
【クラスタ：E1　レースレーティング：Bc 】 46名 2018.10.15

No. 選手ID 選手名 ｶﾅ 登録地 ﾁｰﾑ名
101 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

102 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

104 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

106 1502455 田中 隆太 ﾀﾅｶ ﾘｭｳﾀ 広島県 voyAge cycling team

108 1602190 竹内 成 ﾀｹｳﾁ ﾅﾙ 香川県 ボンシャンス

109 0300357 一色 寛之 ｲｯｼｷ ﾋﾛﾕｷ 京都府 CIERVO NARA ELITE

110 0800054 湧川 将樹 ﾜｸｶﾞﾜ ﾏｻｷ 山口県 山口県自転車競技連盟・GRP

111 1501497 皿谷 宏人 ｻﾗｶﾞｲ ﾋﾛﾄ 広島県 エキップ　ティラン

112 1000714 佐々木 暖 ｻｻｷ ﾀﾞﾝ 奈良県 EURO-WORKS Racing

113 1100076 角田 光隆 ｽﾐﾀﾞ ﾐﾂﾀｶ 奈良県 EURO-WORKS Racing

114 1702976 中森 雅人 ﾅｶﾓﾘ ﾏｻﾄ 大阪府 EURO-WORKS Racing

115 1001922 森 俊夫 ﾓﾘ ﾄｼｵ 奈良県 EURO-WORKS Racing

116 1400141 長妻 暁 ﾅｶﾞﾂﾏ ｱｷﾗ 神奈川 FORCE

117 1801200 元木 晶央 ﾓﾄｷ ｱｷｵ 東京都 FORCE

118 1500217 八幡 光哉 ﾔﾊﾀ ﾐﾂﾔ 東京都 FORCE

119 1500505 築山 元樹 ﾂｷﾔﾏ ｹﾞﾝｷ 岡山県 Team Grandi Petit

120 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

121 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

122 1500397 堀川 滉太 ﾎﾘｶﾜ ｺｳﾀ 岡山県 関西高等学校

123 1600095 前村 悟 ﾏｴﾑﾗ ｻﾄﾙ 兵庫県 Life Ride

124 1100638 山岡 健人 ﾔﾏｵｶ ｹﾝﾄ 愛媛県 TEAM LUPPI

125 1601008 岩佐 信吾 ｲﾜｻ ｼﾝｺﾞ 長野県 イナーメ信濃山形-EFT

127 0800429 菅根 利明 ｽｶﾞﾈ ﾄｼｱｷ 群馬県 イナーメ信濃山形-EFT

128 0901303 亀岡 晋也 ｶﾒｵｶ ｼﾝﾔ 愛媛県 masahikomifune.com CyclingTeam

129 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

130 1601925 梅澤 幹太 ｳﾒｻﾞﾜ ｶﾝﾀ 愛媛県 エキップユーレーシング

131 1600007 橋本 陽介 ﾊｼﾓﾄ ﾖｳｽｹ 大阪府 ネクストリーム・うどん虹や

132 1201705 中屋 貴義 ﾅｶﾔ ﾀｶﾖｼ 高知県 パラティアムTOKYO

133 1501960 村井 寛 ﾑﾗｲ ﾋﾛｼ 大阪府 パナソニックレーシング

134 1400079 島田 英樹 ｼﾏﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ 大阪府 Ｓａｋａｔａｎｉ Ｒａｃｉｎｇ

136 1001823 上手 勇輝 ｶﾐﾃ ﾕｳｷ 広島県 Team Kermis Cross

137 1600075 坂川 達行 ｻｶｶﾞﾜ ﾀﾂﾕｷ 広島県 Team Kermis Cross

138 1500173 中川 泰我 ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｲｶﾞ 広島県 Team Kermis Cross

139 1600071 柳楽 諭 ﾅｷﾞﾗ ｻﾄｼ 広島県 Team Kermis Cross

140 1301684 廣本 凌也 ﾋﾛﾓﾄ ﾘｮｳﾔ 広島県 Team Kermis Cross

141 0000251 佐々木 健 ｻｻｷ ﾀｹｼ 愛知県 天狗党

142 9700879 藤井 壮太 ﾌｼﾞｲ ｿｳﾀ 長野県 東洋水産ロードレース部

143 1501770 岩本 克也 ｲﾜﾓﾄ ｶﾂﾔ 山口県 Team UKYO Reve

144 1500211 高橋 叶平 ﾀｶﾊｼ ｷｮｳﾍｲ 広島県 Team UKYO Reve

146 9700734 井上 登士哉 ｲﾉｳｴ ﾄｼﾔ 愛媛県 VC VELOCE

147 0500349 井上 人志 ｲﾉｳｴ ﾋﾄｼ 滋賀県 VC VELOCE

148 1500068 小原 洋未 ｵﾊﾗ ﾋﾛﾐ 大阪府 VC VELOCE

149 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

150 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

151 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

153 1700578 一丸 裕介 ｲﾁﾏﾙ ﾕｳｽｹ 徳島県 徳島サイクルレーシング
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【クラスタ：E2　レースレーティング：Cc 】 32 2018.10.15

No. 選手ID 選手名 ｶﾅ 登録地 ﾁｰﾑ名
201 1201133 田崎 竜成 ﾀｻｷ ﾘｭｳｾｲ 鹿児島 エイル宮崎

202 1400291 渡部 譲二 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｮｳｼﾞ 広島県 voyAge cycling team

203 1500347 川上 豪仁 ｶﾜｶﾐ ﾀｹﾋﾄ 福岡県 Ｂｌｕｅ Ｇｒａｓｓ

207 0300650 山口 忠行 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾀﾞﾕｷ 広島県 eNShare Cycling Team

208 1200445 岡本 順 ｵｶﾓﾄ ｼﾞｭﾝ 山口県 山口県自転車競技連盟・GRP

209 1700388 平井 貴志 ﾋﾗｲ ﾀｶｼ 山口県 山口県自転車競技連盟・GRP

210 0100423 真鍋 英祐 ﾏﾅﾍﾞ ｴｲｽｹ 山口県 山口県自転車競技連盟・GRP

211 0200433 酒居 良和 ｻｶｲ ﾖｼｶｽﾞ 広島県 エキップ　ティラン

212 1700036 早苗 拓海 ｻﾅｴ ﾀｸﾐ 広島県 エキップ　ティラン

213 1501905 曹 栩銘 ｿｳ ｸﾒｲ 広島県 エキップ　ティラン

214 1200036 山根 功 ﾔﾏﾈ ｲｻｵ 岡山県 ＦＲＥＥＳＰＥＥＤ

215 1801094 松本 雄大 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳﾀﾞｲ 愛知県 KINAN AACA

217 0500435 福留 康介 ﾌｸﾄﾞﾒ ｺｳｽｹ 岡山県 イナーメ信濃山形-EFT

219 1400276 小林 慎也 ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾝﾔ 兵庫県 モジュマ  エリアゼロナナゴ

220 1201092 今井 章雄 ｲﾏｲ ｱｷｵ 岡山県 SAUCE DEVELOPMENT

221 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

222 1602205 鈴木 大 ｽｽﾞｷ ﾀﾞｲ 広島県 なるしまフレンド

223 1001247 大村 英哉 ｵｵﾑﾗ ﾌｻﾔ 熊本県 パープルモンキー

224 1801013 榊原 航太 ｻｶｷﾊﾞﾗ ｺｳﾀ 神奈川 Racing CUBE

227 1700538 八木 健太 ﾔｷﾞ ｹﾝﾀ 高知県 徳島サイクルレーシング

228 1400295 大森 健一 ｵｵﾓﾘ ｹﾝｲﾁ 広島県 Team Kermis Cross

229 1501045 木原 与志寛 ｷﾊﾗ ﾖｼﾋﾛ 広島県 Team Kermis Cross

230 1400292 富永 将宇 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾏｻﾀｶ 広島県 Team Kermis Cross

232 0800830 中村 誠 ﾅｶﾑﾗ ﾏｺﾄ 岡山県 チーム岡山

233 1100103 藤井 伸昌 ﾌｼﾞｲ ﾉﾌﾞﾏｻ 岡山県 チーム岡山

234 0600094 溝原 誠 ﾐｿﾞﾊﾗ ﾏｺﾄ 岡山県 チーム岡山

235 0000382 三村 尚 ﾐﾑﾗ ﾀｶｼ 岡山県 チーム岡山

237 0700204 大原 勇生 ｵｵﾊﾗ ﾕｳｷ 大阪府 チーム スクアドラ

238 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

239 0500076 伊勢 洋人 ｲｾ ﾋﾛﾄ 大阪府 チーム　ＷＥＡＥＫＥＮＤ

242 9801847 白石 裕二 ｼﾗｲｼ ﾕｳｼﾞ 熊本県 チームサイクルプラス

243 1801461 松浦 広明 ﾏﾂｳﾗ ﾋﾛｱｷ 広島県 エキップ　ティラン
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【クラスタ：E3　レースレーティング：Dc 】 52名 2018.10.15

No. 選手ID 選手名 ｶﾅ 登録地 ﾁｰﾑ名
301 1800187 井上 尚也 ｲﾉｳｴ ﾅｵﾔ 広島県 Aki Rising Bicycle team

303 1700685 菅村 篤 ｽｶﾞﾑﾗ ｱﾂｼ 広島県 Aki Rising Bicycle team

306 1800225 山田 哲也 ﾔﾏﾀﾞ ﾃﾂﾔ 広島県 Aki Rising Bicycle team

307 1800233 高杉 知希 ﾀｶｽｷﾞ ﾄﾓｷ 広島県 voyAge cycling team

308 1700367 細川 貴弘 ﾎｿｶﾜ ﾀｶﾋﾛ 岡山県 voyAge cycling team

310 1000248 佐崎 拓郎 ｻｻﾞｷ ﾀｸﾛｳ 愛媛県 チーム大永山

312 0400883 香川 祐太 ｶｶﾞﾜ ﾕｳﾀ 広島県 eNShare Cycling Team

313 1500390 小林 達也 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾂﾔ 広島県 eNShare Cycling Team

314 1101124 武久 弘太 ﾀｹﾋｻ ｺｳﾀ 京都府 eNShare Cycling Team

315 1800637 古谷 友一 ﾌﾙﾀﾆ ﾕｳｲﾁ 広島県 eNShare Cycling Team

316 1802046 吉木 匠 ﾖｼｷ ﾀｸﾐ 広島県 eNShare Cycling Team

317 1800188 頼政 弥弘 ﾖﾘﾏｻ ﾐﾂﾋﾛ 広島県 eNShare Cycling Team

318 1800229 脇本 貴尉 ﾜｷﾓﾄ ﾀｶﾔｽ 広島県 eNShare Cycling Team

319 9802484 植木 康文 ｳｴｷ ﾔｽﾌﾐ 山口県 山口県自転車競技連盟・GRP

320 1802627 大久保 剛 ｵｵｸﾎﾞ ﾂﾖｼ 山口県 山口県自転車競技連盟・GRP

321 1700546 中田 辰朗 ﾅｶﾀ ﾀﾂﾛｳ 山口県 山口県自転車競技連盟・GRP

322 1802119 原 直人 ﾊﾗ ﾅｵﾄ 山口県 山口県自転車競技連盟・GRP

323 1800265 福田 健一 ﾌｸﾀﾞ ｹﾝｲﾁ 山口県 山口県自転車競技連盟・GRP

324 1800097 上野 瑞貴 ｳｴﾉ ﾐｽﾞｷ 広島県 エキップ　ティラン

325 1800245 近森 亮 ﾁｶﾓﾘ ﾘｮｳ 広島県 エキップ　ティラン

327 1800097 玉仙 健一 ｷﾞｮｸｾﾝ ｹﾝｲﾁ 神奈川 FORCE

328 0600028 大場 聖司 ｵｵﾊﾞ ｾｲｼﾞ 静岡県 フィッツ

332 0800291 池田 基彦 ｲｹﾀﾞ ﾓﾄﾋｺ 広島県 Gaines R

333 1500391 山脇 千稔 ﾔﾏﾜｷ ｶｽﾞﾉﾘ 広島県 Gaines R

334 1700190 冨永 敬亮 ﾄﾐﾅｶﾞ ｹｲｽｹ 奈良県 奈良キタサイクル まほロバRC

335 1800073 橋岡 宏茂 ﾊｼｵｶ ﾋﾛｼ 愛知県 KINAN AACA

337 0501477 小山 幸次 ｺﾔﾏ ｺｳｼﾞ 大阪府 MUUR

338 1600008 高山 秀樹 ﾀｶﾔﾏ ﾋﾃﾞｷ 大阪府 MUUR

339 1802183 中西 哲健 ﾅｶﾆｼ ﾉﾘｶﾂ 兵庫県 ナカガワＡＳ・Ｋ’デザイン

340 1702984 柴田 湧斗 ｼﾊﾞﾀ ﾕｳﾄ 愛媛県 エキップユーレーシング

341 1800744 濱田 剛志 ﾊﾏﾀﾞ ﾂﾖｼ 長崎県 ネスト ナガサキ

343 1502717 大川 和哉 ｵｵｶﾜ ｶｽﾞﾔ 東京都 パラティアムTOKYO

344 1600063 古林 宏仁 ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳｼﾞ 静岡県 Squadra di LAVORANTE

345 1703335 大仲 凜功 ｵｵﾅｶ ﾘｸ 大阪府 Ｓａｋａｔａｎｉ Ｒａｃｉｎｇ

346 1400271 柿原 和貴 ｶｷﾊﾗ ｶｽﾞｷ 大阪府 soleil de lest

349 1800268 三屋田 健介 ﾐﾔﾀ ｹﾝｽｹ 徳島県 徳島サイクルレーシング

350 1800569 石原 滉二郎 ｲｼﾊﾗ ｺｳｼﾞﾛｳ 広島県 Team Kermis Cross

351 1801489 太田 敬士 ｵｵﾀ ｹｲｼ 広島県 Team Kermis Cross

352 9702947 坂村 陽平 ｻｶﾑﾗ ﾖｳﾍｲ 広島県 Team Kermis Cross

353 1800047 笹原 純平 ｻｻﾊﾗ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 広島県 Team Kermis Cross

354 1600345 重本 明彦 ｼｹﾞﾓﾄ ｱｷﾋｺ 山口県 Team Kermis Cross

355 1602048 西岡 靖記 ﾆｼｵｶ ﾔｽｷ 広島県 Team Kermis Cross

356 1703457 西川 大介 ﾆｼｶﾜ ﾀﾞｲｽｹ 広島県 Team Kermis Cross

357 1801465 濱田 大海 ﾊﾏﾀﾞ ﾏｻﾐ 広島県 Team Kermis Cross

359 1800078 渡辺 優一 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｲﾁ 広島県 Team Kermis Cross
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360 1700102 高橋 学 ﾀｶﾊｼ ﾏﾅﾌﾞ 広島県 ＴＮＧレーシング広島

363 1700533 犬伏 輝斗　 ｲﾇﾌﾞｾ ｷﾗﾄ 大阪府 チーム スクアドラ

364 1703353 植田 恒平 ｳｴﾀﾞ ｺｳﾍｲ 兵庫県 ウオズミサイクルレーシング

365 1700001 村岡 耕吉 ﾑﾗｵｶ ｺｳｷﾁ 広島県 Team UKYO Reve

366 1301678 早稲田 亮太 ﾜｾﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 広島県 Team UKYO Reve

367 1701966 中村 典 ﾅｶﾑﾗ ﾂｶｻ 福岡県 VC FUKUOKA（エリート）

368 1702881 中澤 賢太朗 ﾅｶｻﾞﾜ ｹﾝﾀﾛｳ 石川県 TEAM MODENA
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【クラスタ：F　レースレーティング：Fc 】 9名 2018.10.15

No. 選手ID 選手名 ｶﾅ 登録地 ﾁｰﾑ名
1 9701485 唐見 実世子 ｶﾗﾐ ﾐﾖｺ 茨城県 弱虫ペダル サイクリングチーム

2 1800102 早瀬 恵子 ﾊﾔｾ ｹｲｺ 広島県 voyAge cycling team

3 1502784 野口 佳子 ﾉｸﾞﾁ ｹｲｺ 東京都 チームブリヂストンサイクリング

4 1500393 中里 友香 ﾅｶｻﾞﾄ ﾕｶ 広島県 eNShare Cycling Team

5 1801295 角島 紀子 ｶﾄﾞｼﾏ ﾉﾘｺ 山口県 山口県自転車競技連盟・GRP

6 1600347 中塚 祐佳 ﾅｶﾂｶ ﾕｶ 山口県 山口県自転車競技連盟・GRP

7 1502195 藤原 優子 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｳｺ 兵庫県 EURO-WORKS Racing

9 1200505 簑原 由加利 ﾐﾉﾊﾗ ﾕｶﾘ 東京都 日本ろう自転車競技協会

11 1800032 森本 保乃花 ﾓﾘﾓﾄ ﾎﾉｶ 大阪府 TEAM all out
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