第1回 JBCF 維新やまぐちクリテリウム
【クラスタ：P1 レースレーティング：A】 97名
No. 選手ID
選手名

2016.08.09
ｶﾅ

登録地

ﾁｰﾑ名

1

0100115 畑中 勇介

ﾊﾀﾅｶ ﾕｳｽｹ

東京都 Team UKYO

2

ESP0328 Jon Aberasturi Izaga

ｼﾞｮﾝ ｱﾍﾞﾗｽﾄｩﾘ ｲｻﾞｶﾞ

SPAIN Team UKYO

3

0701211 住吉 宏太

ｽﾐﾖｼ ｺｳﾀ

熊本県 Team UKYO

4

0501654 平井 栄一

ﾋﾗｲ ｴｲｲﾁ

神奈川 Team UKYO

5

1502357 今井 勇太

ｲﾏｲ ﾕｳﾀ

静岡県 Team UKYO

11

1300861 Jose VICENTE

ﾎｾ ﾋﾞｾﾝﾃ

SPAIN マトリックスパワータグ

12

ESP1030 Airan FERNANDEZ

ｱｲﾗﾝ ﾌｪﾙﾅﾝﾃﾞｽ

SPAIN マトリックスパワータグ

13

0301043 吉田 隼人

ﾖｼﾀﾞ ﾊﾔﾄ

奈良県 マトリックスパワータグ

14

0700546 安原 大貴

ﾔｽﾊﾗ ﾀﾞｲｷ

大阪府 マトリックスパワータグ

15

0301347 佐野 淳哉

ｻﾉ ｼﾞｭﾝﾔ

静岡県 マトリックスパワータグ

16

1100726 田窪 賢次

ﾀｸﾎﾞ ｹﾝｼﾞ

大阪府 マトリックスパワータグ

17

9700347 土井 雪広

ﾄﾞｲ ﾕｷﾋﾛ

山形県 マトリックスパワータグ

18

0500440 永良 大誠

ﾅｶﾞﾗ ﾀﾞｲｾｲ

兵庫県 マトリックスパワータグ

21

0400861 増田 成幸

ﾏｽﾀﾞ ﾅﾘﾕｷ

栃木県 宇都宮ブリッツェン

22

0400843 鈴木 譲

ｽｽﾞｷ ﾕｽﾞﾙ

栃木県 宇都宮ブリッツェン

23

0400470 大久保 陣

ｵｵｸﾎﾞ ｼﾞﾝ

鹿児島 宇都宮ブリッツェン

24

0600844 阿部 嵩之

ｱﾍﾞ ﾀｶﾕｷ

栃木県 宇都宮ブリッツェン

25

1001732 堀 孝明

ﾎﾘ ﾀｶｱｷ

栃木県 宇都宮ブリッツェン

26

9700980 鈴木 真理

ｽｽﾞｷ ｼﾝﾘ

栃木県 宇都宮ブリッツェン

27

0500716 飯野 智行

ｲｲﾉ ﾄﾓﾕｷ

栃木県 宇都宮ブリッツェン

41

0800942 吉岡 直哉

ﾖｼｵｶ ﾅｵﾔ

京都府 那須ブラーゼン

42

1201451 下島 将輝

ｼﾓｼﾞﾏ ﾏｻｷ

兵庫県 那須ブラーゼン

43

0900655 高木 三千成

ﾀｶｷﾞ ﾐﾁﾅﾘ

埼玉県 那須ブラーゼン

44

0400028 小坂 光

ｺｻｶ ﾋｶﾙ

長野県 那須ブラーゼン

45

0900064 西尾 勇人

ﾆｼｵ ﾊﾔﾄ

北海道 那須ブラーゼン

46

1000927 岩井 航太

ｲﾜｲ ｺｳﾀ

栃木県 那須ブラーゼン

47

0901489 水野 恭兵

ﾐｽﾞﾉ ｷｮｳﾍｲ

山梨県 那須ブラーゼン

48

1300596 新城 銀二

ｱﾗｼﾛ ｷﾞﾝｼﾞ

沖縄県 那須ブラーゼン

51

0500601 入部 正太朗

ｲﾘﾍﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ

奈良県 シマノレーシング

52

0701113 木村 圭佑

ｷﾑﾗ ｹｲｽｹ

滋賀県 シマノレーシング

53

0800036 秋丸 湧哉

ｱｷﾏﾙ ﾕｳﾔ

大阪府 シマノレーシング

54

0801875 小橋 勇利

ｺﾊﾞｼ ﾕｳﾘ

愛媛県 シマノレーシング

55

0900861 湊 諒

ﾐﾅﾄ ﾘｮｳ

青森県 シマノレーシング

56

1000721 西村 大輝

ﾆｼﾑﾗ ﾋﾛｷ

東京都 シマノレーシング

57

1200626 水谷 翔

ﾐｽﾞﾀﾆ ｶｹﾙ

鹿児島 シマノレーシング

58

1000442 小山 貴大

ｺﾔﾏ ﾀｶﾋﾛ

群馬県 シマノレーシング

61

0700045 岩月 伸夫

ｲﾜﾂｷ ﾉﾌﾞｵ

愛知県 イナーメ信濃山形

62

1200812 井上 政貴

ｲﾉｳｴ ﾏｻｷ

兵庫県 イナーメ信濃山形

63

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

91

0210018 小室 雅成

ｺﾑﾛ ﾏｻﾅﾘ

埼玉県 ウォークライド・シクロアカデミア

92

0100069 奈良 浩

ﾅﾗ ﾋﾛｼ

埼玉県 ウォークライド・シクロアカデミア

93

9901368 清水 英樹

ｼﾐｽﾞ ﾋﾃﾞｷ

鳥取県 ウォークライド・シクロアカデミア

121

ESP0604 Javier Sarda Perez

ﾊﾋﾞｴﾙ ｻﾗﾀﾞ ﾍﾟﾚｽ

SPAIN VICTOIRE 広島

122

0800639 河賀 雄大

ｶｶﾞ ﾕｳﾀﾞｲ

広島県 VICTOIRE 広島

123

0800871 河内 一晟

ｺｳﾁ ｲｯｾｲ

広島県 VICTOIRE 広島

124

1100565 宮田 久生

ﾐﾔﾀ ﾋｻｵ

広島県 VICTOIRE 広島

125

0800557 西川 昌宏

ﾆｼｶﾜ ﾏｻﾋﾛ

山口県 VICTOIRE 広島

126

1100616 杉山 文崇

ｽｷﾞﾔﾏ ﾌﾐﾀｶ

山口県 VICTOIRE 広島

131

1401822 DESRIAC Loic

ﾃﾞﾘｱｸ ﾛｲｯｸ

FRANCE NEILPRYDE - NANSHIN SUBARU CYCLING TEAM

132

1501097 Valade Jayson

ｳﾞｧﾗﾄﾞ ｼﾞｪｿﾞﾝ

FRANCE NEILPRYDE - NANSHIN SUBARU CYCLING TEAM

133

1500601 Guezet Bruno

ｹﾞｾﾞ ﾌﾞﾙﾉ

FRANCE NEILPRYDE - NANSHIN SUBARU CYCLING TEAM

134

0600568 水野 貴行

ﾐｽﾞﾉ ﾀｶﾕｷ

愛知県 NEILPRYDE - NANSHIN SUBARU CYCLING TEAM

135

FRA0630 Guillaume Mouchard

ｷﾞﾛｰﾑ ﾑｰｼｬﾙ

FRANCE NEILPRYDE - NANSHIN SUBARU CYCLING TEAM
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141

1100478 鶴岡 慶太

ﾂﾙｵｶ ｹｲﾀ

愛知県 なるしまフレンド

レーシングチーム

142

9800459 小畑 郁

ｵﾊﾞﾀ ｶｵﾙ

東京都 なるしまフレンド

レーシングチーム

143

9802325 山本 健一

ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝｲﾁ

東京都 なるしまフレンド

レーシングチーム

144

1400408 伊藤 卓馬

ｲﾄｳ ﾀｸﾏ

東京都 なるしまフレンド

レーシングチーム

151

1200031 高橋 伸成

ﾀｶﾊｼ ﾉﾌﾞｼｹﾞ

静岡県 FIETS GROEN 日本ロボティクス

152

1100038 香西 真介

ｺｳｻﾞｲ ｼﾝｽｹ

神奈川 FIETS GROEN 日本ロボティクス

153

1100570 光山 英典

ﾐﾂﾔﾏ ﾋﾃﾞﾉﾘ

愛知県 FIETS GROEN 日本ロボティクス

161

0200172 平林 昌樹

ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾏｻｷ

神奈川 ACQUA TAMA EURO-WORKS

162

1300630 川崎 卓治

ｶﾜｻｷ ﾀｸｼﾞ

岡山県 ACQUA TAMA EURO-WORKS

163

0900461 秋山 悟郎

ｱｷﾔﾏ ｺﾞﾛｳ

東京都 ACQUA TAMA EURO-WORKS

164

1100087 田中 信行

ﾀﾅｶ ﾉﾌﾞﾕｷ

奈良県 ACQUA TAMA EURO-WORKS

165

9702875 山口 博久

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛﾋｻ

東京都 ACQUA TAMA EURO-WORKS

171

9700539 狩野 智也

ｶﾉｳ ﾄﾓﾔ

群馬県 群馬グリフィン・レーシングチーム

172

0700651 倉林 巧和

ｸﾗﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾄ

群馬県 群馬グリフィン・レーシングチーム

173

0701310 管 洋介

ｽｶﾞ ﾖｳｽｹ

茨城県 群馬グリフィン・レーシングチーム

181

1001745 畠山 和也

ﾊﾀｹﾔﾏ ｶｽﾞﾔ

宮城県 エルドラード東北

182

1400913 萩原 啓

ﾊｷﾞﾊﾗ ｻﾄｼ

愛知県 エルドラード東北

183

1301786 野上 太一

ﾉｶﾞﾐ ﾀｲﾁ

愛知県 エルドラード東北

184

9702097 天笠 辰一

ｱﾏｶﾞｻ ｼﾝｲﾁ

奈良県 エルドラード東北

185

1500560 舘岡 賢弥

ﾀﾃｵｶ ﾀｶﾋﾛ

茨城県 エルドラード東北

186

9700200 梶木 恒介

ｶｼﾞｷ ｺｳｽｹ

宮城県 エルドラード東北

187

0401308 五十嵐 丈士

ｲｶﾞﾗｼ ﾀｹｼ

沖縄県 エルドラード東北

188

9702373 金子 彰

ｶﾈｺ ｱｷﾗ

山口県 エルドラード東北

191

1000463 石井 祥平

ｲｼｲ ｼｮｳﾍｲ

神奈川 Honda 栃木

192

1201592 阿部 航大

ｱﾍﾞ ｺｳﾀﾞｲ

栃木県 Honda 栃木

193

0901551 水間 健

ﾐｽﾞﾏ ﾀｹｼ

栃木県 Honda 栃木

194

1200062 川田 優作

ｶﾜﾀ ﾕｳｻｸ

栃木県 Honda 栃木

195

0901045 萩原 慎也

ﾊｷﾞﾜﾗ ｼﾝﾔ

栃木県 Honda 栃木

196

1300346 河合 貴明

ｶﾜｲ ﾀｶｱｷ

栃木県 Honda 栃木

197

1001863 小林 宏志

ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｼ

栃木県 Honda 栃木

198

1200341 小長谷 剛

ｺﾜｾ ﾂﾖｼ

栃木県 Honda 栃木

201

1502197 桐野 一道

ｷﾘﾉ ｶｽﾞﾐﾁ

京都府 VC Fukuoka・サイクルフリーダム

202

1000423 佐藤 信哉

ｻﾄｳ ｼﾝﾔ

福岡県 VC Fukuoka・サイクルフリーダム

203

1201348 江川 哲治

ｴｶﾞﾜ ﾃﾂｼﾞ

福岡県 VC Fukuoka・サイクルフリーダム

204

1600138 中田 拓也

ﾅｶﾀ ﾀｸﾔ

福岡県 VC Fukuoka・サイクルフリーダム

205

1201347 井戸川 真一

ｲﾄﾞｶﾞﾜ ｼﾝｲﾁ

福岡県 VC Fukuoka・サイクルフリーダム

211

0800223 米内 蒼馬

ﾖﾅｲ ｿｳﾏ

東京都 東京ヴェントス

212

1001679 早川 祐司

ﾊﾔｶﾜ ﾕｳｼﾞ

栃木県 東京ヴェントス

213

1101261 北見 涼

ｷﾀﾐ ﾘｮｳ

神奈川 東京ヴェントス

214

1000997 柳沼 龍佑

ﾔｷﾞﾇﾏ ﾘｭｳｽｹ

福島県 東京ヴェントス

215

1200528 佐々木 貴則

ｻｻｷ ﾀｶﾉﾘ

東京都 東京ヴェントス

216

1600252 丸山 英之

ﾏﾙﾔﾏ ﾋﾃﾞﾕｷ

東京都 東京ヴェントス

217

1502398 田渕 君幸

ﾀﾌﾞﾁ ｷﾐﾕｷ

東京都 東京ヴェントス

222

1500427 松井 敏文

ﾏﾂｲ ﾄｼﾌﾐ

栃木県 Team JBCF
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第1回 JBCF 維新やまぐちクリテリウム
【クラスタ：E1 レースレーティング：B】 53名
No. 選手ID
選手名

2016.08.09
ｶﾅ

登録地

ﾁｰﾑ名

301

0300650 山口 忠行

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾀﾞﾕｷ

広島県 VICTOIREしまなみ

302

9900444 石堂 大悟

ｲｼﾄﾞｳ ﾀﾞｲｺﾞ

福岡県 VICTOIREしまなみ

303

1300268 東 智博

ﾋｶﾞｼ ﾄﾓﾋﾛ

東京都 MKⅢ

304

0601273 松木 健治

ﾏﾂｷ ｹﾝｼﾞ

大阪府 クラブシルベスト

305

0500349 井上 人志

ｲﾉｳｴ ﾋﾄｼ

大阪府 クラブシルベスト

306

9700734 井上 登士哉

ｲﾉｳｴ ﾄｼﾔ

愛媛県 クラブシルベスト

307

1000512 佐井 輝久

ｻｲ ﾃﾙﾋｻ

京都府 クラブシルベスト

308

0200002 猪又 靖

ｲﾉﾏﾀ ｷﾖｼ

北海道 クラブシルベスト

309

0800194 上田 貴史

ｳｴﾀﾞ ﾀｶｼ

大阪府 クラブシルベスト

310

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

311

1301949 鴻池 凌

ｺｳﾉｲｹ ﾘｮｳ

京都府 クラブシルベスト

312

1001438 李 宗雨

ﾘ ｿｳｳ

滋賀県 クラブシルベスト

313

1001777 伊藤 晋一

ｲﾄｳ ｼﾝｲﾁ

神奈川 G.S.POSITIVO

314

0300357 一色 寛之

ｲｯｼｷ ﾋﾛﾕｷ

京都府 CIERVO NARA ELITE

315

9901846 大倉 健一

ｵｵｸﾗ ｹﾝｲﾁ

東京都 セオレーシング

316

1100305 磯田 竜介

ｲｿﾀﾞ ﾘｭｳｽｹ

香川県 Tyrell Kagawa Racing

318

1200030 青江 良治

ｱｵｴ ﾖｼﾊﾙ

岡山県 ﾁｰﾑ 岡山

319

1200028 堀田 貴洋

ﾎｯﾀ ﾀｶﾋﾛ

岡山県 ﾁｰﾑ 岡山

320

0300992 田仲 康矢

ﾀﾅｶ ｺｳﾔ

沖縄県 チームGINRIN熊本

321

1500381 藤川 淳

ﾌｼﾞｶﾜ ｼﾞｭﾝ

広島県 Team Kermis Cross

322

1301731 中村 暁雄

ﾅｶﾑﾗ ｱｷｵ

鳥取県 チーム鳥取

323

1300762 森 正存

ﾓﾘ ﾏｻﾉﾌﾞ

愛媛県 TEAM LUPPI

324

0601400 大濱 篤史

ｵｵﾊﾏ ｱﾂｼ

大阪府 チバポンズ

326

1400602 岩切 弘輝

ｲﾜｷﾘ ﾋﾛｷ

大分県 津末レーシング

327

0000251 佐々木 健

ｻｻｷ ﾀｹｼ

愛知県 天狗党

328

1000395 岡部 健太郎

ｵｶﾍﾞ ｹﾝﾀﾛｳ

東京都 なるしまフレンド

329

0801454 井上 無我

ｲﾉｳｴ ﾑｶﾞ

山口県 フィールズ･オン･アース山口

330

1201352 森 幸一

ﾓﾘ ｺｳｲﾁ

福岡県 VC Fukuoka

331

1502253 李 正明

ﾘ ﾏｻｱｷ

福岡県 VC Fukuoka

332

1200022 幡司 勝

ﾊﾀｼ ﾏｻﾙ

広島県 voyAge cycling team

333

1400047 菅谷 修

ｽｶﾞﾔ ｵｻﾑ

東京都 MIVRO

334

0600048 奥野 浩和

ｵｸﾉ ﾋﾛｶｽﾞ

大阪府 MUUR zero Velofutur

335

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

336

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

337

1000714 佐々木 暖

ｻｻｷ ﾀﾞﾝ

奈良県 EURO-WORKS Racing

338

1201366 宮地 孝行

ﾐﾔﾁ ﾀｶﾕｷ

大阪府 EURO-WORKS Racing

339

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

340

1001247 大村 英哉

ｵｵﾑﾗ ﾌｻﾔ

熊本県 Road Racing Team PURPLE MONKEY

341

1101262 大堀 雅行

ｵｵﾎﾘ ﾏｻﾕｷ

熊本県 Road Racing Team PURPLE MONKEY

342

0700657 河合 達朗

ｶﾜｲ ﾀﾂﾛｳ

宮崎県 Ｙ’ｓ Ｒｏａｄ

343

1100702 三次 匠

ﾐﾖｼ ﾀｸﾐ

広島県 VICTOIREしまなみ

344

1500068 小原 洋未

ｵﾊﾗ ﾋﾛﾐ

兵庫県 クラブシルベスト

345

0800067 野島 遊

ﾉｼﾞﾏ ﾕｳ

大阪府 TEAM AMUSE

346

1400862 西崎 太郎

ﾆｼｻﾞｷ ﾀﾛｳ

福岡県 TEAM SKYROCKETS

347

0000382 三村 尚

ﾐﾑﾗ ﾀｶｼ

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

9701689 福田 透

ﾌｸﾀﾞ ﾄｵﾙ

滋賀県 ナカガワＡＳ・Ｋ’デザイン

350

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

351

1600135 片山 弘基

ｶﾀﾔﾏ ﾋﾛｷ

福岡県 VC Fukuoka

352

1300249 今倉 慎司

ｲﾏｸﾗ ｼﾝｼﾞ

福岡県 VC Fukuoka

353

1200386 西村 和樹

ﾆｼﾑﾗ ｶｽﾞｷ

熊本県 VC Fukuoka

354

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

355

1001922 森 俊夫

ﾓﾘ ﾄｼｵ

奈良県 EURO-WORKS Racing
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第1回 JBCF 維新やまぐちクリテリウム
【クラスタ：E2 レースレーティング：C】 53名
No. 選手ID
選手名

2016.08.09
ｶﾅ

登録地

ﾁｰﾑ名

401

1301820 泉 正明

ｲｽﾞﾐ ﾏｻｱｷ

宮崎県 エイル宮崎レーシング

402

1300141 東 健司

ﾋｶﾞｼ ｹﾝｼﾞ

神奈川 MKⅢ

403

0800652 辻 邦浩

ﾂｼﾞ ｸﾆﾋﾛ

京都府 クラブシルベスト

404

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

405

1301407 山崎 昌宣

ﾔﾏｻﾞｷ ｱｷﾉﾘ

大阪府 CWASP RAVITAILLEMENT

406

1500309 森川 晃行

ﾓﾘｶﾜ ｱｷﾕｷ

奈良県 ZIPPY CYCLE CLUB

407

0001146 福島 陽児

ﾌｸｼﾏ ﾖｳｼﾞ

大阪府 シマノドリンキング

408

1500603 森本 玄達

ﾓﾘﾓﾄ ﾋﾛﾐﾁ

岡山県 SAUCE DEVELOPMENT

409

1200316 竹内 宏

ﾀｹｳﾁ ﾋﾛｼ

兵庫県 soleil de lest

410

1001161 大瀬戸 芳和

ｵｵｾﾄ ﾖｼｶｽﾞ

東京都 竹芝サイクルレーシング

411

0800487 山下 秀剛

ﾔﾏｼﾀ ﾋﾃﾞﾀｶ

三重県

412

1500397 堀川 滉太

ﾎﾘｶﾜ ｺｳﾀ

岡山県 ﾁｰﾑ 岡山

414

1502466 井上 健志

ｲﾉｳｴ ﾀｹｼ

熊本県 チームGINRIN熊本

415

1400295 大森 健一

ｵｵﾓﾘ ｹﾝｲﾁ

広島県 Team Kermis Cross

416

1400292 富永 将宇

ﾄﾐﾅｶﾞ ﾏｻﾀｶ

広島県 Team Kermis Cross

417

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

418

1200463 深谷 英治

ﾌｶﾀﾆ ｴｲｼﾞ

島根県 Team まんま

419

1301674 三浦 正志

ﾐｳﾗ ﾏｻｼ

宮崎県 チームヤーボー

420

1100700 松本 秀一

ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾃﾞｶｽﾞ

愛媛県 TEAM LUPPI

421

1100638 山岡 健人

ﾔﾏｵｶ ｹﾝﾄ

愛媛県 TEAM LUPPI

422

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

423

1600013 森田 正徳

ﾓﾘﾀ ﾏｻﾉﾘ

大阪府 ナカガワＡＳ・Ｋ’デザイン

424

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

425

1500001 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

426

1401791 本田 峻大

ﾎﾝﾀﾞ ｼｭﾝﾀ

東京都 フィールズ･オン･アース山口

427

1200445 岡本 順

ｵｶﾓﾄ ｼﾞｭﾝ

山口県 フィールズ･オン･アース山口

428

0100423 真鍋 英祐

ﾏﾅﾍﾞ ｴｲｽｹ

山口県 フィールズ･オン･アース山口

429

9901803 棟久 明博

ﾑﾈﾋｻ ｱｷﾋﾛ

山口県 フィールズ･オン･アース山口

430

0800072 壇 耕平

ﾀﾞﾝ ｺｳﾍｲ

福岡県 VC Fukuoka

431

1500653 友池 諒

ﾄﾓｲｹ ﾘｮｳ

福岡県 VC Fukuoka

432

1200036 山根 功

ﾔﾏﾈ ｲｻｵ

岡山県 ＦＲＥＥＳＰＥＥＤ

433

1100171 恒次 真

ﾂﾈﾂｸﾞ ﾏｺﾄ

岡山県 ＦＲＥＥＳＰＥＥＤ

434

0801857 恒次 智

ﾂﾈﾂｸﾞ ｻﾄｼ

岡山県 ＦＲＥＥＳＰＥＥＤ

435

1400291 渡部 譲二

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｮｳｼﾞ

広島県 voyAge cycling team

436

1400293 野村 彰浩

ﾉﾑﾗ ｱｷﾋﾛ

広島県 voyAge cycling team

437

1400226 中山 文平

ﾅｶﾔﾏ ﾌﾞﾝﾍﾟｲ

栃木県 Honda 栃木 JET

438

0901303 亀岡 晋也

ｶﾒｵｶ ｼﾝﾔ

愛媛県 masahikomifune.com CyclingTeam

439

1300638 高谷 薫

ﾀｶﾀﾆ ｶｵﾙ

兵庫県 町じて和歌山MKD

440

1100617 徳王丸 雄貴

ﾄｸｵｳﾏﾙ ﾕｳｷ

山口県 Maidservant Subject

441

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

442

1500813 堀田 耕司

ﾎｯﾀ ｺｳｼﾞ

愛知県 RITCHEY BREZZA カミハギRT

444

1500192 白井 真人

ｼﾗｲ ﾏｻﾄ

東京都 Ｙ’ｓ Ｒｏａｄ

445

0701339 吉浦 満

ﾖｼｳﾗ ﾐﾂﾙ

山口県 岩井商会レーシング

446

0000334 有澤 広昭

ｱﾘｻﾜ ﾋﾛｱｷ

兵庫県 ＴＥＡＭ ＰＯＬＰＯ

447

1201661 梶谷 明直

ｶｼﾞﾀﾆ ｱｷﾅｵ

岡山県 ﾁｰﾑ 岡山

448

1400499 左迫間 昭一

ｻｺﾏ ｼｮｳｲﾁ

熊本県 チームGINRIN熊本

449

1201903 杉村 敏章

ｽｷﾞﾑﾗ ﾄｼｱｷ

愛媛県 チーム大永山

450

1500730 井上 奉紀

ｲﾉｳｴ ﾄﾓﾉﾘ

島根県 チーム鳥取

451

1402325 小関 寛

ｺｾｷ ﾋﾛｼ

広島県 徳島サイクルレーシング

452

1500379 成田 恒輝

ﾅﾘﾀ ｺｳｷ

広島県 voyAge cycling team

453

0000379 冨久 健太郎

ﾄﾐﾋｻ ｹﾝﾀﾛｳ

岡山県 masahikomifune.com CyclingTeam

454

1501559 高橋 幸也

ﾀｶﾊｼ ﾕｷﾔ

神奈川 Racing CUBE

455

1501497 皿谷 宏人

ｻﾗｶﾞｲ ﾋﾛﾄ

広島県 ＷＩＬＤ
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第1回 JBCF 維新やまぐちクリテリウム
【クラスタ：E3 レースレーティング：D】 67名
No. 選手ID
選手名

2016.08.09
ｶﾅ

登録地

ﾁｰﾑ名

501

1600137 宮本 健太郎

ﾐﾔﾓﾄ ｹﾝﾀﾛｳ

福岡県 VICTOIREしまなみ

502

1300697 中村 邦男

ﾅｶﾑﾗ ｸﾆｵ

長崎県 ウィズラン

504

1400043 戸梶 創

ﾄｶｼﾞ ﾊｼﾞﾒ

大阪府 CWASP RAVITAILLEMENT

505

1500363 久野 広将

ﾋｻﾉ ｺｳｽｹ

熊本県 セレクシオン南九州

506

1301367 小川 泰弘

ｵｶﾞﾜ ﾔｽﾋﾛ

香川県 Tyrell Kagawa Racing

507

1500224 後藤 圭史

ｺﾞﾄｳ ｹｲｼﾞ

東京都 TEAM SPORTS KID

508

1600287 宍戸 宗太

ｼｼﾄﾞ ｿｳﾀ

東京都 TEAM SPORTS KID

509

1400501 蓑田 幸作

ﾐﾉﾀﾞ ｺｳｻｸ

熊本県 チームGINRIN熊本

510

1501856 永田 隆二

ﾅｶﾞﾀ ﾘｭｳｼﾞ

熊本県 チームGINRIN熊本

511

1400294 本田 弘典

ﾎﾝﾀﾞ ﾋﾛﾉﾘ

広島県 Team Kermis Cross

512

1500376 竹中 勇登

ﾀｹﾅｶ ﾊﾔﾄ

広島県 Team Kermis Cross

514

1600071 柳楽 諭

ﾅｷﾞﾗ ｻﾄｼ

広島県 Team Kermis Cross

515

1600075 坂川 達行

ｻｶｶﾞﾜ ﾀﾂﾕｷ

広島県 Team Kermis Cross

516

1602381 山尾 佳人

ﾔﾏｵ ﾖｼﾋﾄ

福岡県 Team Kermis Cross

518

1402349 濱砂 友輝

ﾊﾏｽﾅ ﾕｳｷ

大分県 チームシロッコ

519

1600755 土肥 幸成

ﾄﾞｲ ｺｳｾｲ

大分県 チームシロッコ

520

1201199 三重野 将章

ﾐｴﾉ ﾏｻｱｷ

大分県 津末レーシング

522

1501416 宮本 賢一

ﾐﾔﾓﾄ ｹﾝｲﾁ

大分県 津末レーシング

523

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

524

1600015 石井 和明

ｲｼｲ ｶｽﾞｱｷ

大阪府 Nasu Fan Club

525

1501770 岩本 克也

ｲﾜﾓﾄ ｶﾂﾔ

山口県 フィールズ･オン･アース山口

526

1600363 赤木 亮介

ｱｶｷﾞ ﾘｮｳｽｹ

長崎県 VC Fukuoka

527

1602143 青山 優希

ｱｵﾔﾏ ﾕｳｷ

長崎県 VC Fukuoka

528

1500505 築山 元樹

ﾂｷﾔﾏ ｹﾞﾝｷ

岡山県 ＦＲＥＥＳＰＥＥＤ

529

0800054 湧川 将樹

ﾜｸｶﾞﾜ ﾏｻｷ

山口県 Ｂｌｕｅ Ｇｒａｓｓ

530

1500347 川上 豪仁

ｶﾜｶﾐ ﾀｹﾋﾄ

福岡県 Ｂｌｕｅ Ｇｒａｓｓ

531

1600065 佐久間 大輔

ｻｸﾏ ﾀﾞｲｽｹ

広島県 voyAge cycling team

532

1502296 若林 孝紀

ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾀｶﾉﾘ

広島県 voyAge cycling team

534

0500772 十一 達哉

ﾄｲﾁ ﾀﾂﾔ

京都府 モジュマ エリアゼロナナゴ

535

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

536

1502711 田平 修三

ﾀﾋﾗ ｼｭｳｿﾞｳ

京都府 モジュマ エリアゼロナナゴ

537

1300523 植田 良

ｳｴﾀ ﾘｮｳ

徳島県 UNIVERS

538

1600099 松井 克多

ﾏﾂｲ ﾖｼｶｽﾞ

兵庫県 Life Ride

539

1600697 細井 大誠

ﾎｿｲ ﾋﾛｱｷ

愛知県 RITCHEY BREZZA カミハギRT

540

1602322 緒方 敬士

ｵｶﾞﾀ ｹｲｼ

熊本県 Road Racing Team PURPLE MONKEY

541

1502726 松浦 正己

ﾏﾂｳﾗ ﾏｻｷ

広島県 ＷＩＬＤ

542

0800291 池田 基彦

ｲｹﾀﾞ ﾓﾄﾋｺ

広島県 Gaines R

543

1500391 山脇 千稔

ﾔﾏﾜｷ ｶｽﾞﾉﾘ

広島県 Gaines R

544

1300070 北山 純

ｷﾀﾔﾏ ｼﾞｭﾝ

大阪府 Ｓａｋａｔａｎｉ Ｒａｃｉｎｇ

545

1500311 番場 慶太郎

ﾊﾞﾝﾊﾞ ｹｲﾀﾛｳ

千葉県 シャークアイランド

546

1600677 仲山 大地

ﾅｶﾔﾏ ﾀﾞｲﾁ

大分県 セレクシオン南九州

547

1600596 石川 勉

ｲｼｶﾜ ﾂﾄﾑ

熊本県 セレクシオン南九州

548

1600433 田中 滉介

ﾀﾅｶ ｺｳｽｹ

広島県 SAUCE DEVELOPMENT

549

1500211 高橋 叶平

ﾀｶﾊｼ ｷｮｳﾍｲ

広島県 Team UKYO Reve

550

9702307 村上 千治

ﾑﾗｶﾐ ﾁﾊﾙ

広島県 ﾁｰﾑ 岡山

551

1600345 重本 明彦

ｼｹﾞﾓﾄ ｱｷﾋｺ

山口県 Team Kermis Cross

552

1602048 西岡 靖記

ﾆｼｵｶ ﾔｽｷ

広島県 Team Kermis Cross

553

1001823 上手 勇輝

ｶﾐﾃ ﾕｳｷ

広島県 Team Kermis Cross

554

1600087 片山 空

ｶﾀﾔﾏ ｿﾗ

広島県 Team Kermis Cross

555

1601815 松尾 利仁

ﾏﾂｵ ﾄｼﾋﾄ

福岡県 チームシロッコ

556

1601816 橋爪 佑輔

ﾊｼﾂﾞﾒ ﾕｳｽｹ

福岡県 チームシロッコ

557

9801861 小倉 教之

ｵｸﾞﾗ ﾉﾘﾕｷ

大分県 チームシロッコ

558

1400147 廣勢 翔太

ﾋﾛｾ ｼｮｳﾀ

愛媛県 チーム大永山
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559

1201696 高橋 勇登

ﾀｶﾊｼ ｲｻﾄ

愛媛県 チーム大永山

560

1500731 垣坂 資

ｶｷｻｶ ﾀｽｸ

島根県 チーム鳥取

561

1602205 鈴木 大

ｽｽﾞｷ ﾀﾞｲ

広島県 なるしまフレンド

562

1600007 橋本 陽介

ﾊｼﾓﾄ ﾖｳｽｹ

大阪府 ネクストリーム・うどん棒

563

1600132 藤田 雅彦

ﾌｼﾞﾀ ﾏｻﾋｺ

福岡県 VC Fukuoka

564

1500775 中村 やすし

ﾅｶﾑﾗ ﾔｽｼ

福岡県 VC Fukuoka

565

1500741 安原 功

ﾔｽﾊﾗ ｲｻｵ

岡山県 ＦＲＥＥＳＰＥＥＤ

566

1600638 飛瀬 正博

ﾄﾋﾞｾ ﾏｻﾋﾛ

福岡県 Ｂｌｕｅ Ｇｒａｓｓ

567

JB16032 冨松 大輝

ﾄﾐﾏﾂ ﾀｲｷ

静岡県 Ｂｌｕｅ Ｇｒａｓｓ

568

1502247 横手 徳広

ﾖｺﾃ ﾄｸﾋﾛ

広島県 voyAge cycling team

569

1502540 和田 寛司

ﾜﾀﾞ ﾋﾛｼ

広島県 voyAge cycling team

570

1601009 下村 陽平

ｼﾓﾑﾗ ﾖｳﾍｲ

岡山県 UNIVERS

571

1501592 金築 敬晃

ｶﾈﾂｷ ﾀｶｱｷ

島根県 Road Racing Team PURPLE MONKEY

572

1501498 下山 洋平

ｻｶﾞﾔﾏ ﾖｳﾍｲ

広島県 ＷＩＬＤ
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第1回 JBCF 維新やまぐちクリテリウム
【クラスタ：F レースレーティング：F】 9名
No. 選手ID
選手名

2016.08.09
ｶﾅ

登録地

ﾁｰﾑ名

601

1500393 中里 友香

ﾅｶｻﾞﾄ ﾕｶ

広島県 VICTOIREしまなみ

602

JB16430 仲村 陽子

ﾅｶﾑﾗ ﾖｳｺ

603

1201909 小田 恵利花

ｵﾀﾞ ｴﾘｶ

604

1501096 DOS SANTOS Sandra

ﾄﾞｽｻﾝﾄｽ ｻﾝﾄﾞﾗ

605

1600133 近藤 由美

ｺﾝﾄﾞｳ ﾕﾐ

福岡県 VC Fukuoka

606

1600364 田方 佐矢子

ﾀｶﾀ ｻﾔｺ

長崎県 VC Fukuoka

607

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

608

1500188 原田 悦子

ﾊﾗﾀﾞ ｴﾂｺ

徳島県 UNIVERS

609

1600558 川上 唯

ｶﾜｶﾐ ﾕｲ

徳島県 徳島サイクルレーシング

－

竹芝サイクルレーシング

東京都 TEAM SPORTS KID
FRANCE Neilpryde - Nanshin Subaru Cycling Team (JFT)
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