第23回 JBCF 舞洲クリテリウム
【クラスタ：E1 レースレーティング：B】 108名
No. 選手ID
選手名
ｶﾅ

2015.09.11
地域

ﾁｰﾑ名

301

0900512 山野内 徹

ﾔﾏﾉｳﾁ ﾄｵﾙ

神奈川 atelierFLEUVE Racing

302

0600524 森 一馬

ﾓﾘ ｶｽﾞﾏ

和歌山 AVANT GARDE

303

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

304

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

305

1200616 川口 貴大

ｶﾜｸﾞﾁ ﾀｶﾋﾛ

広島県 VICTOIREしまなみ

306

1100616 杉山 文崇

ｽｷﾞﾔﾏ ﾌﾐﾀｶ

山口県 EsperanceStage我逢人・山口

307

1300268 東 智博

ﾋｶﾞｼ ﾄﾓﾋﾛ

東京都 MKⅢ

308

1000909 阿部 耕一

ｱﾍﾞ ｺｳｲﾁ

栃木県 OYAMA STARPLEX

309

1201616 吉森 大晃

ﾖｼﾓﾘ ﾋﾛｱｷ

奈良県 GALANTE NARA

310

1201807 中村 彰伸

ﾅｶﾑﾗ ｱｷﾉﾌﾞ

愛知県 Cannonball.jp

311

0500055 藤岡 徹也

ﾌｼﾞｵｶ ﾃﾂﾔ

兵庫県 クラブシルベスト

312

0601273 松木 健治

ﾏﾂｷ ｹﾝｼﾞ

大阪府 クラブシルベスト

313

0400729 小西 悠貴

ｺﾆｼ ﾕｳｷ

京都府 クラブシルベスト

314

0500349 井上 人志

ｲﾉｳｴ ﾋﾄｼ

大阪府 クラブシルベスト

315

1402382 松井 響

ﾏﾂｲ ﾋﾋﾞｷ

大阪府 クラブシルベスト

316

0600048 奥野 浩和

ｵｸﾉ ﾋﾛｶｽﾞ

大阪府 クラブシルベスト

317

1100274 藤田 耕志

ﾌｼﾞﾀ ﾀｶｼ

兵庫県 クラブシルベスト

318

0200002 猪又 靖

ｲﾉﾏﾀ ｷﾖｼ

北海道 クラブシルベスト

319

1301620 浜田 健志

ﾊﾏﾀﾞ ｹﾝｼﾞ

大阪府 クラブシルベスト

320

0800194 上田 貴史

ｳｴﾀﾞ ﾀｶｼ

大阪府 クラブシルベスト

321

1000512 佐井 輝久

ｻｲ ﾃﾙﾋｻ

京都府 クラブシルベスト

322

JBSLB04 小原 洋未

ｵﾊﾗ ﾋﾛﾐ

兵庫県 クラブシルベスト

323

0000310 服部 健一

ﾊｯﾄﾘ ｹﾝｲﾁ

大阪府 Ｓａｋａｔａｎｉ Ｒａｃｉｎｇ

324

9701810 松本 貞行

ﾏﾂﾓﾄ ｻﾀﾞﾕｷ

京都府 Ｓａｋａｔａｎｉ Ｒａｃｉｎｇ

325

1201243 吉田 優一

ﾖｼﾀﾞ ﾕｳｲﾁ

奈良県 ZAS

326

1001777 伊藤 晋一

ｲﾄｳ ｼﾝｲﾁ

神奈川 G.S.POSITIVO

327

9901604 金井 慎次

ｶﾅｲ ｼﾝｼﾞ

静岡県 静岡ガス・電力販売はじめます

328

1100087 田中 信行

ﾀﾅｶ ﾉﾌﾞﾕｷ

奈良県 ZIPPY CYCLE CLUB

329

1400842 田中 涼太

ﾀﾅｶ ﾘｮｳﾀ

大阪府 ZIPPY CYCLE CLUB

330

0901360 松元 剛

ﾏﾂﾓﾄ ﾂﾖｼ

京都府 ZIPPY CYCLE CLUB

331

9800713 内山 靖樹

ｳﾁﾔﾏ ﾔｽｷ

神奈川 湘南ベルマーレサイクル

332

0800023 和田山 尚史

ﾜﾀﾞﾔﾏ ﾀｶﾌﾐ

大阪府 侵略！！！

333

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

334

9700753 作田 大祐

ｻｸﾀ ﾀﾞｲｽｹ

愛知県 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ

335

1300056 比護 任

ﾋｺﾞ ｱﾀﾙ

大阪府 SAUCE DEVELOPMENT

336

1100305 磯田 竜介

ｲｿﾀﾞ ﾘｭｳｽｹ

香川県 Tyrell Kagawa Racing

337

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

338

1401689 加藤 淳一

ｶﾄｳ ｼﾞｭﾝｲﾁ

神奈川 竹芝サイクルレーシング

339

0800067 野島 遊

ﾉｼﾞﾏ ﾕｳ

大阪府 TEAM AMUSE

340

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

341

0500746 涌本 正樹

ﾜｸﾓﾄ ﾏｻｷ

大阪府 チーム スクアドラ

342

0600397 永山 貴浩

ﾅｶﾞﾔﾏ ﾀｶﾋﾛ

大阪府 チーム・アヴェル

343

1300064 酒井 一真

ｻｶｲ ｶｽﾞﾏ

大阪府 チーム・アヴェル

344

1200389 大橋 純也

ｵｵﾊｼ ｼﾞｭﾝﾔ

兵庫県 チーム・アヴェル
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Racing

345

9702626 阿部 良之

ｱﾍﾞ ﾖｼﾕｷ

大阪府 チーム・アヴェル

346

1300630 川崎 卓治

ｶﾜｻｷ ﾀｸｼﾞ

岡山県 ﾁｰﾑ 岡山

347

1200028 堀田 貴洋

ﾎｯﾀ ﾀｶﾋﾛ

岡山県 ﾁｰﾑ 岡山

348

1100108 山本 晃司

ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｼﾞ

岡山県 ﾁｰﾑ 岡山

349

0000382 三村 尚

ﾐﾑﾗ ﾀｶｼ

岡山県 ﾁｰﾑ 岡山

350

0600094 溝原 誠

ﾐｿﾞﾊﾗ ﾏｺﾄ

岡山県 ﾁｰﾑ 岡山

351

1100858 日野 泰静

ﾋﾉ ﾀｲｾｲ

愛媛県 チームグロシャ

352

JBBGB02 藤川 淳

ﾌｼﾞｶﾜ ｼﾞｭﾝ

広島県 Team Kermis Cross

353

1300096 吹田 大地

ｽｲﾀ ﾀﾞｲﾁ

和歌山 TEAM SANREMO

354

1300088 白石 千尋

ｼﾗｲｼ ﾁﾋﾛ

和歌山 TEAM SANREMO

355

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

356

1101864 河合 智一

ｶﾜｲ ﾄﾓｶｽﾞ

愛媛県 TEAM LUPPI

357

1100638 山岡 健人

ﾔﾏｵｶ ｹﾝﾄ

愛媛県 TEAM LUPPI

358

1500654 市来 俊介

ｲﾁｷ ｼｭﾝｽｹ

福岡県 チーム ロンボクリアン

359

0901252 森田 大理

ﾓﾘﾀ ﾀﾞｲﾘ

三重県 TSU RACING

360

1201709 川瀬 章史

ｶﾜｾ ｱｷﾌﾐ

愛知県 DESTRA

361

1100571 平瀬 遼

ﾋﾗｾ ﾘｮｳ

愛知県 天狗党

362

1300379 棚橋 峻也

ﾀﾅﾊｼ ｼｭﾝﾔ

愛知県 天狗党

363

0800223 米内 蒼馬

ﾖﾅｲ ｿｳﾏ

東京都 TOKYO VENTOS

364

1200842 平野 真一

ﾋﾗﾉ ｼﾝｲﾁ

和歌山 TOKYO VENTOS

365

1001679 早川 祐司

ﾊﾔｶﾜ ﾕｳｼﾞ

栃木県 TOKYO VENTOS

366

1300540 松井 大悟

ﾏﾂｲ ﾀﾞｲｺﾞ

石川県 トンデモクラブ ＣＳＫＡＧＡ

367

9701689 福田 透

ﾌｸﾀﾞ ﾄｵﾙ

滋賀県 ナカガワＡＳ・Ｋ’デザイン

368

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

369

9701220 野口 忍

ﾉｸﾞﾁ ｼﾉﾌﾞ

京都府 ナカガワＡＳ・Ｋ’デザイン

370

0901322 竜田 健太郎

ﾀﾂﾀ ｹﾝﾀﾛｳ

埼玉県 なるしまフレンド

371

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

372

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

373

0100206 酒井 紀章

ｻｶｲ ﾉﾘｱｷ

福井県 バルバレーシングクラブ

374

1001076 村尾 政彦

ﾑﾗｵ ﾏｻﾋｺ

大阪府 BC.ANELLO

375

1000241 橋本 勝汰

ﾊｼﾓﾄ ｼｮｳﾀ

兵庫県 BC.ANELLO

376

0200476 岡林 秀樹

ｵｶﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞｷ

長野県 B-SOUL

377

1300114 山口 雄大

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｹﾋﾛ

神奈川 Pinazou Test Team

378

1200105 豊島 正司

ﾄﾖｼﾏ ﾏｻｼ

神奈川 FARs YOKOHAMA

379

1000423 佐藤 信哉

ｻﾄｳ ｼﾝﾔ

福岡県 VC Fukuoka

380

1201348 江川 哲治

ｴｶﾞﾜ ﾃﾂｼﾞ

福岡県 VC Fukuoka

381

JBVCF03 廣田 力也

ﾋﾛﾀ ﾘｷﾔ

福岡県 VC Fukuoka

382

1400396 今泉 喜樹

ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾖｼｷ

福岡県 VC Fukuoka

383

JBVCF01 井上 亮

ｲﾉｳｴ ﾘｮｳ

京都府 VC Fukuoka

384

1301816 金子 和浩

ｶﾈｺ ｶｽﾞﾋﾛ

神奈川 Ｂｌｕｅ Ｇｒａｓｓ

385

0801290 齋藤 翼

ｻｲﾄｳ ﾂﾊﾞｻ

長野県 ボンシャンス

386

0801515 伊藤 舜紀

ｲﾄｳ ｼｭﾝｷ

北海道 ボンシャンス

387

1100702 三次 匠

ﾐﾖｼ ﾀｸﾐ

広島県 ボンシャンス

388

1401678 西 寅太郎

ﾆｼ ﾄﾗﾀﾛｳ

福岡県 ボンシャンス

389

1201501 内山 雅貴

ｳﾁﾔﾏ ﾏｻﾀｶ

静岡県 ボンシャンス

390

1001778 大橋 聖二

ｵｵﾊｼ ｾｲｼﾞ

栃木県 Honda 栃木 JET

391

1300343 秋元 昌夫

ｱｷﾓﾄ ﾏｻｵ

栃木県 Honda 栃木 JET
2/11

392

1001917 小林 孝臣

ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶｵﾐ

和歌山 町じて和歌山MKD

393

1300638 高谷 薫

ﾀｶﾀﾆ ｶｵﾙ

兵庫県 町じて和歌山MKD

394

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

395

1300478 三原 貴裕

ﾐﾊﾗ ﾀｶﾋﾛ

大阪府 MUUR zero Velofutur

396

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

397

0900441 所司 純一

ｼｮｼ ｼﾞｭﾝｲﾁ

京都府 モジュマ エリアゼロナナゴ

398

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

399

1201915 清水 琢

ｼﾐｽﾞ ﾀｸ

京都府 モジュマ エリアゼロナナゴ

400

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

401

0001174 酒井 孝典

ｻｶｲ ｺｳｽｹ

大阪府 八ヶ岳 CYCLING CLUB

402

0100287 衣本 始司

ｷﾇﾓﾄ ﾓﾄｼﾞ

京都府 八ヶ岳 CYCLING CLUB

403

1001924 田口 直史

ﾀｸﾞﾁ ﾅｵｼﾞ

奈良県 EURO-WORKS Racing

404

1001922 森 俊夫

ﾓﾘ ﾄｼｵ

奈良県 EURO-WORKS Racing

405

1000714 佐々木 暖

ｻｻｷ ﾀﾞﾝ

奈良県 EURO-WORKS Racing

406

1201366 半田 孝行

ﾊﾝﾀﾞ ﾀｶﾕｷ

大阪府 EURO-WORKS Racing

407

0900362 小島 泰一

ｺｼﾞﾏ ﾔｽｶｽﾞ

愛知県 RITCHEY BREZZAカミハギRT

408

1400657 和田 宗浩

ﾜﾀﾞ ﾑﾈﾋﾛ

愛知県 RITCHEY BREZZAカミハギRT
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第23回 JBCF 舞洲クリテリウム
【クラスタ：E2 レースレーティング：C】 116名
No. 選手ID
選手名
ｶﾅ

2015.09.11
地域

ﾁｰﾑ名

451

1300159 村田 幸希

ﾑﾗﾀ ｺｳｷ

神奈川 アーティファクトレーシングチーム

452

0700083 大竹 剛

ｵｵﾀｹ ﾂﾖｼ

東京都 atelierFLEUVE Racing

453

1400107 山本 哲哉

ﾔﾏﾓﾄ ﾃﾂﾔ

和歌山 AVANT GARDE

454

0701339 吉浦 満

ﾖｼｳﾗ ﾐﾂﾙ

京都府 岩井商会レーシング

455

1100479 峰澤 里志

ﾐﾈｻﾞﾜ ｻﾄｼ

愛知県 インパルス

456

0300650 山口 忠行

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾀﾞﾕｷ

広島県 VICTOIREしまなみ

457

1200445 岡本 順

ｵｶﾓﾄ ｼﾞｭﾝ

山口県 EsperanceStage我逢人・山口

458

1000542 高橋 史仁

ﾀｶﾊｼ ﾌﾐﾋﾄ

大阪府 大阪府立大学

459

0301731 金田 一

ｶﾈﾀﾞ ﾊｼﾞﾒ

茨城県 OYAMA STARPLEX

460

1200344 海老沼 武志

ｴﾋﾞﾇﾏ ﾀｹｼ

栃木県 OYAMA STARPLEX

461

9701872 近藤 智彦

ｺﾝﾄﾞｳ ﾄﾓﾋｺ

大阪府 クラブシルベスト

462

0900099 加藤 浩生

ｶﾄｳ ﾋﾛｵ

大阪府 クラブシルベスト

463

1300543 宮前 昭宏

ﾐﾔﾏｴ ｱｷﾋﾛ

大阪府 クラブシルベスト

464

1301949 鴻池 凌

ｺｳﾉｲｹ ﾘｮｳ

京都府 クラブシルベスト

465

9701808 松井 正通

ﾏﾂｲ ﾏｻﾐﾁ

京都府 クラブシルベスト

466

0800384 小川 洸

ｵｶﾞﾜ ﾋｶﾙ

京都府 クラブシルベスト

467

1200390 石井 智

ｲｼｲ ﾄﾓ

兵庫県 クラブシルベスト

468

9702064 布施 啓富

ﾌｾ ﾋﾛﾄﾐ

兵庫県 クラブシルベスト

469

1100246 藤井 章裕

ﾌｼﾞｲ ｱｷﾋﾛ

大阪府 クラブシルベスト

470

1000051 武平 純一

ﾀｹﾋﾗ ｼﾞｭﾝｲﾁ

大阪府 Ｓａｋａｔａｎｉ Ｒａｃｉｎｇ

471

1101537 亀井 隆広

ｶﾒｲ ﾀｶﾋﾛ

大阪府 Ｓａｋａｔａｎｉ Ｒａｃｉｎｇ

472

1300052 桑江 淳太

ｸﾜｴ ｼﾞｭﾝﾀ

大阪府 Ｓａｋａｔａｎｉ Ｒａｃｉｎｇ

473

1200430 上田 泰正

ｳｴﾀﾞ ﾋﾛﾏｻ

大阪府 Ｓａｋａｔａｎｉ Ｒａｃｉｎｇ

474

1000061 西村 博

ﾆｼﾑﾗ ﾋﾛｼ

大阪府 Ｓａｋａｔａｎｉ Ｒａｃｉｎｇ

475

0800399 山本 裕明

ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛｱｷ

大阪府 Ｓａｋａｔａｎｉ Ｒａｃｉｎｇ

476

9800722 奥田 洋次

ｵｸﾀﾞ ﾖｳｼﾞ

大阪府 Ｓａｋａｔａｎｉ Ｒａｃｉｎｇ

477

1100282 前田 真吾

ﾏｴﾀﾞ ｼﾝｺﾞ

奈良県 ZAS

Racing

478

1100081 高塚 武彦

ﾀｶﾂｶ ﾀｹﾋｺ

奈良県 ZAS

Racing

479

1200241 紺谷 龍生

ｺﾝﾀﾆ ﾀﾂｵ

奈良県 ZAS

Racing

480

0300357 一色 寛之

ｲｯｼｷ ﾋﾛﾕｷ

京都府 CIERVO NARA ELITE

481

1100015 伊藤 隆久

ｲﾄｳ ﾀｶﾋｻ

滋賀県 CIERVO NARA ELITE

482

1000283 進藤 祐史

ｼﾝﾄﾞｳ ﾕｳｼﾞ

大阪府 シマノドリンキング

483

1500213 菊地 悠介

ｷｸﾁ ﾘｮｳｽｹ

神奈川 湘南ベルマーレサイクル

484

1300023 江口 宗光

ｴｸﾞﾁ ﾑﾈﾐﾂ

静岡県 Squadra di LAVORANTE

485

9901846 大倉 健一

ｵｵｸﾗ ｹﾝｲﾁ

東京都 セオレーシング

486

1401665 萬谷 和志

ﾏﾝﾀﾆ ｶｽﾞｼ

岡山県 SAUCE DEVELOPMENT

487

0801314 高橋 真吾

ﾀｶﾊｼ ｼﾝｺﾞ

東京都 SAUCE DEVELOPMENT

488

1200322 中馬 聡司

ﾁｭｳﾏ ｻﾄｼ

兵庫県 soleil de lest

489

1200324 細川 富仙

ﾎｿｶﾜ ﾖｼﾉﾘ

兵庫県 soleil de lest

490

1200316 竹内 宏

ﾀｹｳﾁ ﾋﾛｼ

兵庫県 soleil de lest

491

0500433 加藤 俊介

ｶﾄｳ ｼｭﾝｽｹ

香川県 Tyrell Kagawa Racing

492

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

493

0601701 増山 覚

ﾏｽﾔﾏ ｻﾄﾙ

京都府 TEAM AMUSE

494

0700204 大原 勇生

ｵｵﾊﾗ ﾕｳｷ

大阪府 チーム スクアドラ
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495

1100271 二川 和成

ﾆｶﾜ ｶｽﾞﾅﾘ

大阪府 チーム スクアドラ

496

1400047 菅谷 修

ｽｶﾞﾔ ｵｻﾑ

東京都 Team Speed

497

1200585 田川 寛明

ﾀｶﾞﾜ ﾋﾛｱｷ

大阪府 Team Speed

498

0700612 中野 政彦

ﾅｶﾉ ﾏｻﾋｺ

大阪府 Team Speed

499

1300264 中川 祐輝

ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳｷ

東京都 TEAM SPORTS KID

500

0500817 柚木 政範

ﾕｳﾉｷ ﾏｻﾉﾘ

三重県 チーム スポルテック

501

0800487 山下 秀剛

ﾔﾏｼﾀ ﾋﾃﾞﾀｶ

三重県 チーム スポルテック

502

1300360 加藤 剛也

ｶﾄｳ ﾖｼﾔ

愛知県 Ｔｅａｍ-ＤＡＤＤＹ

503

0000334 有澤 広昭

ｱﾘｻﾜ ﾋﾛｱｷ

兵庫県 ＴＥＡＭ ＰＯＬＰＯ

504

0101035 三田 雅之

ﾐﾀ ﾏｻﾕｷ

大阪府 TEAM☆ルパン・ttm

505

0501658 河野 光正

ｶﾜﾉ ﾐﾂﾏｻ

大阪府 チーム・アヴェル

506

1300048 野口 一真

ﾉｸﾞﾁ ｶｽﾞﾏ

大阪府 チーム・アヴェル

507

0701407 松田 健介

ﾏﾂﾀﾞ ｹﾝｽｹ

愛知県 チーム・アストロ

508

1100454 小路口 宏

ｼｮｳｼﾞｸﾞﾁ ﾋﾛｼ

愛知県 チーム・アストロ

509

0500076 伊勢 洋人

ｲｾ ﾋﾛﾄ

大阪府 チーム

510

1100103 藤井 伸昌

ﾌｼﾞｲ ﾉﾌﾞﾏｻ

岡山県 ﾁｰﾑ 岡山

511

0800830 中村 誠

ﾅｶﾑﾗ ﾏｺﾄ

岡山県 ﾁｰﾑ 岡山

512

9702373 金子 彰

ｶﾈｺ ｱｷﾗ

山口県 チームサイクルプラス

513

1200168 能勢 毅

ﾉｾ ﾀｹｼ

京都府 チーム・シルクロード

514

0300621 清水 礼士

ｼﾐｽﾞ ﾚｲｼﾞ

静岡県 TEAM ZERO

515

1301731 中村 暁雄

ﾅｶﾑﾗ ｱｷｵ

鳥取県 チーム鳥取

516

0900374 野田 明宏

ﾉﾀﾞ ｱｷﾋﾛ

愛知県 Ｔｅａｍまるいちエヴァディオ

517

0800254 石津 佳也

ｲｼﾂﾞ ﾖｼﾅﾘ

奈良県 Team まんま

518

1200463 深谷 英治

ﾌｶﾀﾆ ｴｲｼﾞ

島根県 Team まんま

519

1100461 湯浦 裕貴

ﾕｳﾗ ﾔｽﾀｶ

愛知県 チームヤマシゲ

520

JBRNG11 久留 正明

ﾋｻﾄﾞﾒ ﾏｻｱｷ

愛知県 TeamRuedaNAGOYA

521

1300762 森 正存

ﾓﾘ ﾏｻﾉﾌﾞ

愛媛県 TEAM LUPPI

522

1100700 松本 秀一

ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾃﾞｶｽﾞ

愛媛県 TEAM LUPPI

523

9700985 善波 昭

ｾﾞﾝﾊﾞ ｱｷﾗ

神奈川 Team Logisty Jack

524

1300588 岡村 英紀

ｵｶﾑﾗ ﾋﾃﾞﾉﾘ

三重県 TSU RACING

525

1200314 小南 友和

ｺﾐﾅﾐ ﾄﾓｶｽﾞ

愛知県 DESTRA

526

1300518 坂井 克行

ｻｶｲ ｶﾂﾕｷ

愛知県 DENSO RACING

527

1200488 藤田 真也

ﾌｼﾞﾀ ﾏｻﾔ

神奈川 TOKYO VENTOS

528

1201705 中屋 貴義

ﾅｶﾔ ﾀｶﾖｼ

高知県 徳島サイクルレーシング

529

1100552 片山 紳

ｶﾀﾔﾏ ｼﾝﾔ

徳島県 徳島サイクルレーシング

530

9702438 宮本 泰典

ﾐﾔﾓﾄ ﾔｽﾉﾘ

徳島県 徳島サイクルレーシング

531

0400053 大永 剛志

ｵｵﾅｶﾞ ﾂﾖｼ

兵庫県 トラクターＲＣ

532

0210383 下村 英男

ｼﾓﾑﾗ ﾋﾃﾞｵ

大阪府 ナカガワＡＳ・Ｋ’デザイン

533

0801077 松田 智史

ﾏﾂﾀ ｻﾄｼ

大阪府 ナカガワＡＳ・Ｋ’デザイン

534

JBNFA03 岸本 勝寛

ｷｼﾓﾄ ｶﾂﾋﾛ

兵庫県 Nasu Fan Club

535

JBNPT06 松井 敏文

ﾏﾂｲ ﾄｼﾌﾐ

栃木県 NAMAZU PLUS TOCHIGI

536

1000200 高津 新一

ﾀｶﾂ ｼﾝｲﾁ

兵庫県 奈良キタサイクル まほロバRC

537

JBNXT04 竹内 和城

ﾀｹｳﾁ ｶｽﾞｷ

大阪府 ネクストリーム・うどん棒

538

1101827 中嶋 勇貴

ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳｷ

福井県 バルバレーシングクラブ

539

1400582 前田 光亮

ﾏｴﾀﾞ ﾐｽｱｷ

福井県 バルバレーシングクラブ

540

0400052 前川 元

ﾏｴｶﾜ ﾊｼﾞﾑ

兵庫県 BC.ANELLO

541

1201408 山田 将大

ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ

千葉県 FAST LANE Racing
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542

1402142 橋内 彰吾

ﾊｼｳﾁ ｼｮｳｺﾞ

福岡県 VC Fukuoka

543

1201092 今井 章雄

ｲﾏｲ ｱｷｵ

岡山県 ＦＲＥＥＳＰＥＥＤ

544

1400293 野村 彰浩

ﾉﾑﾗ ｱｷﾋﾛ

広島県 voyAge cycling team

545

1300031 増田 弘誠

ﾏｽﾀﾞ ﾋﾛﾅｶﾞ

静岡県 ボンシャンス

546

1400182 明石 政巳

ｱｶｼ ﾏｻﾐ

栃木県 Honda 栃木 JET

547

0300335 松並 俊雄

ﾏﾂﾅﾐ ﾄｼｵ

大阪府 masahikomifune.com CyclingTeam

548

0000379 冨久 健太郎

ﾄﾐﾋｻ ｹﾝﾀﾛｳ

岡山県 masahikomifune.com CyclingTeam

549

0801858 永安 浩介

ﾅｶﾞﾔｽ ｺｳｽｹ

岡山県 masahikomifune.com CyclingTeam

550

0501310 竹浪 芳晃

ﾀｹﾅﾐ ﾖｼｱｷ

京都府 masahikomifune.com CyclingTeam

551

1500252 辻 健人

ﾂｼﾞ ｹﾝﾄ

和歌山 町じて和歌山MKD

552

0700119 別府 敬司

ﾍﾞｯﾌﾟ ｹｲｼﾞ

大阪府 MAX SPEED 97 GOKISO

553

1300686 桑名 太一

ｸﾜﾅ ﾀｲﾁ

愛媛県 松山聖陵高等学校

554

0800037 岡田 章

ｵｶﾀﾞ ｱｷﾗ

静岡県 ミソノイレーシングチーム

555

0900003 森川 恭徳

ﾓﾘｶﾜ ﾔｽﾉﾘ

静岡県 ミソノイレーシングチーム

556

0501477 小山 幸次

ｺﾔﾏ ｺｳｼﾞ

大阪府 MUUR zero Velofutur

557

0501398 簗瀬 雄二

ﾔﾅｾ ﾕｳｼﾞ

大阪府 MUUR zero Velofutur

558

1300170 山科 竜一郎

ﾔﾏｼﾅ ﾘｭｳｲﾁﾛｳ

兵庫県 モジュマ エリアゼロナナゴ

559

1001941 藤井 倫洋

ﾌｼﾞｲ ﾄﾓﾋﾛ

京都府 モジュマ エリアゼロナナゴ

560

1300166 野呂 雅和

ﾉﾛ ﾏｻｶｽﾞ

兵庫県 モジュマ エリアゼロナナゴ

561

1400393 河原 誠

ｶﾜﾊﾗ ﾏｺﾄ

兵庫県 モジュマ エリアゼロナナゴ

562

1100076 角田 光隆

ｽﾐﾀﾞ ﾐﾂﾀｶ

奈良県 EURO-WORKS Racing

563

1000768 今村 公俊

ｲﾏﾑﾗ ﾀｶﾄｼ

三重県 EURO-WORKS Racing

564

1301704 國方 賢治

ｸﾆｶﾀ ｹﾝｼﾞ

大阪府 EURO-WORKS Racing

565

1500487 川辺 史朗

ｶﾜﾍﾞ ﾌﾐｱｷ

兵庫県 Life Ride

566

1400073 水田 昌宏

ﾐｽﾞﾀ ﾏｻﾋﾛ

大阪府 Ｙ’ｓ Ｒｏａｄ
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第23回 JBCF 舞洲クリテリウム
【クラスタ：E3 レースレーティング：D 】 175名
No. 選手ID
選手名
ｶﾅ

2015.09.11
地域

ﾁｰﾑ名

601

JBART05 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

602

1500519 福田 和晃

ﾌｸﾀﾞ ｶｽﾞｱｷ

愛知県 アーティファクトレーシングチーム

603

1101124 武久 弘太

ﾀｹﾋｻ ｺｳﾀ

福岡県 VICTOIREしまなみ

604

1101869 田中 将人

ﾀﾅｶ ﾏｻﾄ

茨城県 エクストリームつくば

605

1300141 東 健司

ﾋｶﾞｼ ｹﾝｼﾞ

神奈川 MKⅢ

606

1300082 浅井 海成

ｱｻｲ ｶｲｾｲ

大阪府 大阪府立大学

607

1200340 小澤 健二

ｵｻﾞﾜ ｹﾝｼﾞ

愛知県 KINAN AACA

608

1501584 武川 将也

ﾀｹｶﾜ ﾏｻﾔ

愛知県 KINAN AACA

609

JBCLD01 広瀬 竜太

ﾋﾛｾ ﾘｭｳﾀ

京都府 CLOUD 9ers

610

1402392 山本 哲

ﾔﾏﾓﾄ ﾃﾂ

京都府 CLOUD 9ers

611

1500176 三枝 秀徳

ﾐｴﾀﾞ ﾋﾃﾞﾉﾘ

大阪府 クラブシルベスト

612

0900153 岩城 和宏

ｲﾜｷ ｶｽﾞﾋﾛ

大阪府 クラブシルベスト

613

1100453 山野井 哲実

ﾔﾏﾉｲ ｻﾄﾐ

大阪府 クラブシルベスト

614

1300494 安田 元英

ﾔｽﾀﾞ ﾓﾄﾋﾃﾞ

大阪府 クラブシルベスト

615

1300061 向井 聖二

ﾑｶｲ ｾｲｼﾞ

大阪府 クラブシルベスト

616

1300377 小林 直樹

ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵｷ

愛知県 KOGMA Racing

617

1300581 柳田 博樹

ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ﾋﾛｷ

兵庫県 Cycle Racing Team ALLEZ

618

1400079 島田 英樹

ｼﾏﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ

大阪府 Ｓａｋａｔａｎｉ Ｒａｃｉｎｇ

619

9701947 堀口 忠男

ﾎﾘｸﾞﾁ ﾀﾀﾞｵ

大阪府 Ｓａｋａｔａｎｉ Ｒａｃｉｎｇ

620

1301468 山本 修司

ﾔﾏﾓﾄ ｼｭｳｼﾞ

大阪府 Ｓａｋａｔａｎｉ Ｒａｃｉｎｇ

621

JBSKT01 白川 隆太

ｼﾗｶﾜ ﾘｭｳﾀ

大阪府 Ｓａｋａｔａｎｉ Ｒａｃｉｎｇ

622

1300070 北山 純

ｷﾀﾔﾏ ｼﾞｭﾝ

大阪府 Ｓａｋａｔａｎｉ Ｒａｃｉｎｇ

623

1500298 山登 正貴

ﾔﾏﾄ ﾏｻｷ

奈良県 ZAS

Racing

624

1400352 村山 司

ﾑﾗﾔﾏ ﾂｶｻ

奈良県 ZAS

Racing

625

1201036 石元 克司

ｲｼﾓﾄ ｶﾂｼ

奈良県 ZAS

Racing

626

1301407 山崎 昌宣

ﾔﾏｻﾞｷ ｱｷﾉﾘ

大阪府 C-WASP

627

1400043 戸梶 創

ﾄｶｼﾞ ﾊｼﾞﾒ

大阪府 C-WASP

628

JBWSP02 塩野 裕一

ｼｵﾉ ﾕｳｲﾁ

大阪府 C-WASP

629

JBWSP06 谷口 勝

ﾀﾆｸﾞﾁ ｼｮｳ

大阪府 C-WASP

630

1500398 津田 悠義

ﾂﾀﾞ ﾕｳｷﾞ

愛知県 JBCF

631

1401700 栗野 智和

ｸﾘﾉ ﾄﾓｶｽﾞ

大阪府 CIERVO NARA ELITE

632

1402214 藤田 隼也

ﾌｼﾞﾀ ｼｭﾝﾔ

大阪府 ZIPPY CYCLE CLUB

633

1400066 松谷 一範

ﾏﾂﾀﾆ ｶｽﾞﾉﾘ

大阪府 シマノドリンキング

634

1301820 泉 正明

ｲｽﾞﾐ ﾏｻｱｷ

宮崎県 Chevalier. with タカスイ

635

1301694 小貫 智紀

ｵﾇｷ ﾄﾓﾉﾘ

神奈川 湘南ベルマーレサイクル

636

1400016 新谷 和洋

ｼﾝﾀﾆ ｶｽﾞﾋﾛ

静岡県 Squadra di LAVORANTE

637

1010008 北嶋 択郎

ｷﾀｼﾞﾏ ﾀｸﾛｳ

静岡県 Squadra di LAVORANTE

638

1400013 永坂 允

ﾅｶﾞｻｶ ﾏｺﾄ

静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

639

0001593 杉本 敦志

ｽｷﾞﾓﾄ ｱﾂｼ

静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

640

1301789 大森 修平

ｵｵﾓﾘ ｼｭｳﾍｲ

神奈川 ＳＥＫＩＹＡ

641

1200035 三上 勇輝

ﾐｶﾐ ﾕｳｷ

岡山県 SAUCE DEVELOPMENT

642

1300538 倉田 亮

ｸﾗﾀ ﾘｮｳ

兵庫県 SAUCE DEVELOPMENT

643

JBNFC02 森本 玄達

ﾓﾘﾓﾄ ﾋﾛﾐﾁ

岡山県 SAUCE DEVELOPMENT

644

JBNFC01 淡井 裕太

ｱﾜｲ ﾕｳﾀ

兵庫県 SAUCE DEVELOPMENT
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645

1502126 杭田 翔太

ｸｴﾀﾞ ｼｮｳﾀ

岡山県 SAUCE DEVELOPMENT

646

1502199 秦 幸広

ﾊﾀ ﾕｷﾋﾛ

大阪府 SAUCE DEVELOPMENT

647

JBNFC08 平井 大陽

ﾋﾗｲ ﾋﾛﾊﾙ

愛知県 SAUCE DEVELOPMENT

648

JBSOL02 中野 達

ﾅｶﾉ ﾄｵﾙ

兵庫県 soleil de lest

649

1300173 今村 和哉

ｲﾏﾑﾗ ｶｽﾞﾔ

兵庫県 soleil de lest

650

JBSOL03 小川 忠司

ｵｶﾞﾜ ﾀﾀﾞｼ

兵庫県 soleil de lest

651

1502291 糸川 典往

ｲﾄｶﾞﾜ ﾉﾘﾕｷ

兵庫県 soleil de lest

652

1301367 小川 泰弘

ｵｶﾞﾜ ﾔｽﾋﾛ

愛媛県 Tyrell Kagawa Racing

653

1400423 齋藤 和輝

ｻｲﾄｳ ｶｽﾞｷ

東京都 多摩ポタ

654

JBTAS01 武中 研太

ﾀｹﾅｶ ｹﾝﾀ

大阪府 TEAM AMUSE

655

0500685 清水 一弘

ｼﾐｽﾞ ｶｽﾞﾋﾛ

富山県 TEAM

656

0700203 大島 正義

ｵｵｼﾏ ﾏｻﾖｼ

大阪府 チーム スクアドラ

657

1400544 抽冬 充央

ﾇｸﾄｳ ｱﾂｵ

大阪府 チーム スクアドラ

658

JBTSR07 佐藤 友飛

ｻﾄｳ ﾕｳﾄ

大阪府 チーム スクアドラ

659

JBTSR02 八木 汰珠

ﾔｷﾞ ﾀｲｼﾞｭ

大阪府 チーム スクアドラ

660

JBTSR03 山本 淳史

ﾔﾏﾓﾄ ｱﾂｼ

大阪府 チーム スクアドラ

661

1300060 山本 直史

ﾔﾏﾓﾄ ﾅｵﾌﾐ

大阪府 チーム スクアドラ

662

JBMCN02 後藤 圭史

ｺﾞﾄｳ ｹｲｼﾞ

東京都 TEAM SPORTS KID

663

JBDAD01 宮地 雄司

ﾐﾔﾁ ﾕｳｼﾞ

岐阜県 Ｔｅａｍ-ＤＡＤＤＹ

664

1502208 佐合 真大

ｻｺﾞｳ ﾏｻﾄ

岐阜県 Ｔｅａｍ-ＤＡＤＤＹ

665

1502209 佐合 海大

ｻｺﾞｳ ﾋﾛﾄ

岐阜県 Ｔｅａｍ-ＤＡＤＤＹ

666

0300682 樫尾 一知

ｶｼｵ ｲｯﾁ

兵庫県 ＴＥＡＭ ＰＯＬＰＯ

667

1500334 大神 武之

ｵｵｶﾞﾐ ﾀｹｼ

大阪府 チーム・アヴェル

668

1400078 三ツ國 拓也

ﾐﾂｸﾆ ﾀｸﾔ

大阪府 チーム・アヴェル

669

1400562 岡林 玄将

ｵｶﾊﾞﾔｼ ﾉﾘﾕｷ

大阪府 チーム・アヴェル

670

1400388 横山 裕一

ﾖｺﾔﾏ ﾕｳｲﾁ

兵庫県 チーム・アヴェル

671

9702023 塩貝 哲夫

ｼｵｶﾞｲ ﾃﾂｵ

兵庫県 チーム・アヴェル

672

1501977 渡辺 拓也

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｸﾔ

愛知県 チーム・アストロ

673

1101623 上野 君徳

ｳｴﾉ ｷﾐﾉﾘ

大阪府 Team Via Cycles Village

674

1300385 古川 哲也

ﾌﾙｶﾜ ﾃﾂﾔ

大阪府 チーム

ＷＥＡＥＫＥＮＤ

675

0200341 松本 秀浩

ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾃﾞﾋﾛ

大阪府 チーム

ＷＥＡＥＫＥＮＤ

676

JBTOM01 堀川 滉太

ﾎﾘｶﾜ ｺｳﾀ

岡山県 ﾁｰﾑ 岡山

677

1301836 塩崎 隼秀

ｼｵｻﾞｷ ﾊﾔﾋﾃﾞ

愛媛県 チームグロシャ

678

1500140 日野 凌羽

ﾋﾉ ﾘｮｳ

愛媛県 チームグロシャ

679

1400295 大森 健一

ｵｵﾓﾘ ｹﾝｲﾁ

広島県 Team Kermis Cross

680

1400292 富永 将宇

ﾄﾐﾅｶﾞ ﾏｻﾀｶ

広島県 Team Kermis Cross

681

1300337 永田 貴之

ﾅｶﾞﾀ ﾀｶﾕｷ

広島県 チームサイクルプラス

682

1200454 布施 利実

ﾌｾ ﾄｼﾐ

東京都 TEAM SANREMO

683

1001926 谷名 修一

ﾀﾆﾅ ｼｭｳｲﾁ

京都府 チーム・シルクロード

684

1500051 牧野 弘典

ﾏｷﾉ ﾋﾛﾉﾘ

静岡県 TEAM ZERO

685

9802134 中島 義基

ﾅｶｼﾏ ﾖｼｷ

福岡県 チーム・チェブロ

686

1500257 竹下 直彦

ﾀｹｼﾀ ﾅｵﾋｺ

和歌山 TEAM NEXT STAGE

687

1500279 園田 聖

ｿﾉﾀﾞ ﾋｼﾞﾘ

和歌山 TEAM NEXT STAGE

688

1301914 島本 誠

ｼﾏﾓﾄ ﾏｺﾄ

和歌山 TEAM NEXT STAGE

689

JBTNS06 日浦 晃志

ﾋｳﾗ ｺｳｼ

和歌山 TEAM NEXT STAGE

690

1300132 河内 博行

ｶﾜﾁ ﾋﾛﾕｷ

奈良県 Team まんま

691

1300140 北村 友

ｷﾀﾑﾗ ﾄﾓ

奈良県 Team まんま
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692

JBMAN02 古川 英治

ﾌﾙｶﾜ ｴｲｼﾞ

奈良県 Team まんま

693

1000137 堀田 学

ﾎｯﾀ ﾏﾅﾌﾞ

京都府 Team まんま

694

JBMAN01 田中 契

ﾀﾅｶ ﾋｻｼ

大阪府 Team まんま

695

1000044 佐々木 秀次

ｻｻｷ ﾋﾃﾞｼﾞ

大阪府 Team まんま

696

JBMDN03 金子 和裕

ｶﾈｺ ｶｽﾞﾋﾛ

石川県 TEAM MODENA

697

JBMDN02 小牧 宏成

ｺﾏｷ ﾋﾛﾅﾘ

石川県 TEAM MODENA

698

JBMDN01 石野 佑介

ｲｼﾉ ﾕｳｽｹ

石川県 TEAM MODENA

699

1301805 落合 友樹

ｵﾁｱｲ ﾕｳｷ

愛知県 TeamRuedaNAGOYA

700

1500655 日下部 惣太

ｸｻｶﾍﾞ ｿｳﾀ

福岡県 チーム ロンボクリアン

701

JBLRT04 河口 克久

ｶﾜｸﾞﾁ ｶﾂﾋｻ

福岡県 チーム ロンボクリアン

702

1500653 友池 諒

ﾄﾓｲｹ ﾘｮｳ

福岡県 チーム ロンボクリアン

703

JBTSU01 小池 翔万

ｺｲｹ ｼｮｳﾏ

三重県 TSU RACING

704

1300448 三島 孝博

ﾐｼﾏ ﾀｶﾋﾛ

愛知県 DESTRA

705

1300452 三谷 尚史

ﾐﾀﾆ ﾋｻｼ

愛知県 DESTRA

706

1400655 石河 良介

ｲｼｶﾜ ﾘｮｳｽｹ

愛知県 天狗党

707

1402110 近藤

ｺﾝﾄﾞｳ ﾅｵﾔ

愛知県 DENSO RACING

708

1300050 村田 修

ﾑﾗﾀ ｵｻﾑ

大阪府 ドゥールース

709

JBDEU01 中岡 慎一

ﾅｶｵｶ ｼﾝｲﾁ

大阪府 ドゥールース

710

1300062 得津 光司

ﾄｸﾂ ｺｳｼﾞ

大阪府 東海大学付属仰星高等学校

711

JBTVE02 田渕 君幸

ﾀﾌﾞﾁ ｷﾐﾕｷ

東京都 TOKYO VENTOS

712

1400851 杉本 憲郎

ｽｷﾞﾓﾄ ﾉﾘｵ

石川県 トンデモクラブ ＣＳＫＡＧＡ

713

1000167 小杉 亮太

ｺｽｷﾞ ﾘｮｳﾀ

石川県 トンデモクラブ ＣＳＫＡＧＡ

714

9702903 樫脇 哲也

ｶｼﾜｷ ﾃﾂﾔ

徳島県 ナカガワＡＳ・Ｋ’デザイン

715

1400150 香村 裕之

ｶﾑﾗ ﾋﾛﾕｷ

大阪府 ナカガワＡＳ・Ｋ’デザイン

716

9701949 堀口 秀義

ﾎﾘｸﾞﾁ ﾋﾃﾞﾖｼ

大阪府 ナカガワＡＳ・Ｋ’デザイン

717

1200387 老 昭浩

ｵｲ ｱｷﾋﾛ

大阪府 ナカガワＡＳ・Ｋ’デザイン

718

9702061 平井 信昭

ﾋﾗｲ ﾉﾌﾞｱｷ

神奈川 ナカガワＡＳ・Ｋ’デザイン

719

0200998 小賀野 晃

ｵｶﾞﾉ ｱｷﾗ

滋賀県 ナカガワＡＳ・Ｋ’デザイン

720

JBNFA02 三木 昌三

ﾐｷ ｼｮｳｿﾞｳ

兵庫県 Nasu Fan Club

721

JBNFA01 平井 尚弘

ﾋﾗｲ ﾅｵﾋﾛ

兵庫県 Nasu Fan Club

722

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

723

1400433 近藤 聡

ｺﾝﾄﾞｳ ｻﾄｼ

東京都 なるしまフレンド

724

0800213 判藤 広一郎

ﾊﾝﾄﾞｳ ｺｳｲﾁﾛｳ

京都府 なるしまフレンド

725

JBNXT07 後藤 東洋士

ｺﾞﾄｳ ﾋﾛｼ

大阪府 ネクストリーム・うどん棒

726

JBNXT08 新井 雄太

ﾆｲ ﾕｳﾀ

大阪府 ネクストリーム・うどん棒

727

JBNXT10 渡邊 雄太

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾀ

大阪府 ネクストリーム・うどん棒

728

1502197 桐野 一道

ｷﾘﾉ ｶｽﾞﾐﾁ

京都府 ネクストリーム・うどん棒

729

0301073 池浦 雄一

ｲｹｳﾗ ﾕｳｲﾁ

大阪府 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸﾚｰｼﾝｸﾞﾁｰﾑ

730

1501960 村井 寛

ﾑﾗｲ ﾋﾛｼ

大阪府 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸﾚｰｼﾝｸﾞﾁｰﾑ

731

JBBAL03 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

732

JBBAL04 山本 大樹

ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾞｲｷ

富山県 バルバレーシングクラブ

733

0501058 下林 伸行

ｼﾓﾊﾞﾔｼ ﾉﾌﾞﾕｷ

兵庫県 BC.ANELLO

734

1401194 三田 創

ﾐﾀ ﾊｼﾞﾒ

神奈川 Pinazou Test Team

735

1301796 森本 禎介

ﾓﾘﾓﾄ ﾃｲｽｹ

大阪府 Pinazou Test Team

736

JBVCF06 李 正明

ﾘ ﾏｻｱｷ

福岡県 VC Fukuoka

737

1400772 宮田 琢視

ﾐﾔﾀ ﾀｸﾐ

滋賀県 ＦＵＫＡＤＡまじりんぐ

738

JBMAJ02 野々口 久雄

ﾉﾉｸﾞﾁ ﾋｻｵ

滋賀県 ＦＵＫＡＤＡまじりんぐ

尚弥
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739

0600367 島添 雅浩

ｼﾏｿﾞｴ ﾏｻﾋﾛ

滋賀県 ＦＵＫＡＤＡまじりんぐ

740

JBBBL07 小荷田 泰正

ｺﾆﾀ ﾔｽﾏｻ

栃木県 ブラウ・ブリッツェン

741

1300500 今井 理夫

ｲﾏｲ ﾏｻｵ

福井県 ＦＲＥＥＳＰＥＥＤ

742

1400291 渡部 譲二

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｮｳｼﾞ

広島県 voyAge cycling team

743

JBBGB11 横手 徳広

ﾖｺﾃ ﾄｸﾋﾛ

広島県 voyAge cycling team

744

JBBGB10 山田 耕平

ﾔﾏﾀﾞ ｺｳﾍｲ

広島県 voyAge cycling team

745

JBBGB12 若林 孝紀

ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾀｶﾉﾘ

広島県 voyAge cycling team

746

1402160 富元 久雄

ﾄﾐﾓﾄ ﾋｻｵ

埼玉県 Honda 栃木 JET

747

JBHMT17 島立 孫行

ｼﾏﾀﾞﾃ ﾏｺﾞﾕｷ

栃木県 Honda 栃木 JET

748

0901303 亀岡 晋也

ｶﾒｵｶ ｼﾝﾔ

愛媛県 masahikomifune.com CyclingTeam

749

0500772 十一 達哉

ﾄｲﾁ ﾀﾂﾔ

京都府 masahikomifune.com CyclingTeam

750

1200770 郷原 輝久

ｺﾞｳﾊﾗ ﾃﾙﾋｻ

京都府 masahikomifune.com CyclingTeam

751

JBMIS03 森田 翔

ﾓﾘﾀ ｼｮｳ

静岡県 ミソノイレーシングチーム

752

JBMIS04 森田 涼

ﾓﾘﾀ ﾘｮｳ

静岡県 ミソノイレーシングチーム

753

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

754

1400248 伊東 神良

ｲﾄｳ ｼﾝﾘｮｳ

兵庫県 モジュマ エリアゼロナナゴ

755

1000158 仲田 正人

ﾅｶﾀ ﾏｻﾄ

京都府 モジュマ エリアゼロナナゴ

756

1200403 河野 俊夫

ｺｵﾉ ﾄｼｵ

愛知県 ユーロード レーシング

757

1301482 榊原 清彰

ｻｶｷﾊﾞﾗ ｷﾖｱｷ

愛知県 ユーロード レーシング

758

1500400 石川 主都

ｲｼｶﾜ ｵﾓﾄ

愛知県 ユーロード レーシング

759

1400323 花井 宏明

ﾊﾅｲ ﾋﾛｱｷ

愛知県 ユーロード レーシング

760

1301527 早坂 正樹

ﾊﾔｻｶ ﾏｻｷ

兵庫県 EURO-WORKS Racing

761

1300523 植田 良

ｳｴﾀ ﾘｮｳ

徳島県 UNIVERS

762

JBUNI01 鈴木 豊大

ｽｽﾞｷ ﾄﾖﾋﾛ

徳島県 UNIVERS

763

JBUNT05 佐藤 圭司

ｻﾄｳ ｹｲｼﾞ

茨城県 Unity

764

JBUNT06 平野 秀一郎

ﾋﾗﾉ ｼｭｳｲﾁﾛｳ

茨城県 Unity

765

JBLFR04 高井 一平

ﾀｶｲ ｲｯﾍﾟｲ

兵庫県 Life Ride

766

1500081 西村 和真

ﾆｼﾑﾗ ｶｽﾞﾏｻ

兵庫県 Life Ride

767

1500813 堀田 耕司

ﾎｯﾀ ｺｳｼﾞ

愛知県 RITCHEY BREZZAカミハギRT

768

1400975 松田 真也

ﾏﾂﾀﾞ ｼﾝﾔ

愛知県 RITCHEY BREZZAカミハギRT

769

0500362 森下 大剛

ﾓﾘｼﾀ ﾀﾞｲｺﾞｳ

愛知県 RITCHEY BREZZAカミハギRT

770

JBRCT01 間所 智幸

ﾏﾄﾞｺﾛ ﾄﾓﾕｷ

滋賀県 Ring×2 Cycling Team

771

JBRCT02 宮本 悠平

ﾐﾔﾓﾄ ﾕｳﾍｲ

大阪府 Ring×2 Cycling Team

772

1501559 高橋 幸也

ﾀｶﾊｼ ﾕｷﾔ

神奈川 Racing CUBE

773

1500192 白井 真人

ｼﾗｲ ﾏｻﾄ

東京都 Ｙ’ｓ Ｒｏａｄ

774

1400750 芦田 智

ｱｼﾀﾞ ｻﾄｼ

兵庫県 Ｙ’ｓ Ｒｏａｄ

775

1500885 塩澤 魁

ｼｵｻﾞﾜ ｶｲ

愛知県 インパルス
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第23回 JBCF 舞洲クリテリウム
【クラスタ：F レースレーティング：F 】 18名
No. 選手ID
選手名
ｶﾅ

2015.09.11
地域

ﾁｰﾑ名

801

1500393 中里 友香

ﾅｶｻﾞﾄ ﾕｶ

広島県 VICTOIREしまなみ

802

1400045 高田 由貴

ﾀｶﾀﾞ ﾕｷ

大阪府 ZIPPY CYCLE CLUB

803

JBTSR06 安藤 奏子

ｱﾝﾄﾞｳ ｶﾅｺ

大阪府 チーム スクアドラ

804

JBSLK02 佐々木 天

ｻｻｷ ﾃﾝ

奈良県 チーム・シルクロード

805

1301654 中原 恭恵

ﾅｶﾊﾗ ﾔｽｴ

広島県 チェリージャパン

806

1500148 小菅 華菜

ｺｽｶﾞ ﾊﾅ

神奈川 チェリージャパン

807

1101522 伊藤 杏菜

ｲﾄｳ ｱﾝﾅ

愛知県 Champion System Japan

808

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

809

1000825 坂口 聖香

ｻｶｸﾞﾁ ｷﾖｶ

兵庫県 パナソニックレディース

810

1200191 坂口 楓華

ｻｶｸﾞﾁ ﾌｳｶ

兵庫県 播磨南高校

811

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

812

1301359 棟近 陽子

ﾑﾈﾁｶ ﾖｳｺ

奈良県 BH ASTIFO

813

1400867 布袋田 沙織

ﾎﾃｲﾀﾞ ｻｵﾘ

東京都 BH ASTIFO

814

1502195 藤原 優子

ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｳｺ

兵庫県 BH ASTIFO

815

0600975 岡林 真理江

ｵｶﾊﾞﾔｼ ﾏﾘｴ

長野県 B-SOUL

816

1300213 森下 真己子

ﾓﾘｼﾀ ﾏｷｺ

福岡県 VC Fukuoka

817

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

818

1500188 原田 悦子

ﾊﾗﾀﾞ ｴﾂｺ

徳島県 UNIVERS

11/11

