテック
523 1700491 河村 敦人 ｶﾜﾑﾗ ｱﾂﾄ 埼玉県 大福屋
525 0700203 大島 正義 ｵｵｼﾏ ﾏｻﾖｼ 大阪府 チーム スクアドラ
527 1400292 富永 将宇 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾏｻﾀｶ 広島県 Team Kermis Cross
531 1401047 瀧山 ⾥玖 ﾀｷﾔﾏ ﾘｸ 京都府 Team Eurasia - IRC TIRE
533 1300204 岩崎 弘幸 ｲﾜｻｷ ﾋﾛﾕｷ 富山県 チーム ローマン
535 9800197 片岡 誠治 ｶﾀｵｶ ｾｲｼﾞ 愛知県 DENSO RACING
538 1300541 村田 哲寛 ﾑﾗﾀ ﾃﾂﾋﾛ 石川県 トンデモクラブ ＣＳＫＡＧＡ
541 0900210 中澤 潤 ﾅｶｻﾞﾜ ｼﾞｭﾝ ⻑野県 Pinazou Test Team
543 1600244 野口 泰 ﾉｸﾞﾁ ﾔｽｼ 東京都 FORCE
545 1600447 岡島 颯世 ｵｶｼﾞﾏ ﾊﾔｾ 栃木県 ブラウ・ブリッツェン
547 1200351 小峰 大丞 ｺﾐﾈ ﾀﾞｲｽｹ 栃木県 My Pace Cycling
553 1402069 窪田 墾 ｸﾎﾞﾀ ﾂﾄﾑ 愛知県 Ｙʼｓ Ｒｏａｄ
555 9802500 大野 二美雄 ｵｵﾉ ﾌﾐｵ 東京都 ACQUA TAMA
557 1600601 高山 恭彰 ﾀｶﾔﾏ ﾔｽｱｷ 三重県 KINAN AACA
559 1502738 福田 伸考 ﾌｸﾀﾞ ﾉﾌﾞﾀｶ 三重県 KINAN AACA
561 1300070 北山 純 ｷﾀﾔﾏ ｼﾞｭﾝ 大阪府 Ｓａｋａｔａｎｉ Ｒａｃｉｎｇ
563 1700492 柴野 剛永 ｼﾊﾞﾉ ﾀｶﾉﾘ 埼玉県 シャークアイランド
565 1500884 小嶋 宏紀 ｺｼﾞﾏ ﾋﾛｷ 愛知県 SAUCE DEVELOPMENT
567 1500026 山本 淳史 ﾔﾏﾓﾄ ｱﾂｼ 大阪府 チーム スクアドラ
569 1101658 篠原 直貴 ｼﾉﾊﾗ ﾅｵｷ 岐阜県 Ｔｅａｍ-ＤＡＤＤＹ
571 0300621 清水 礼士 ｼﾐｽﾞ ﾚｲｼﾞ 静岡県 TEAM ZERO
573 1700682 山本 真也 ﾔﾏﾓﾄ ｼﾝﾔ 群馬県 TRC PANAMAREDS
575 1100633 ⻄村 幸大 ﾆｼﾑﾗ ｺｳﾀﾞｲ 愛知県 DENSO RACING
577 0700119 別府 敬司 ﾍﾞｯﾌﾟ ｹｲｼﾞ 大阪府 ナカガワＡＳ・Ｋʼデザイン
579 1502759 石神 宇 ｲｼｶﾞﾐ ﾀｶｼ 東京都 パラティアムTOKYO
581 1400273 澤田 光 ｻﾜﾀﾞ ﾋｶﾙ 栃木県 ブラウ・ブリッツェン
583 1701199 勝水 拓也 ｶﾂﾐｽﾞ ﾀｸﾔ 奈良県 EURO-WORKS Racing
585 0901018 福岡 武 ﾌｸｵｶ ﾀｹｼ 神奈川 Ｙʼｓ Ｒｏａｄ
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【クラスタ︓E2決勝2組】　33名　スタート時間 8︓05 2017.07.18
No. 選手ID 選手名 ｶﾅ 登録地 ﾁｰﾑ名
507 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
510 1000195 川上 晃史 ｶﾜｶﾐ ｺｳｼﾞ 愛知県 ｸﾗﾌﾞGiro
514 1500327 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
517 1400073 水田 昌宏 ﾐｽﾞﾀ ﾏｻﾋﾛ 大阪府 CWASPアタリ前田
521 1600766 浜口 太志 ﾊﾏｸﾞﾁ ﾀｶﾕｷ 千葉県 セオレーシング
524 1300260 浅川 英⼀ ｱｻｶﾜ ｴｲｲﾁ 東京都 竹芝サイクルレーシング
526 1200538 平賀 康⼀ ﾋﾗｶﾞ ｺｳｲﾁ 東京都 Team CUORE
530 1500273 小牧 宏成 ｺﾏｷ ﾋﾛﾅﾘ 石川県 TEAM MODENA
532 1400603 吉岡 拓也 ﾖｼｵｶ ﾀｸﾔ 福井県 Team Eurasia - IRC TIRE
534 1100571 平瀬 遼 ﾋﾗｾ ﾘｮｳ 愛知県 天狗党
536 1200410 倉谷 健治 ｸﾗﾀﾆ ｹﾝｼﾞ 愛知県 DENSO RACING
540 1600994 大谷 航也 ｵｵﾀﾆ ｺｳﾔ 神奈川 HAMMER!!BROS
542 9800367 吉川 勝 ﾖｼｶﾜ ﾏｻﾙ 茨城県 フィッツ
544 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
546 1300009 小池 悠介 ｺｲｹ ﾕｳｽｹ 静岡県 ブラウ・ブリッツェン
548 1500648 福吉 紳悟 ﾌｸﾖｼ ｼﾝｺﾞ 神奈川 YOKOSUKA UNO RACING
554 1700507 奥澤 優也 ｵｸｻﾞﾜ ﾕｳﾔ 埼玉県 AutoBahnGotemba
556 1300559 柴田 直樹 ｼﾊﾞﾀ ﾅｵｷ ⻑野県 イナーメ信濃山形-EFT
558 0900382 近藤 良亮 ｺﾝﾄﾞｳ ﾘｮｳｽｹ 愛知県 KINAN AACA
560 0000334 有澤 広昭 ｱﾘｻﾜ ﾋﾛｱｷ 兵庫県 グランデパール播磨
562 1300132 河内 博⾏ ｶﾜﾁ ﾋﾛﾕｷ 大阪府 ZAS Racing
564 1300018 鈴木 亮 ｽｽﾞｷ ﾘｮｳ 静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ
566 1500025 佐藤 友飛 ｻﾄｳ ﾕｳﾄ 大阪府 チーム スクアドラ
568 1300360 加藤 剛也 ｶﾄｳ ﾖｼﾔ 岐阜県 Ｔｅａｍ-ＤＡＤＤＹ
570 0000382 三村 尚 ﾐﾑﾗ ﾀｶｼ 岡山県 ﾁｰﾑ 岡山
572 0800456 須佐 浩二 ｽｻ ｺｳｼﾞ 埼玉県 Ｔｅａｍ ＦＩＴＴＥ
574 1200314 小南 友和 ｺﾐﾅﾐ ﾄﾓｶｽﾞ 愛知県 DESTRA
576 1600019 久保田 航太 ｸﾎﾞﾀ ｺｳﾀ 大阪府 TRAILBLAZER
578 1501960 村井 寛 ﾑﾗｲ ﾋﾛｼ 大阪府 パナソニックレーシング
580 9802042 丸山 厚 ﾏﾙﾔﾏ ｱﾂｼ ⻑野県 B-SOUL
582 1500415 島⽴ 孫⾏ ｼﾏﾀﾞﾃ ﾏｺﾞﾕｷ 栃木県 Honda 栃木 JET
584 1000471 大島 理彦 ｵｵｼﾏ ﾐﾁﾋｺ ⻑野県 ラヴニールあづみの
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【クラスタ︓E3決勝1組】　36名　スタート時間 14︓30 2017.07.18
No. 選手ID 選手名 ｶﾅ 登録地 ﾁｰﾑ名
604 1700359 入谷 康視 ｲﾘﾀﾆ ﾔｽｼ 愛知県 イナーメ信濃山形-EFT
613 1701431 鈴木 雄介 ｽｽﾞｷ ﾕｳｽｹ 千葉県 EXTENDED VAX SAYAMA
615 1001243 坂本 真吾 ｻｶﾓﾄ ｼﾝｺﾞ 栃木県 OYAMA STARPLEX
621 1700583 稲垣 善信 ｲﾅｶﾞｷ ﾖｼﾉﾌﾞ 愛知県 KINAN AACA
624 1700611 田村 亮 ﾀﾑﾗ ﾘｮｳ 東京都 グランディヴェルレーシングチーム
628 0700937 谷川 雄太 ﾀﾆｶﾜ ﾕｳﾀ 石川県 ケッヘルブイシースプートニク
630 1600063 古林 宏仁 ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳｼﾞ 静岡県 Squadra di LAVORANTE
632 1500334 大神 武之 ｵｵｶﾞﾐ ﾀｹｼ 静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ
635 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
637 1001898 坂藤 高 ｻｶﾄｳ ﾀｶｼ 埼玉県 大福屋
639 1502740 高田 幸朗 ﾀｶﾀﾞ ﾕｷｵ 京都府 TEAM all out
643 1700600 後藤 将之 ｺﾞﾄｳ ﾏｻﾕｷ 東京都 Ｔｅａｍ ＦＩＴＴＥ
648 1700683 吉田 健太郎 ﾖｼﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 群馬県 TRC PANAMAREDS
652 1100881 村上 淳 ﾑﾗｶﾐ ｼﾞｭﾝ 東京都 なるしまフレンド
655 1600645 高森 史弥 ﾀｶﾓﾘ ﾌﾐﾋﾛ 神奈川 HAMMER!!BROS
658 1600117 土田 拓幸 ﾂﾁﾀﾞ ﾀｸﾕｷ 富山県 ＢＲＩＤＬＥＲ JD共済 OZ
667 1301333 山本 光洋 ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾂﾋﾛ 三重県 MAX SPEED 97
675 1600153 山名 拳太郎 ﾔﾏﾅ ｹﾝﾀﾛｳ 和歌山 LALPE KF RACING
677 1602706 國⾒ 洋光 ｸﾆﾐ ﾋﾛﾐﾂ 東京都 Roppongi Express
679 9702003 岸本 伊織 ｷｼﾓﾄ ｲｵﾘ 愛知県 イナーメ信濃山形-EFT
681 1700517 篠田 淳史 ｼﾉﾀﾞ ｱﾂｼ 愛知県 インパルス
683 1700500 津留 規彰 ﾂﾙ ﾉﾘｱｷ 埼玉県 彩北ツブラーゼ
685 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
687 1600070 内藤 厚典 ﾅｲﾄｳ ｱﾂﾉﾘ 静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ
689 1700535 田中 実 ﾀﾅｶ ﾐﾉﾙ 大阪府 チーム スクアドラ
691 1700061 大石 忠寛 ｵｵｲｼ ﾀﾀﾞﾋﾛ 静岡県 TEAM ZERO
693 1500259 石野 佑介 ｲｼﾉ ﾕｳｽｹ 石川県 TEAM MODENA
695 1600688 小林 康博 ｺﾊﾞﾔｼ ﾔｽﾋﾛ 石川県 TEAM MODENA
697 1300010 鈴木 史⻯ ｽｽﾞｷ ｼﾘｭｳ 静岡県 Team Eurasia - IRC TIRE
699 1600332 佐藤 駿 ｻﾄｳ ｼｭﾝ 群馬県 TRC PANAMAREDS
701 1602695 安井 誠治 ﾔｽｲ ｾｲｼﾞ 愛知県 TRAILBLAZER
703 1700869 中村 勝彦 ﾅｶﾑﾗ ｶﾂﾋｺ 日本ろう⾃転⾞競技協会
705 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
707 1401772 今村 友紀 ｲﾏﾑﾗ ﾄﾓｷ 神奈川 Pedalist
709 1300091 浦久保 朋哉 ｳﾗｸﾎﾞ ﾄﾓﾔ 和歌山 LALPE KF RACING
711 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
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【クラスタ︓E3決勝2組】　36名　スタート時間 15︓00 2017.07.18
No. 選手ID 選手名 ｶﾅ 登録地 ﾁｰﾑ名
605 1700358 中林 翔 ﾅｶﾊﾞﾔｼ ｼｮｳ 愛知県 インパルス
614 1700526 山崎 遼大 ﾔﾏｻﾞｷ ﾘﾖﾀ 栃木県 OYAMA STARPLEX
616 1700532 藤家 広大 ﾄｳｹ ｺｳﾀﾞｲ 栃木県 OYAMA STARPLEX
623 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
625 1700737 新井 良平 ｱﾗｲ ﾘｮｳﾍｲ 東京都 グランディヴェルレーシングチーム
629 1200770 郷原 輝久 ｺﾞｳﾊﾗ ﾃﾙﾋｻ 京都府 GIANT INTERNAL FELLOWS TEAM
631 1700067 鈴木 健太 ｽｽﾞｷ ｹﾝﾀ 静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ
633 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
636 1000473 村山 優弥 ﾑﾗﾔﾏ ﾕｳﾔ ⻑野県 スワコレーシングチーム
638 1700552 坂元 伸二 ｻｶﾓﾄ ｼﾝｼﾞ 埼玉県 大福屋
642 9700788 藤橋 亮 ﾌｼﾞﾊｼ ﾘｮｳ 千葉県 チーム・チェブロ
647 1602219 池田 翔平 ｲｹﾀﾞ ｼｮｳﾍｲ 千葉県 Champion System Japan Test Team
651 1600254 佐々木 智史 ｻｻｷ ｻﾄｼ 東京都 なるしまフレンド
653 1502666 河合 智孝 ｶﾜｲ ﾄﾓﾀｶ 京都府 NIKO Factory
657 JB17563 田村 元厚 ﾀﾑﾗ ﾕｷｱﾂ 東京都 FORCE
665 1600600 ⽮田 健太郎 ﾔﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 三重県 MAX SPEED 97
668 1600008 高山 秀樹 ﾀｶﾔﾏ ﾋﾃﾞｷ 大阪府 MUUR zero Velofutur
676 1502458 望月 優 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾕｳ 新潟県 レーシングチーム シュースイ・みどり福祉会
678 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
680 1401908 新松 弘祥 ｼﾝﾏﾂ ﾋﾛﾖｼ 愛知県 イナーメ信濃山形-EFT
682 1700081 伴 崇史 ﾊﾞﾝ ﾀｶｼ 愛知県 KINAN AACA
684 1301462 駒崎 洋太 ｺﾏｻｷ ﾋﾛﾀｶ 京都府 ZIPPY CYCLE CLUB
686 1300017 内山 紀寿 ｳﾁﾔﾏ ﾉﾘﾋｻ 静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ
688 1502521 磯田 友賀 ｲｿﾀﾞ ﾄﾓｶｽﾞ 京都府 TEAM all out
690 0700844 露木 博⼀ ﾂﾕｷ ﾋﾛｶｽﾞ 東京都 Team CUORE
692 1402332 吉田 達⽮ ﾖｼﾀﾞ ﾀﾂﾔ 静岡県 TEAM ZERO
694 1500245 ⾦⼦ 和裕 ｶﾈｺ ｶｽﾞﾋﾛ 石川県 TEAM MODENA
696 1702881 中澤 賢太朗 ﾅｶｻﾞﾜ ｹﾝﾀﾛｳ 石川県 TEAM MODENA
698 1602057 河野 仁 ｺｳﾉ ﾋﾄｼ ⻑野県 チャクボタレーシング
700 1600331 神⼾ 駿 ｶﾝﾍﾞ ｼｭﾝ 群馬県 TRC PANAMAREDS
702 1001244 宮田 大 ﾐﾔﾀ ﾀﾞｲ 東京都 日本ろう⾃転⾞競技協会
704 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
706 1401733 ⻑瀬 寛之 ﾅｶﾞｾ ﾋﾛﾕｷ ⻑野県 B-SOUL
708 0900835 石渕 哲 ｲｼﾌﾞﾁ ｻﾄｼ 茨城県 Honda 栃木 JET
710 1500805 間所 智幸 ﾏﾄﾞｺﾛ ﾄﾓﾕｷ 滋賀県 Ring×2 Cycling Team
712 1702582 佐藤 ⻯也 ｻﾄｳ ﾀﾂﾔ 千葉県 湾岸サイクリング・ユナイテッド
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