自転車月間 第4回 JBCF 堺クリテリウム
【クラスタ：E1 レースレーティング：B】 84名
No.
選手ID
選手名

2015.05.08
ｶﾅ

地域

ﾁｰﾑ名

301

1201920 中嶋 安階

ﾅｶｼﾞﾏ ﾔｽﾀｶ

京都府 イナーメ信濃山形-EFT

302

0400165 小嶋 元

ｺｼﾞﾏ ﾊｼﾞﾒ

愛知県 イナーメ信濃山形-EFT

303

0100356 池本 揚亮

ｲｹﾓﾄ ﾖｳｽｹ

和歌山 岩井商会レーシング

304

1000909 阿部 耕一

ｱﾍﾞ ｺｳｲﾁ

栃木県 OYAMA STARPLEX

305

1201616 吉森 大晃

ﾖｼﾓﾘ ﾋﾛｱｷ

奈良県 GALANTE NARA

306

1201807 中村 彰伸

ﾅｶﾑﾗ ｱｷﾉﾌﾞ

愛知県 Cannonball.jp

307

0500055 藤岡 徹也

ﾌｼﾞｵｶ ﾃﾂﾔ

兵庫県 クラブシルベスト

308

0500349 井上 人志

ｲﾉｳｴ ﾋﾄｼ

大阪府 クラブシルベスト

309

0601273 松木 健治

ﾏﾂｷ ｹﾝｼﾞ

大阪府 クラブシルベスト

310

0400729 小西 悠貴

ｺﾆｼ ﾕｳｷ

京都府 クラブシルベスト

311

9700734 井上 登士哉

ｲﾉｳｴ ﾄｼﾔ

愛媛県 クラブシルベスト

312

0200002 猪又 靖

ｲﾉﾏﾀ ｷﾖｼ

北海道 クラブシルベスト

313

0600048 奥野 浩和

ｵｸﾉ ﾋﾛｶｽﾞ

大阪府 クラブシルベスト

314

1100274 藤田 耕志

ﾌｼﾞﾀ ﾀｶｼ

兵庫県 クラブシルベスト

315

JBSLB04 小原 洋未

ｵﾊﾗ ﾋﾛﾐ

兵庫県 クラブシルベスト

316

1000512 佐井 輝久

ｻｲ ﾃﾙﾋｻ

京都府 クラブシルベスト

317

0800194 上田 貴史

ｳｴﾀﾞ ﾀｶｼ

大阪府 クラブシルベスト

318

0500351 鎌谷 哲也

ｶﾏﾀﾆ ﾃﾂﾔ

大阪府 クラブシルベスト

319

0900162 苗村 徹

ﾅｴﾑﾗ ﾄｵﾙ

大阪府 クラブシルベスト

320

1101515 平田 匡史

ﾋﾗﾀ ﾏｻｼ

大阪府 クラブシルベスト

321

1400274 古賀 智士

ｺｶﾞ ｻﾄｼ

兵庫県 クラブシルベスト

322

0000310 服部 健一

ﾊｯﾄﾘ ｹﾝｲﾁ

大阪府 Ｓａｋａｔａｎｉ Ｒａｃｉｎｇ

323

1201243 吉田 優一

ﾖｼﾀﾞ ﾕｳｲﾁ

奈良県 ZAS Racing

324

1001777 伊藤 晋一

ｲﾄｳ ｼﾝｲﾁ

神奈川 G.S.POSITIVO

325

1100087 田中 信行

ﾀﾅｶ ﾉﾌﾞﾕｷ

奈良県 ZIPPY CYCLE CLUB

326

1400842 田中 涼太

ﾀﾅｶ ﾘｮｳﾀ

大阪府 ZIPPY CYCLE CLUB

327

0901360 松元 剛

ﾏﾂﾓﾄ ﾂﾖｼ

京都府 ZIPPY CYCLE CLUB

328

1000261 小川 克広

ｵｶﾞﾜ ﾖｼﾋﾛ

栃木県 じてんしゃの杜

329

0800023 和田山 尚史

ﾜﾀﾞﾔﾏ ﾀｶﾌﾐ

大阪府 侵略！！！

330

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

331

1300056 比護 任

ﾋｺﾞ ｱﾀﾙ

大阪府 SAUCE DEVELOPMENT

332

0700611 鳥居 新也

ﾄﾘｲ ｼﾝﾔ

大阪府 竹芝サイクルレーシング

333

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

334

0500746 涌本 正樹

ﾜｸﾓﾄ ﾏｻｷ

大阪府 チーム スクアドラ

335

1300054 山内 昌益

ﾔﾏｳﾁ ｼｮｳｴｷ

大阪府 チーム・アヴェル

336

1200389 大橋 純也

ｵｵﾊｼ ｼﾞｭﾝﾔ

兵庫県 チーム・アヴェル

337

1300064 酒井 一真

ｻｶｲ ｶｽﾞﾏ

大阪府 チーム・アヴェル

338

1300630 川崎 卓治

ｶﾜｻｷ ﾀｸｼﾞ

岡山県 ﾁｰﾑ 岡山

339

1100108 山本 晃司

ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｼﾞ

岡山県 ﾁｰﾑ 岡山

340

1200028 堀田 貴洋

ﾎｯﾀ ﾀｶﾋﾛ

岡山県 ﾁｰﾑ 岡山

341

1200030 青江 良治

ｱｵｴ ﾖｼﾊﾙ

岡山県 ﾁｰﾑ 岡山

342

0600094 溝原 誠

ﾐｿﾞﾊﾗ ﾏｺﾄ

岡山県 ﾁｰﾑ 岡山

343

1100858 日野 泰静

ﾋﾉ ﾀｲｾｲ

愛媛県 チームグロシャ

344

1300096 吹田 大地

ｽｲﾀ ﾀﾞｲﾁ

和歌山 TEAM SANREMO

345

1101599 山本 雅之

ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾕｷ

大阪府 チーム・シルクロード

346

1301725 西島 優太郎

ﾆｼｼﾞﾏ ﾕｳﾀﾛｳ

北海道 Champion System Japan

347

1100940 根本 了慈

ﾈﾓﾄ ﾘｮｳｼﾞ

東京都 Champion System Japan

348

0901252 森田 大理

ﾓﾘﾀ ﾀﾞｲﾘ

三重県 TSU RACING

349

1200842 平野 真一

ﾋﾗﾉ ｼﾝｲﾁ

和歌山 TOKYO VENTOS

350

1200750 柴田 浩輔

ｼﾊﾞﾀ ｺｳｽｹ

兵庫県 トラクターＲＣ
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351

1300540 松井 大悟

ﾏﾂｲ ﾀﾞｲｺﾞ

石川県 トンデモクラブ ＣＳＫＡＧＡ

352

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・Ｋ’デザイン

353

9701689 福田 透

ﾌｸﾀﾞ ﾄｵﾙ

滋賀県 ナカガワＡＳ・Ｋ’デザイン

354

1100528 高橋 義樹

ﾀｶﾊｼ ﾖｼｷ

東京都 なるしまフレンド

355

1300409 根田 裕司

ﾈﾀﾞ ﾕｳｼﾞ

大阪府 ネクストリーム・うどん棒

356

1200586 村田 将平

ﾑﾗﾀ ｼｮｳﾍｲ

大阪府 ネクストリーム・うどん棒

357

1101262 大堀 雅行

ｵｵﾎﾘ ﾏｻﾕｷ

熊本県 PURPLE MONKEY

358

1001247 大村 英哉

ｵｵﾑﾗ ﾌｻﾔ

熊本県 PURPLE MONKEY

359

0001623 坂本 恵一

ｻｶﾓﾄ ｹｲｲﾁ

大阪府 BC.ANELLO

360

1300114 山口 雄大

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｹﾋﾛ

神奈川 Pinazou Test Team

361

1000423 佐藤 信哉

ｻﾄｳ ｼﾝﾔ

福岡県 VC Fukuoka

362

1201348 江川 哲治

ｴｶﾞﾜ ﾃﾂｼﾞ

福岡県 VC Fukuoka

363

JBVCF02 村田 雄耶

ﾑﾗﾀ ﾕｳﾔ

福岡県 VC Fukuoka

364

1400396 今泉 喜樹

ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾖｼｷ

福岡県 VC Fukuoka

365

1201347 井戸川 真一

ｲﾄﾞｶﾞﾜ ｼﾝｲﾁ

福岡県 VC Fukuoka

366

1401678 西 寅太郎

ﾆｼ ﾄﾗﾀﾛｳ

福岡県 ボンシャンス

367

1001778 大橋 聖二

ｵｵﾊｼ ｾｲｼﾞ

栃木県 Honda 栃木 JET

368

1200341 小長谷 剛

ｺﾜｾ ﾂﾖｼ

栃木県 Honda 栃木 JET

369

1001917 小林 孝臣

ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶｵﾐ

和歌山 町じて和歌山MKD

370

1300638 高谷 薫

ﾀｶﾀﾆ ｶｵﾙ

兵庫県 町じて和歌山MKD

371

1100857 日野 竜嘉

ﾋﾉ ﾀﾂﾖｼ

愛媛県 松山聖陵高等学校

372

1100035 池田 朋介

ｲｹﾀﾞ ﾄﾓﾕｷ

静岡県 ミソノイレーシングチーム

373

1200752 北西 佳輔

ｷﾀﾆｼ ｹｲｽｹ

和歌山 MUUR zero Velofutur

374

1300478 三原 貴裕

ﾐﾊﾗ ﾀｶﾋﾛ

大阪府 MUUR zero Velofutur

375

1200193 野原 弘貴

ﾉﾊﾗ ﾋﾛｷ

岐阜県 名岐ベンド

376

1300044 野間 貴裕

ﾉﾏ ﾀｶﾋﾛ

兵庫県 モジュマ エリアゼロナナゴ

377

1300766 茂越 龍哉

ﾓｺﾞｴ ﾀﾂﾔ

兵庫県 モジュマ エリアゼロナナゴ

378

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

379

0001174 酒井 孝典

ｻｶｲ ｺｳｽｹ

大阪府 八ヶ岳 CYCLING CLUB

380

1000714 佐々木 暖

ｻｻｷ ﾀﾞﾝ

奈良県 EURO-WORKS Racing

381

1201366 半田 孝行

ﾊﾝﾀﾞ ﾀｶﾕｷ

大阪府 EURO-WORKS Racing

382

1001672 古谷 崇

ｺﾔ ﾀｶｼ

栃木県 RIDE Freaks

383

0900362 小島 泰一

ｺｼﾞﾏ ﾔｽｶｽﾞ

愛知県 RITCHEY BREZZAカミハギRT

384

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
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自転車月間 第4回 JBCF 堺クリテリウム
【クラスタ：F レースレーティング：F】 17名
No.
選手ID
選手名

2015.05.08
ｶﾅ

地域

ﾁｰﾑ名

401

0700863 上野 みなみ

ｳﾜﾉ ﾐﾅﾐ

青森県 鹿屋体育大学BLUE SKY

402

1000640 塚越 さくら

ﾂｶｺﾞｼ ｻｸﾗ

鹿児島 鹿屋体育大学BLUE SKY

403

0800032 渕上 記理子

ﾌﾁｶﾞﾐ ｷﾘｺ

大阪府 クラブシルベスト

404

1200227 西口 悦子

ﾆｼｸﾞﾁ ｴﾂｺ

大阪府 Ｓａｋａｔａｎｉ Ｒａｃｉｎｇ

405

1400045 高田 由貴

ﾀｶﾀﾞ ﾕｷ

大阪府 ZIPPY CYCLE CLUB

406

JBTSR06 安藤 奏子

ｱﾝﾄﾞｳ ｶﾅｺ

大阪府 チーム スクアドラ

407

JBTSR04 江住 めぐみ

ｴｽﾐ ﾒｸﾞﾐ

大阪府 チーム スクアドラ

408

1301654 中原 恭恵

ﾅｶﾊﾗ ﾔｽｴ

広島県 チェリージャパン

409

1101522 伊藤 杏菜

ｲﾄｳ ｱﾝﾅ

愛知県 Champion System Japan

410

1301383 岸下 実樹

ｷｼｼﾀ ﾐｷ

大阪府 ドゥールース

411

1402307 平田 千枝

ﾋﾗﾀ ﾁｴ

奈良県 奈良キタサイクル まほロバRC

412

0301044 豊岡 英子

ﾄﾖｵｶ ｱﾔｺ

大阪府 パナソニックレディース

413

1200191 坂口 楓華

ｻｶｸﾞﾁ ﾌｳｶ

兵庫県 播磨南高校

414

1100492 二口 早紀

ﾌﾀｸﾁ ｻｷ

福井県 バルバレーシングクラブ

415

1301359 棟近 陽子

ﾑﾈﾁｶ ﾖｳｺ

奈良県 BH ASTIFO

416

1201916 矢野 智子

ﾔﾉ ﾄﾓｺ

京都府 モジュマ エリアゼロナナゴ

417

1501176 下山 美寿々

ｼﾓﾔﾏ ﾐｽｽﾞ

大阪府 大阪教育大付属天王寺高校
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