第8回 JBCF 3day's Road 熊野 ＜6/17~6/19＞
【Jエリートツアー E1～E3】 103名
No. 選手ID
選手名

2016.06.07
ｶﾅ

地域

ﾁｰﾑ名

301

1100420 小山 雄司

ｺﾔﾏ ﾕｳｼﾞ

長野県 快レーシング

302

0200198 村田 隆

ﾑﾗﾀ ﾀｶｼ

長野県 快レーシング

303

0900227 鮎澤 誠治

ｱｲｻﾞﾜ ｾｲｼﾞ

長野県 快レーシング

304

1500608 石坂 智晃

ｲｼｻﾞｶ ﾄﾓｱｷ

長野県 快レーシング

305

9701505 杉浦 司

ｽｷﾞｳﾗ ﾂｶｻ

愛知県 KINAN AACA

306

0700342 湊 正明

ﾐﾅﾄ ﾏｻｱｷ

三重県 KINAN AACA

307

1200336 石田 大介

ｲｼﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ

愛知県 KINAN AACA

308

1500785 小野 豊

ｵﾉ ﾕﾀｶ

愛知県 KINAN AACA

309

1100603 畑中 滋

ﾊﾀﾅｶ ｼｹﾞﾙ

三重県 KINAN AACA

310

1502738 福田 伸考

ﾌｸﾀﾞ ﾉﾌﾞﾀｶ

三重県 KINAN AACA

311

0601273 松木 健治

ﾏﾂｷ ｹﾝｼﾞ

大阪府 クラブシルベスト－Ａ

312

0500349 井上 人志

ｲﾉｳｴ ﾋﾄｼ

大阪府 クラブシルベスト－Ａ

313

0500055 藤岡 徹也

ﾌｼﾞｵｶ ﾃﾂﾔ

兵庫県 クラブシルベスト－Ａ

314

0900156 浅野 真則

ｱｻﾉ ﾏｻﾉﾘ

三重県 クラブシルベスト－Ａ

315

9700734 井上 登士哉

ｲﾉｳｴ ﾄｼﾔ

愛媛県 クラブシルベスト－Ｂ

316

1000512 佐井 輝久

ｻｲ ﾃﾙﾋｻ

京都府 クラブシルベスト－Ｂ

317

0800194 上田 貴史

ｳｴﾀﾞ ﾀｶｼ

大阪府 クラブシルベスト－Ｂ

318

1500019 溝畑 悟

ﾐｿﾞﾊﾀ ｻﾄﾙ

大阪府 クラブシルベスト－Ｂ

319

1000933 金久保 諒三

ｶﾅｸﾎﾞ ﾘｮｳｿﾞｳ

東京都 サイクルフリーダム・レーシング

320

1300232 醍醐 貴徳

ﾀﾞｲｺﾞ ﾀｶﾉﾘ

千葉県 サイクルフリーダム・レーシング

321

1500327 家崎 隆

ｲｴｻﾞｷ ﾀｶｼ

千葉県 サイクルフリーダム・レーシング

322

1201911 齋藤 全弘

ｻｲﾄｳ ﾏｻﾋﾛ

東京都 サイクルフリーダム・レーシング

323

1500324 佐野 勇人

ｻﾉ ﾊﾔﾄ

千葉県 サイクルフリーダム・レーシング

324

1000051 武平 純一

ﾀｹﾋﾗ ｼﾞｭﾝｲﾁ

大阪府 Ｓａｋａｔａｎｉ Ｒａｃｉｎｇ

325

1400079 島田 英樹

ｼﾏﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ

大阪府 Ｓａｋａｔａｎｉ Ｒａｃｉｎｇ

326

0700417 吉武 孝二

ﾖｼﾀｹ ｺｳｼﾞ

大阪府 Ｓａｋａｔａｎｉ Ｒａｃｉｎｇ

327

1300070 北山 純

ｷﾀﾔﾏ ｼﾞｭﾝ

大阪府 Ｓａｋａｔａｎｉ Ｒａｃｉｎｇ

328

1301407 山崎 昌宣

ﾔﾏｻﾞｷ ｱｷﾉﾘ

大阪府 CWASP RAVITAILLEMENT

329

1400073 水田 昌宏

ﾐｽﾞﾀ ﾏｻﾋﾛ

大阪府 CWASP RAVITAILLEMENT

330

1500502 塩野 裕一

ｼｵﾉ ﾕｳｲﾁ

大阪府 CWASP RAVITAILLEMENT

331

1200585 田川 寛明

ﾀｶﾞﾜ ﾋﾛｱｷ

大阪府 CWASP RAVITAILLEMENT

332

1300266 本田 博

ﾎﾝﾀﾞ ﾋﾛｼ

大阪府 CWASP RAVITAILLEMENT

333

1200346 若松 武史

ﾜｶﾏﾂ ﾀｹｼ

栃木県 じてんしゃの杜

334

1000261 小川 克広

ｵｶﾞﾜ ﾖｼﾋﾛ

栃木県 じてんしゃの杜

335

1300355 小林 草太

ｺﾊﾞﾔｼ ｿｳﾀ

栃木県 じてんしゃの杜

336

1400180 今関 稔

ｲﾏｾﾞｷ ﾐﾉﾙ

栃木県 じてんしゃの杜

337

1400178 巽 克哉

ﾀﾂﾐ ｶﾂﾔ

栃木県 じてんしゃの杜

338

1300487 山本 敦

ﾔﾏﾓﾄ ｱﾂｼ

神奈川 湘南ベルマーレサイクル－Ａ

339

1500248 大井 翔太郎

ｵｵｲ ｼｮｳﾀﾛｳ

神奈川 湘南ベルマーレサイクル－Ａ

340

1500193 槐 野明

ｴﾝｼﾞｭ ﾉｱ

神奈川 湘南ベルマーレサイクル－Ａ

341

1301090 真保 雅俊

ｼﾝﾎﾟ ﾏｻﾄｼ

神奈川 湘南ベルマーレサイクル－Ａ

342

1300007 高清水 天翔

ﾀｶｼﾐｽﾞ ﾃﾝｼｮｳ

静岡県 湘南ベルマーレサイクル－Ａ

343

1400144 相原 士穏

ｱｲﾊﾗ ｼｵﾝ

神奈川 湘南ベルマーレサイクル－Ａ
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344

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－Ｂ

345

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－Ｂ

346

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－Ｂ

347

0601459 佐柄 勝弘

ｻｶﾞﾗ ｶﾂﾋﾛ

新潟県 湘南ベルマーレサイクル－Ｂ

348

0701230 岡本 康太郎

ｵｶﾓﾄ ｺｳﾀﾛｳ

和歌山 TEAM SANREMO

349

1600157 畑上 壽太

ﾊﾀｶﾞﾐ ﾋｻﾀ

和歌山 TEAM SANREMO

350

1600158 菟田 竜一

ｳﾀﾞ ﾘｭｳｲﾁ

和歌山 TEAM SANREMO

351

1601622 野間田 一浩

ﾉﾏﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ

和歌山 TEAM SANREMO

352

0600061 清水 太己

ｼﾐｽﾞ ｵｵｺ

東京都 Team Eurasia - IRC TIRE

353

1300906 鳴海 颯

ﾅﾙﾐ ｿｳ

東京都 Team Eurasia - IRC TIRE

354

9702631 橋川 健

ﾊｼｶﾜ ｹﾝ

福島県 Team Eurasia - IRC TIRE

355

1301128 小野寺 望

ｵﾉﾃﾞﾗ ﾉｿﾞﾑ

東京都 Team Eurasia - IRC TIRE

356

1200845 秋田 和彦

ｱｷﾀ ｶｽﾞﾋｺ

愛知県 DENSO RACING

357

1201123 梶野 秀忠

ｶｼﾞﾉ ﾋﾃﾞﾀﾀﾞ

愛知県 DENSO RACING

358

9800197 片岡 誠治

ｶﾀｵｶ ｾｲｼﾞ

愛知県 DENSO RACING

359

1300518 坂井 克行

ｻｶｲ ｶﾂﾕｷ

愛知県 DENSO RACING

360

1402110 近藤

ｺﾝﾄﾞｳ ﾅｵﾔ

愛知県 DENSO RACING

361

1100633 西村 幸大

ﾆｼﾑﾗ ｺｳﾀﾞｲ

愛知県 DENSO RACING

362

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

363

0501052 若生 正剛

ﾜｺｳ ｾｲｺﾞｳ

東京都 なるしまフレンド

364

1400410 赤塚 宏

ｱｶﾂｶ ﾋﾛｼ

東京都 なるしまフレンド

365

1500265 阿島 哲夫

ｱｼﾞﾏ ﾃﾂｵ

神奈川 なるしまフレンド

366

1300289 印具 毅雄

ｲﾝｸﾞ ﾀｹｵ

東京都 なるしまフレンド

367

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

368

1301583 小嶋 太郎

ｺｼﾞﾏ ﾀﾛｳ

東京都 日本ろう自転車競技協会

369

1402072 長濱 圭吾

ﾅｶﾞﾊﾏ ｹｲｺﾞ

東京都 日本ろう自転車競技協会

370

9801564 小笠原 崇裕

ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾀｶﾋﾛ

東京都 日本ろう自転車競技協会

371

0900707 寺崎 浩平

ﾃﾗｻｷ ｺｳﾍｲ

福井県 バルバレーシングクラブ

372

0700340 寺崎 武郎

ﾃﾗｻｷ ﾀｹﾛｳ

福井県 バルバレーシングクラブ

373

1100414 濱野 克悠

ﾊﾏﾉ ｶﾂﾕｷ

富山県 バルバレーシングクラブ

374

1502532 西尾 洋介

ﾆｼｵ ﾖｳｽｹ

富山県 バルバレーシングクラブ

375

1502476 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

376

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

377

1300028 青野 淳一

ｱｵﾉ ｼﾞｭﾝｲﾁ

静岡県 ミソノイレーシングチーム

378

1500047 吉田 雅

ﾖｼﾀﾞ ﾏｻｼ

静岡県 ミソノイレーシングチーム

379

0900717 高井 啓吾

ﾀｶｲ ｹｲｺﾞ

静岡県 ミソノイレーシングチーム

380

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

381

0100287 衣本 始司

ｷﾇﾓﾄ ﾓﾄｼﾞ

京都府 八ヶ岳 CYCLING CLUB

382

0001174 酒井 孝典

ｻｶｲ ｺｳｽｹ

大阪府 八ヶ岳 CYCLING CLUB

383

1502478 神野 悠作

ｼﾞﾝﾉ ﾕｳｻｸ

大阪府 八ヶ岳 CYCLING CLUB

384

9901141 矢野 大介

ﾔﾉ ﾀﾞｲｽｹ

長野県 八ヶ岳 CYCLING CLUB

385

0400715 小俣 雄風太

ｵﾏﾀ ﾕｳﾀ

山梨県 八ヶ岳 CYCLING CLUB

386

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

387

1401373 飯田 千暁

ｲｲﾀﾞ ﾁｱｷ

神奈川 横浜高校自転車競技部

388

1201870 清水 大樹

ｼﾐｽﾞ ﾀｲｷ

神奈川 横浜高校自転車競技部

389

1401365 河野 俊太郎

ｺｳﾉ ｼｭﾝﾀﾛｳ

神奈川 横浜高校自転車競技部

尚弥
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390

1100488 岡 篤志

ｵｶ ｱﾂｼ

茨城県 弱虫ペダル サイクリングチーム

391

1301725 西島 優太郎

ﾆｼｼﾞﾏ ﾕｳﾀﾛｳ

北海道 弱虫ペダル サイクリングチーム

392

0601352 織田 聖

ｵﾀﾞ ﾋｼﾞﾘ

埼玉県 弱虫ペダル サイクリングチーム

393

0800607 前田 公平

ﾏｴﾀﾞ ｺｳﾍｲ

東京都 弱虫ペダル サイクリングチーム

394

0600054 大場 政登志

ｵｵﾊﾞ ﾏｻﾄｼ

茨城県 弱虫ペダル サイクリングチーム

395

0800315 栗栖 嵩

ｸﾘｽ ﾀｶｼ

北海道 弱虫ペダル サイクリングチーム

396

0800224 川原 建太郎

ｶﾜﾊﾗ ｹﾝﾀﾛｳ

東京都 Ｙ’ｓ Ｒｏａｄ

397

1500192 白井 真人

ｼﾗｲ ﾏｻﾄ

東京都 Ｙ’ｓ Ｒｏａｄ

398

1400283 横田 慧一

ﾖｺﾀ ｹｲｲﾁ

大阪府 Ｙ’ｓ Ｒｏａｄ

399

1600247 竹花 和浩

ﾀｹﾊﾅ ｶｽﾞﾋﾛ

東京都 Ｙ’ｓ Ｒｏａｄ

400

1400096 雑賀 大輔

ｻｲｶ ﾀﾞｲｽｹ

千葉県 湾岸サイクリング・ユナイテッド

401

1300216 石橋 利晃

ｲｼﾊﾞｼ ﾄｼｱｷ

千葉県 湾岸サイクリング・ユナイテッド

402

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

403

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
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