
【クラスタ：E1　レースレーティング：B】　98名 2018.05.21

No. 選手ID 選手名 ｶﾅ 地域 ﾁｰﾑ名
801 1700507 奥澤 優也 ｵｸｻﾞﾜ ﾕｳﾔ 埼玉県 AutoBahnGotemba

802 1601077 湯浅 博貴 ﾕｱｻ ﾋﾛﾀｶ 埼玉県 AutoBahnGotemba

803 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

804 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

805 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

806 1502696 三平 隆文 ﾐﾋﾗ ﾀｶﾌﾐ 神奈川 アーティファクトレーシングチーム

807 0701310 管 洋介 ｽｶﾞ ﾖｳｽｹ 茨城県 AVENTURA AIKOH VICTORIA RACING

808 1700690 村山 悠平 ﾑﾗﾔﾏ ﾕｳﾍｲ 千葉県 AVENTURA AIKOH VICTORIA RACING

809 1301908 山口 和来 ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｽﾞｷ 東京都 AVENTURA AIKOH VICTORIA RACING

810 1001728 雨澤 弘機 ｱﾒｻﾞﾜ ﾋﾛｷ 栃木県 ブラウ・ブリッツェン

811 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

812 1600451 木村 紀仁 ｷﾑﾗ ﾉﾘﾋﾄ 茨城県 ブラウ・ブリッツェン

813 1600413 長田 華山 ﾅｶﾞﾀ ｶｻﾞﾝ 栃木県 ブラウ・ブリッツェン

814 9700666 新沼 光 ﾆｲﾇﾏ ｱｷﾗ 栃木県 ブラウ・ブリッツェン

815 1602074 半田 子竜 ﾊﾝﾀﾞ ｼﾘｭｳ 栃木県 ブラウ・ブリッツェン

816 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

817 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

818 0600618 飯沼 誠憲 ｲｲﾇﾏ ﾏｻﾉﾘ 東京都 Team CUORE

819 1301464 中村 潤 ﾅｶﾑﾗ ｼﾞｭﾝ 東京都 docomo RT

820 1101304 手嶋 将大 ﾃｼﾞﾏ ﾏｻﾋﾛ 千葉県 EVERFiT RUDERZ

821 1600232 安田 大希 ﾔｽﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 埼玉県 EXTENDED VAX SAYAMA

822 1100076 角田 光隆 ｽﾐﾀﾞ ﾐﾂﾀｶ 奈良県 EURO-WORKS Racing

823 1200080 加藤 周作 ｶﾄｳ ｼｭｳｻｸ 神奈川 FAST LANE Racing

824 1000397 清水 洋一 ｼﾐｽﾞ ﾖｳｲﾁ 東京都 FAST LANE Racing

825 1000071 古屋 穂高 ﾌﾙﾔ ﾎﾀﾞｶ 神奈川 FAST LANE Racing

826 1601898 藤川 凌 ﾌｼﾞｶﾜ ﾘｮｳ 栃木県 FM730

827 1500192 白井 真人 ｼﾗｲ ﾏｻﾄ 東京都 FORCE

828 1300264 中川 祐輝 ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳｷ 東京都 FORCE

829 1400141 長妻 暁 ﾅｶﾞﾂﾏ ｱｷﾗ 神奈川 FORCE

830 1600244 野口 泰 ﾉｸﾞﾁ ﾔｽｼ 東京都 FORCE

831 1801200 元木 晶央 ﾓﾄｷ ｱｷｵ 東京都 FORCE

832 1500217 八幡 光哉 ﾔﾊﾀ ﾐﾂﾔ 東京都 FORCE

833 1500271 石渡 誠一 ｲｼﾜﾀﾘ ｾｲｲﾁ 神奈川 フィッツ

834 9700951 黒川 隆之 ｸﾛｶﾜ ﾀｶﾕｷ 神奈川 フィッツ

835 1601219 松下 直暉 ﾏﾂｼﾀ ﾅｵｷ 東京都 フィッツ

836 9800367 吉川 勝 ﾖｼｶﾜ ﾏｻﾙ 茨城県 フィッツ

837 1500164 吉田 泰大 ﾖｼﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ 神奈川 フィッツ

838 1000997 柳沼 龍佑 ﾔｷﾞﾇﾏ ﾘｭｳｽｹ 福島県 グランディヴェルレーシングチーム

839 1600308 大内 淳司 ｵｵｳﾁ ｱﾂｼ 茨城県 GROWING Racing Team

840 0800118 岸本 侑大 ｷｼﾓﾄ ﾕｷﾋﾛ 茨城県 GROWING Racing Team

841 9900113 高橋 利明 ﾀｶﾊｼ ﾄｼｱｷ 茨城県 GROWING Racing Team

842 1001777 伊藤 晋一 ｲﾄｳ ｼﾝｲﾁ 神奈川 G.S.POSITIVO

843 1500423 片桐 真一 ｶﾀｷﾞﾘ ｼﾝｲﾁ 栃木県 Horizonte Amateur Cycling Team

844 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

845 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

846 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

847 1400132 半澤 雄高 ﾊﾝｻﾞﾜ ﾕﾀｶ 東京都 LinkTOHOKU

848 1402036 森田 裕紀 ﾓﾘﾀ ﾋﾛﾉﾘ 茨城県 LinkTOHOKU

849 1502777 生田目 修 ﾅﾏﾀﾒ ｵｻﾑ 栃木県 イナーメ信濃山形-EFT

850 1100461 湯浦 裕貴 ﾕｳﾗ ﾔｽﾀｶ 愛知県 イナーメ信濃山形-EFT
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851 1300268 東 智博 ﾋｶﾞｼ ﾄﾓﾋﾛ 東京都 MKⅢ

852 1200351 小峰 大丞 ｺﾐﾈ ﾀﾞｲｽｹ 栃木県 My Pace Cycling

853 1400047 菅谷 修 ｽｶﾞﾔ ｵｻﾑ 東京都 MIVRO

854 0600048 奥野 浩和 ｵｸﾉ ﾋﾛｶｽﾞ 大阪府 ナカガワＡＳ・Ｋ’デザイン

855 1501424 菅谷 照生 ｽｶﾞﾔ ﾃﾙｷ 山梨県 なるしまフレンド

856 1502790 村上 淳 ﾑﾗｶﾐ ｽﾅｵ 東京都 なるしまフレンド

857 1000909 阿部 耕一 ｱﾍﾞ ｺｳｲﾁ 栃木県 OYAMA STARPLEX

858 1200344 海老沼 武志 ｴﾋﾞﾇﾏ ﾀｹｼ 栃木県 OYAMA STARPLEX

859 0301731 金田 一 ｶﾈﾀﾞ ﾊｼﾞﾒ 茨城県 OYAMA STARPLEX

860 1101171 藤崎 直哉 ﾌｼﾞｻｷ ﾅｵﾔ 神奈川 PHANTOM 湘南

861 1001672 古谷 崇 ｺﾔ ﾀｶｼ 栃木県 RIDE Freaks

862 0400358 鈴木 大忠 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾀﾀﾞ 群馬県 ＳＵＢＡＲＵ Cycling Team

863 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

864 1201799 関根 啓総 ｾｷﾈ ﾋﾛﾐﾁ 埼玉県 サイタマサイクルプロジェクト

865 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

866 1101875 藤田 涼平 ﾌｼﾞﾀ ﾘｮｳﾍｲ 埼玉県 サイタマサイクルプロジェクト

867 9901846 大倉 健一 ｵｵｸﾗ ｹﾝｲﾁ 東京都 セオレーシング

868 1500153 島崎 一也 ｼﾏｻﾞｷ ｶｽﾞﾔ 埼玉県 シャークアイランド

869 1500114 田口 紀昭 ﾀｸﾞﾁ ﾉﾘｱｷ 埼玉県 シャークアイランド

870 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

871 0600130 河合 玄太 ｶﾜｲ ｹﾞﾝﾀ 栃木県 ﾘﾍﾞﾙﾀｽTOCHIGI BICYCLE CLUB

872 9700503 小口 英之 ｺｸﾞﾁ ﾋﾃﾞﾕｷ 栃木県 ﾘﾍﾞﾙﾀｽTOCHIGI BICYCLE CLUB

873 1400244 福野 純一 ﾌｸﾉ ｼﾞｭﾝｲﾁ 栃木県 ﾘﾍﾞﾙﾀｽTOCHIGI BICYCLE CLUB

874 0800224 川原 建太郎 ｶﾜﾊﾗ ｹﾝﾀﾛｳ 東京都 Ｙ’ｓ Ｒｏａｄ

875 1201601 鈴木 克明 ｽｽﾞｷ ｶﾂｱｷ 埼玉県 Ｙ’ｓ Ｒｏａｄ

876 0000251 佐々木 健 ｻｻｷ ﾀｹｼ 愛知県 天狗党

877 1300379 棚橋 峻也 ﾀﾅﾊｼ ｼｭﾝﾔ 愛知県 天狗党

878 1600502 宮本 訓寛 ﾐﾔﾓﾄ ｸﾆﾋﾛ 大阪府 チーム スクアドラ

879 1800213 今井 大悟 ｲﾏｲ ﾀﾞｲｺﾞ 東京都 VENTOS FRECCIA

880 1602211 永富 一騎 ﾅｶﾞﾄﾐ ｶｽﾞｷ 東京都 VENTOS FRECCIA

881 1502190 齋藤 寛太 ｻｲﾄｳ ｶﾝﾀ 茨城県 ウィンディー筑波

882 1602034 松井 大輝 ﾏﾂｲ ﾀﾞｲｷ 茨城県 ウィンディー筑波

883 9700734 井上 登士哉 ｲﾉｳｴ ﾄｼﾔ 愛媛県 VC VELOCE

884 0500349 井上 人志 ｲﾉｳｴ ﾋﾄｼ 滋賀県 VC VELOCE

885 0800194 上田 貴史 ｳｴﾀﾞ ﾀｶｼ 大阪府 VC VELOCE

886 9701872 近藤 智彦 ｺﾝﾄﾞｳ ﾄﾓﾋｺ 大阪府 VC VELOCE

887 1101715 飯嶋 睦 ｲｲｼﾞﾏ ﾑﾂﾐ 千葉県 湾岸サイクリング・ユナイテッド

888 1500253 石塚 将人 ｲｼﾂﾞｶ ﾏｻﾄ 千葉県 湾岸サイクリング・ユナイテッド

889 1702582 佐藤 竜也 ｻﾄｳ ﾀﾂﾔ 千葉県 湾岸サイクリング・ユナイテッド

890 1400095 土屋 幸生 ﾂﾁﾔ ﾕｷｵ 千葉県 湾岸サイクリング・ユナイテッド

891 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

892 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

893 1402251 白石 光 ｼﾗｲｼ ﾋｶﾙ 神奈川 横浜高校自転車競技部

894 1400148 福田 圭晃 ﾌｸﾀﾞ ﾖｼｱｷ 神奈川 横浜高校自転車競技部

895 1602061 山之内 壮真 ﾔﾏﾉｳﾁ ｼｮｳﾏ 神奈川 横浜高校自転車競技部

896 1602022 吉田 光希 ﾖｼﾀﾞ ｺｳｷ 神奈川 横浜高校自転車競技部

897 1500648 福吉 紳悟 ﾌｸﾖｼ ｼﾝｺﾞ 神奈川 YOKOSUKA UNO RACING

898 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
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【クラスタ：E2　レースレーティング：C】　67名 2018.05.21

No. 選手ID 選手名 ｶﾅ 地域 ﾁｰﾑ名
901 0100833 船山 崇 ﾌﾅﾔﾏ ﾀｶｼ 東京都 ACQUA TAMA

902 0900512 山野内 徹 ﾔﾏﾉｳﾁ ﾄｵﾙ 神奈川 atelierFLEUVE Racing

903 1800655 楠田 渓太 ｸｽﾀﾞ ｹｲﾀ 東京都 アーティファクトレーシングチーム

904 1400425 相場 康雄 ｱｲﾊﾞ ﾔｽｵ 東京都 AVENTURA AIKOH VICTORIA RACING

905 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

906 1502782 森崎 健臣 ﾓﾘｻｷ ｹﾝｼﾝ 東京都 ブラウ・ブリッツェン

907 1700242 梅津 祐希 ｳﾒﾂ ﾕｳｷ 東京都 BICI CERCATORE

908 1301393 森 光流 ﾓﾘ ﾋｶﾙ 千葉県 Blanche Racing Team

909 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

910 0900141 今野 勲 ｺﾝﾉ ｲｻｵ 宮城県 キャメル メンズ ギア

911 1600570 佐藤 拓実 ｻﾄｳ ﾀｸﾐ 宮城県 キャメル メンズ ギア

912 0900462 川口 悟史 ｶﾜｸﾞﾁ ｻﾄｼ 東京都 Team CUORE

913 1500198 國定 洋光 ｸﾆｻﾀﾞ ﾋﾛﾐﾂ 東京都 Team CUORE

914 1000400 小林 秀雄 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞｵ 東京都 FAST LANE Racing

915 0701060 増田 輝之 ﾏｽﾀﾞ ﾃﾙﾕｷ 千葉県 FAST LANE Racing

916 1700547 森 紀侑 ﾓﾘ ﾉﾘﾕｷ 栃木県 FM730

917 1700590 桶野 純平 ｵｹﾉ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 東京都 FORCE

918 1702396 斎藤 剛 ｻｲﾄｳ ﾂﾖｼ 東京都 FORCE

919 1600276 香川 宏太 ｶｶﾞﾜ ｺｳﾀ 東京都 フィッツ

920 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

921 9702821 戸田 誠 ﾄﾀﾞ ﾏｺﾄ 東京都 日野自動車レーシングチーム

922 9700394 齋藤 道明 ｻｲﾄｳ ﾐﾁｱｷ 福島県 郡山サイクルフレンズ

923 1400135 川島 健人 ｶﾜｼﾏ ｹﾝﾄ 東京都 MIVRO

924 1601955 本間 豪紀 ﾎﾝﾏ ﾋﾃﾞﾄｼ 東京都 NAK Racing

925 1703528 鈴木 一磨 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾏ 神奈川 SAUCE DEVELOPMENT

926 1400433 近藤 聡 ｺﾝﾄﾞｳ ｻﾄｼ 東京都 なるしまフレンド

927 1600247 竹花 和浩 ﾀｹﾊﾅ ｶｽﾞﾋﾛ 東京都 なるしまフレンド

928 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

929 1600273 藤井 敏郎 ﾌｼﾞｲ ﾄｼﾛｳ 東京都 なるしまフレンド

930 1001402 谷口 義典 ﾔｸﾞﾁ ﾖｼﾉﾘ 茨城県 なるしまフレンド

931 1502758 増田 朋寧 ﾏｽﾀﾞ ﾄﾓﾔｽ 東京都 パラティアムTOKYO

932 1800557 相楽 誠 ｻｶﾞﾗ ﾏｺﾄ 東京都 Rapha Cycling Club

933 0601459 佐柄 勝弘 ｻｶﾞﾗ ｶﾂﾋﾛ 新潟県 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ

934 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

935 1100040 小山 洋平 ｺﾔﾏ ﾖｳﾍｲ 神奈川 Racing CUBE

936 1100497 大谷 一 ｵｵﾀﾆ ﾊｼﾞﾒ 茨城県 RIDE Freaks

937 1001726 向田 潤一 ﾑｶﾀﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ 栃木県 RIDE Freaks

938 1600645 高森 史弥 ﾀｶﾓﾘ ﾌﾐﾋﾛ 神奈川 HAMMER!!BROS

939 1001913 梅野 秀哉 ｳﾒﾉ ﾋﾃﾞﾔ 東京都 SQUADRA CORSE cicli HIDE

940 0901784 梅野 優哉 ｳﾒﾉ ﾏｻﾔ 東京都 SQUADRA CORSE cicli HIDE

941 0800172 土屋 尚友 ﾂﾁﾔ ﾋｻﾄﾓ 埼玉県 SQUADRA CORSE cicli HIDE

942 1600233 高橋 史朗 ﾀｶﾊｼ ｼﾛｳ 埼玉県 サイタマサイクルプロジェクト

943 1602486 瀬田 昌彦 ｾﾀ ﾏｻﾋｺ 埼玉県 シャークアイランド

944 1800108 山田 壮太朗 ﾔﾏﾀﾞ ｿｳﾀﾛｳ 東京都 Team SHIDO

945 1602414 吉澤 祐介 ﾖｼｻﾞﾜ ﾕｳｽｹ 東京都 Team SHIDO

946 0000387 大橋 克弘 ｵｵﾊｼ ｶﾂﾋﾛ 静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

947 9701444 三宅 悟史 ﾐﾔｹ ｻﾄｼ 静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

948 0600125 岡野 賢司 ｵｶﾉ ｹﾝｼﾞ 栃木県 ﾘﾍﾞﾙﾀｽTOCHIGI BICYCLE CLUB

949 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

950 1300141 東 健司 ﾋｶﾞｼ ｹﾝｼﾞ 神奈川 竹芝サイクルレーシング
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951 0600912 竹内 正宏 ﾀｹｳﾁ ﾏｻﾋﾛ 神奈川 たかだフレンドレーシング

952 0700657 河合 達朗 ｶﾜｲ ﾀﾂﾛｳ 宮崎県 Ｙ’ｓ Ｒｏａｄ

953 0901018 福岡 武 ﾌｸｵｶ ﾀｹｼ 神奈川 Ｙ’ｓ Ｒｏａｄ

954 1000017 村松 太陽 ﾑﾗﾏﾂ ﾀｲﾖｳ 千葉県 Ｙ’ｓ Ｒｏａｄ

955 1501888 海野 晋作 ｳﾐﾉ ｼﾝｻｸ 東京都 VENTOS FRECCIA

956 1702724 高橋 勇二 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｼﾞ 栃木県 ウィンディー筑波

957 1800170 七井 勇之介 ﾅﾅｲ ﾕｳﾉｽｹ 茨城県 ウィンディー筑波

958 0200002 猪又 靖 ｲﾉﾏﾀ ｷﾖｼ 北海道 VC VELOCE

959 0800652 辻 邦浩 ﾂｼﾞ ｸﾆﾋﾛ 京都府 VC VELOCE

960 0800487 山下 秀剛 ﾔﾏｼﾀ ﾋﾃﾞﾀｶ 三重県 スポルテック

961 1800240 安宅 将貴 ｱﾀｶ ﾏｻﾀｶ 千葉県 湾岸サイクリング・ユナイテッド

962 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

963 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

964 1400618 関 隆芳 ｾｷ ﾀｶﾖｼ 茨城県 湾岸サイクリング・ユナイテッド

965 1600257 野口 直也 ﾉｸﾞﾁ ﾅｵﾔ 東京都 湾岸サイクリング・ユナイテッド

966 1602023 徳山 見晴 ﾄｸﾔﾏ ﾐﾊﾙ 神奈川 横浜高校自転車競技部

967 1602183 扇原 勇二 ｵｵｷﾞﾊﾗ ﾕｳｼﾞ 東京都 あらかわZoo Racing
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