自転車月間 第5回 JBCF 堺クリテリウム
【クラスタ：E1 レースレーティング：B】 66名
No.
選手ID
選手名
ｶﾅ

2016.05.23
登録地

ﾁｰﾑ名

301

0600524 森 一馬

ﾓﾘ ｶｽﾞﾏ

和歌山 AVANT GARDE

302

1100274 藤田 耕志

ﾌｼﾞﾀ ﾀｶｼ

大阪府 イナーメ信濃山形-EFT

303

1000909 阿部 耕一

ｱﾍﾞ ｺｳｲﾁ

栃木県 OYAMA STARPLEX

304

0301731 金田 一

ｶﾈﾀﾞ ﾊｼﾞﾒ

茨城県 OYAMA STARPLEX

305

1201616 吉森 大晃

ﾖｼﾓﾘ ﾋﾛｱｷ

奈良県 GALANTE NARA

306

0601273 松木 健治

ﾏﾂｷ ｹﾝｼﾞ

大阪府 クラブシルベスト

307

0500349 井上 人志

ｲﾉｳｴ ﾋﾄｼ

大阪府 クラブシルベスト

308

0500055 藤岡 徹也

ﾌｼﾞｵｶ ﾃﾂﾔ

兵庫県 クラブシルベスト

309

0200002 猪又 靖

ｲﾉﾏﾀ ｷﾖｼ

北海道 クラブシルベスト

310

0900099 加藤 浩生

ｶﾄｳ ﾋﾛｵ

大阪府 クラブシルベスト

311

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

312

1000512 佐井 輝久

ｻｲ ﾃﾙﾋｻ

京都府 クラブシルベスト

313

1300543 宮前 昭宏

ﾐﾔﾏｴ ｱｷﾋﾛ

大阪府 クラブシルベスト

314

1301620 浜田 健志

ﾊﾏﾀﾞ ｹﾝｼﾞ

大阪府 クラブシルベスト

315

0800194 上田 貴史

ｳｴﾀﾞ ﾀｶｼ

大阪府 クラブシルベスト

316

1500068 小原 洋未

ｵﾊﾗ ﾋﾛﾐ

兵庫県 クラブシルベスト

317

0900162 苗村 徹

ﾅｴﾑﾗ ﾄｵﾙ

大阪府 クラブシルベスト

318

1301949 鴻池 凌

ｺｳﾉｲｹ ﾘｮｳ

京都府 クラブシルベスト

319

1000051 武平 純一

ﾀｹﾋﾗ ｼﾞｭﾝｲﾁ

大阪府 Ｓａｋａｔａｎｉ Ｒａｃｉｎｇ

320

0000312 数元 彰

ｽﾓﾄ ｱｷﾗ

大阪府 Ｓａｋａｔａｎｉ Ｒａｃｉｎｇ

321

1201243 吉田 優一

ﾖｼﾀﾞ ﾕｳｲﾁ

奈良県 ZAS Racing

322

0300357 一色 寛之

ｲｯｼｷ ﾋﾛﾕｷ

京都府 CIERVO NARA ELITE

323

1100640 高野 翔太

ﾀｶﾉ ｼｮｳﾀ

大阪府 シマノドリンキング

324

0800023 和田山 尚史

ﾜﾀﾞﾔﾏ ﾀｶﾌﾐ

大阪府 侵略！！！

325

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

326

9901846 大倉 健一

ｵｵｸﾗ ｹﾝｲﾁ

東京都 セオレーシング

327

1300056 比護 任

ﾋｺﾞ ｱﾀﾙ

大阪府 SAUCE DEVELOPMENT

328

1100305 磯田 竜介

ｲｿﾀﾞ ﾘｭｳｽｹ

香川県 Tyrell Kagawa Racing

329

0800067 野島 遊

ﾉｼﾞﾏ ﾕｳ

大阪府 TEAM AMUSE

330

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

331

0500746 涌本 正樹

ﾜｸﾓﾄ ﾏｻｷ

大阪府 チーム スクアドラ

332

1200028 堀田 貴洋

ﾎｯﾀ ﾀｶﾋﾛ

岡山県 ﾁｰﾑ 岡山

333

1200030 青江 良治

ｱｵｴ ﾖｼﾊﾙ

岡山県 ﾁｰﾑ 岡山

334

0000382 三村 尚

ﾐﾑﾗ ﾀｶｼ

岡山県 ﾁｰﾑ 岡山

335

0701230 岡本 康太郎

ｵｶﾓﾄ ｺｳﾀﾛｳ

和歌山 TEAM SANREMO

336

1500244 鳥飼 建太郎

ﾄﾘｶｲ ｹﾝﾀﾛｳ

和歌山 TEAM SANREMO

337

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

338

9701689 福田 透

ﾌｸﾀﾞ ﾄｵﾙ

滋賀県 ナカガワＡＳ・Ｋ’デザイン

339

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

340

1600505 設楽 彗斗

ｼﾀﾞﾗ ｹｲﾄ

大阪府 ネクストリーム・うどん棒

341

1500015 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

342

1400107 山本 哲哉

ﾔﾏﾓﾄ ﾃﾂﾔ

和歌山 ネクストリーム・うどん棒

343

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

344

1001574 池田 慎治

ｲｹﾀﾞ ｼﾝｼﾞ

大阪府 ネクストリーム・うどん棒

345

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

346

0400052 前川 元

ﾏｴｶﾜ ﾊｼﾞﾑ

兵庫県 BC.ANELLO

347

1001076 村尾 政彦

ﾑﾗｵ ﾏｻﾋｺ

大阪府 BC.ANELLO

348

1201501 内山 雅貴

ｳﾁﾔﾏ ﾏｻﾀｶ

静岡県 Pinazou Test Team

349

1201408 山田 将大

ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ

東京都 FAST LANE Racing

350

1600138 中田 拓也

ﾅｶﾀ ﾀｸﾔ

福岡県 VC Fukuoka
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351

0300335 松並 俊雄

ﾏﾂﾅﾐ ﾄｼｵ

大阪府 masahikomifune.com CyclingTeam

352

1500252 辻 健人

ﾂｼﾞ ｹﾝﾄ

和歌山 町じて和歌山MKD

353

1001917 小林 孝臣

ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶｵﾐ

和歌山 町じて和歌山MKD

354

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

355

1400047 菅谷 修

ｽｶﾞﾔ ｵｻﾑ

東京都 MIVRO

356

0600048 奥野 浩和

ｵｸﾉ ﾋﾛｶｽﾞ

大阪府 MUUR zero Velofutur

357

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

358

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

359

1300044 野間 貴裕

ﾉﾏ ﾀｶﾋﾛ

大阪府 モジュマ エリアゼロナナゴ

360

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

361

0100287 衣本 始司

ｷﾇﾓﾄ ﾓﾄｼﾞ

京都府 八ヶ岳 CYCLING CLUB

362

1100076 角田 光隆

ｽﾐﾀﾞ ﾐﾂﾀｶ

奈良県 EURO-WORKS Racing

363

1000714 佐々木 暖

ｻｻｷ ﾀﾞﾝ

奈良県 EURO-WORKS Racing

364

1500487 川辺 史朗

ｶﾜﾍﾞ ﾌﾐｱｷ

兵庫県 Life Ride

365

0900362 小島 泰一

ｺｼﾞﾏ ﾔｽｶｽﾞ

愛知県 RITCHEY BREZZA カミハギRT

366

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5回 JBCF 堺クリテリウム
【クラスタ：F レースレーティング：F】 15名
No.
選手ID
選手名
ｶﾅ

2016.05.23
登録地

ﾁｰﾑ名

401

0900190 山下 由起子

ﾔﾏｼﾀ ﾕｷｺ

大阪府 Vitesse- Feminin

402

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

403

1500022 安藤 奏子

ｱﾝﾄﾞｳ ｶﾅｺ

大阪府 チーム スクアドラ

404

1201909 小田 恵利花

ｵﾀﾞ ｴﾘｶ

東京都 TEAM SPORTS KID

405

0900279 崎本 智子

ｻｷﾓﾄ ﾄﾓｺ

大阪府 ナカガワＡＳ・Ｋ’デザイン

406

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

407

1301359 棟近 陽子

ﾑﾈﾁｶ ﾖｳｺ

奈良県 BH ASTIFO

408

1502195 藤原 優子

ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｳｺ

兵庫県 BH ASTIFO

409

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

410

1500188 原田 悦子

ﾊﾗﾀﾞ ｴﾂｺ

徳島県 UNIVERS

411

1000589 吉川 美穂

ﾖｼｶﾜ ﾐﾎ

和歌山 Live GARDEN BICI STELLE

412

9700733 西 加南子

ﾆｼ ｶﾅｺ

千葉県 LUMINARIA

413

1501176 下山 美寿々

ｼﾓﾔﾏ ﾐｽｽﾞ

大阪府 大阪教育大学附属高等学校天王寺

414

1401830 樋口 彩華

ﾋｸﾞﾁ ｱﾔｶ

大阪府 大阪府立城東工科高等学校

415

1401222 坂本 ほのか

ｻｶﾓﾄ ﾎﾉｶ

奈良県 奈良県立榛生昇陽高等学校
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