第20回 JBCF いわきクリテリウム
【クラスタ：E1 レースレーティング：B】 49名

2016.09.13

No.
301

選手ID
選手名
1300159 村田 幸希

ﾑﾗﾀ ｺｳｷ

ｶﾅ

登録地
ﾁｰﾑ名
神奈川 アーティファクトレーシングチーム

302

1400170 山藤 祐輔

ｻﾞﾝﾄｳ ﾕｳｽｹ

神奈川 アーティファクトレーシングチーム

303

9802500 大野 二美雄

ｵｵﾉ ﾌﾐｵ

東京都 ACQUA TAMA

304

9701040 御器谷 信之

ﾐｷﾔ ﾉﾌﾞﾕｷ

神奈川 ACQUA TAMA

305

1200130 小林 貴大

ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶﾋﾛ

千葉県 AQULS内房レーシング

306

0900512 山野内 徹

ﾔﾏﾉｳﾁ ﾄｵﾙ

神奈川 atelierFLEUVE Racing

307

1500951 奥山 太郎

ｵｸﾔﾏ ﾀﾛｳ

岩手県 エルドラード・エスペランサ

308

1000909 阿部 耕一

ｱﾍﾞ ｺｳｲﾁ

栃木県 OYAMA STARPLEX

309

0301731 金田 一

ｶﾈﾀﾞ ﾊｼﾞﾒ

茨城県 OYAMA STARPLEX

310

1200344 海老沼 武志

ｴﾋﾞﾇﾏ ﾀｹｼ

栃木県 OYAMA STARPLEX

311

0800118 岸本 侑大

ｷｼﾓﾄ ﾕｷﾋﾛ

茨城県 GROWING Racing Team

312

9900113 高橋 利明

ﾀｶﾊｼ ﾄｼｱｷ

茨城県 GROWING Racing Team

313

1200347 小松 理

ｺﾏﾂ ｵｻﾑ

栃木県 じてんしゃの杜

314

1000261 小川 克広

ｵｶﾞﾜ ﾖｼﾋﾛ

栃木県 じてんしゃの杜

315

1301819 山田 大介

ﾔﾏﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ

福島県 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ

316

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

317

1301936 野中 秀樹

ﾉﾅｶ ﾋﾃﾞｷ

東京都 セオレーシング

318

9901846 大倉 健一

ｵｵｸﾗ ｹﾝｲﾁ

東京都 セオレーシング

319

1200070 阿部 直英

ｱﾍﾞ ﾅｵﾋﾃﾞ

神奈川 竹芝サイクルレーシング

320

1500217 八幡 光哉

ﾔﾊﾀ ﾐﾂﾔ

東京都 TEAM SPORTS KID

321

1300207 伊藤 広

ｲﾄｳ ﾋﾛ

神奈川 チーム・ウォークライド

322

9702201 山根 理史

ﾔﾏﾈ ﾏｻﾌﾐ

島根県 チーム・ウォークライド

323

1300762 森 正存

ﾓﾘ ﾏｻﾉﾌﾞ

愛媛県 TEAM LUPPI

324

0500689 伊藤 敦弘

ｲﾄｳ ｱﾂﾋﾛ

宮城県 チバポンズ

325

0501543 上村 立一

ｳｴﾑﾗ ﾘｭｳｲﾁ

埼玉県 チバポンズ

326

1300365 小野寺 慶

ｵﾉﾃﾞﾗ ｹｲ

栃木県 栃木県立真岡工業高等学校自転車競技部

327

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

328

0900273 中山 恭介

ﾅｶﾔﾏ ｷｮｳｽｹ

神奈川 HAMMER!!BROS

329

1101936 梶田 歩

ｶｼﾞﾀ ｱﾕﾑ

茨城県 Pinazou Test Team

330

1500271 石渡 誠一

ｲｼﾜﾀﾘ ｾｲｲﾁ

神奈川 フィッツ

331

1001579 若林 幹夫

ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾐｷｵ

栃木県 ブラウ・ブリッツェン

332

1001726 向田 潤一

ﾑｶﾀﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ

栃木県 ブラウ・ブリッツェン

333

9700666 新沼 光

ﾆｲﾇﾏ ｱｷﾗ

栃木県 ブラウ・ブリッツェン

334

1300371 岩崎 知宏

ｲﾜｻｷ ﾄﾓﾋﾛ

栃木県 ブラウ・ブリッツェン

335

1600385 小泉 亮一

ｺｲｽﾞﾐ ﾘｮｳｲﾁ

栃木県 Honda 栃木 JET

336

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

337

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

338

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

339

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

340

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

341

1001103 長塚 寿生

ﾅｶﾞﾂｶ ﾄｼｷ

茨城県 弱虫ペダル サイクリングチーム

342

0300866 渡邉 正光

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾐﾂ

福島県 LinkTOHOKU

343

1402036 森田 裕紀

ﾓﾘﾀ ﾋﾛﾉﾘ

茨城県 LinkTOHOKU

344

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

345

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

346

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

347

1500261 村口 裕樹

ﾑﾗｸﾞﾁ ﾕｳｷ

千葉県 湾岸サイクリング・ユナイテッド

348

1500251 竹内 貴紀

ﾀｹｳﾁ ﾀｶﾉﾘ

千葉県 湾岸サイクリング・ユナイテッド

361

1401954 須崎 尚樹

ｽｻｷ ﾅｵｷ

東京都 ACQUA TAMA
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第20回 JBCF いわきクリテリウム
【クラスタ：E2 レースレーティング：Ｃ】 36名
No.

選手ID

2016.09.13

選手名

ｶﾅ

登録地

ﾁｰﾑ名

402

1201603 淵田 祐

ﾌﾁﾀ ﾕｳ

新潟県 F(t)麒麟山 Racing

403

1101882 青山 高士

ｱｵﾔﾏ ﾀｶﾋﾄ

宮城県 エルドラード・エスペランサ

404

1300600 椎名 岳

ｼｲﾅ ｶﾞｸ

宮城県 エルドラード・エスペランサ

405

1500299 伊藤 雅史

ｲﾄｳ ﾏｻｼ

千葉県 オッティモ

406

1500278 高橋 育

ﾀｶﾊｼ ｲｸ

千葉県 オッティモ

407

0800652 辻 邦浩

ﾂｼﾞ ｸﾆﾋﾛ

京都府 クラブシルベスト

408

1301575 大前 翔

ｵｵﾏｴ ｶｹﾙ

神奈川 慶応義塾大学自転車競技部

409

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

410

1301407 山崎 昌宣

ﾔﾏｻﾞｷ ｱｷﾉﾘ

大阪府 CWASP RAVITAILLEMENT

411

1500114 田口 紀昭

ﾀｸﾞﾁ ﾉﾘｱｷ

埼玉県 シャークアイランド

412

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

413

1301090 真保 雅俊

ｼﾝﾎﾟ ﾏｻﾄｼ

神奈川 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ

414

1100689 丸田 友之

ﾏﾙﾀ ﾄﾓﾕｷ

東京都 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ

415

1600292 鴨下 拓弥

ｶﾓｼﾀ ﾀｸﾔ

東京都 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ

416

1101927 小倉 秀彦

ｵｸﾞﾗ ﾋﾃﾞﾋｺ

東京都 セオレーシング

417

1500184 小嶋 渓円

ｺｼﾞﾏ ｹｲｴﾝ

神奈川 たかだフレンドレーシング

418

1301908 山口 和来

ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｽﾞｷ

東京都 Team UKYO Reve

419

1400141 長妻 暁

ﾅｶﾞﾂﾏ ｱｷﾗ

神奈川 TEAM SPORTS KID

420

1300264 中川 祐輝

ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳｷ

東京都 TEAM SPORTS KID

421

1501568 石川 俊太郎

ｲｼｶﾜ ｼｭﾝﾀﾛｳ

神奈川 チーム・ウォークライド

422

1200066 田中 啓太

ﾀﾅｶ ｹｲﾀ

神奈川 チーム・ウォークライド

423

1200454 布施 利実

ﾌｾ ﾄｼﾐ

東京都 TEAM SANREMO

424

0800605 盛永 吉彦

ﾓﾘﾅｶﾞ ﾖｼﾋｺ

秋田県 チバポンズ

425

1300368 関口 秀正

ｾｷｸﾞﾁ ﾋﾃﾞﾀﾀﾞ

栃木県 チバポンズ

426

1402092 川野 健太

ｶﾜﾉ ｹﾝﾀ

東京都 日本ろう自転車競技協会

427

1001594 伊藤 彰秀

ｲﾄｳ ｱｷﾋﾃﾞ

茨城県 Pinazou Test Team

428

1600391 関 拓真

ｾｷ ﾀｸﾏ

栃木県 フィッツ

429

9800367 吉川 勝

ﾖｼｶﾜ ﾏｻﾙ

茨城県 フィッツ

430

1600413 長田 華山

ﾅｶﾞﾀ ｶｻﾞﾝ

栃木県 ブラウ・ブリッツェン

431

1200351 小峰 大丞

ｺﾐﾈ ﾀﾞｲｽｹ

栃木県 ブラウ・ブリッツェン

432

1500415 島立 孫行

ｼﾏﾀﾞﾃ ﾏｺﾞﾕｷ

栃木県 Honda 栃木 JET

433

1001634 小林 正人

ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾄ

茨城県 Unity

434

1001682 倉野 稔也

ｸﾗﾉ ﾄｼﾔ

栃木県 RIDE Freaks

435

1100040 小山 洋平

ｺﾔﾏ ﾖｳﾍｲ

神奈川 Racing CUBE

448

0601459 佐柄 勝弘

ｻｶﾞﾗ ｶﾂﾋﾛ

新潟県 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ

449

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
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第20回 JBCF いわきクリテリウム
【クラスタ：E3 レースレーティング：Ｄ】 77名

2016.09.13

No.
501

選手ID
選手名
1500241 手柴 憲人

ﾃｼﾊﾞ ｹﾝﾄ

ｶﾅ

登録地
ﾁｰﾑ名
神奈川 アーティファクトレーシングチーム

502

1502696 三平 隆文

ﾐﾋﾗ ﾀｶﾌﾐ

神奈川 アーティファクトレーシングチーム

503

1400617 会沢 明寿

ｵｵｳﾁ ｱｷﾄｼ

茨城県 ＷＥ ＬＯＶＥ Ｏ２

504

1600308 大内 淳司

ｵｵｳﾁ ｱﾂｼ

茨城県 ＷＥ ＬＯＶＥ Ｏ２

505

1600310 西井上 優作

ﾆｼｲｶﾞﾐ ﾕｳｻｸ

茨城県 ＷＥ ＬＯＶＥ Ｏ２

506

1600305 篠崎 智裕

ｼﾉｻﾞｷ ﾄﾓﾋﾛ

茨城県 ＷＥ ＬＯＶＥ Ｏ２

507

1600593 小池 泰樹

ｺｲｹ ﾔｽｷ

茨城県 ＷＥ ＬＯＶＥ Ｏ２

508

0700534 本田 広人

ﾎﾝﾀﾞ ﾋﾛﾄ

茨城県 ＷＥ ＬＯＶＥ Ｏ２

509

1502415 古谷 寛世

ﾌﾙﾔ ｶﾝｾｲ

茨城県 エクストリームつくば

510

1301049 湯浅 健生

ﾕｱｻ ﾀﾂｷ

京都府 NSSU 日本体育大学

511

1402116 木村 豊

ｷﾑﾗ ﾕﾀｶ

宮城県 エルドラード・エスペランサ

512

1200108 鶴岡 聖隆

ﾂﾙｵｶ ｷﾖﾀｶ

富山県 エルドラード・エスペランサ

513

1001701 高橋 翔

ﾀｶﾊｼ ｼｮｳ

栃木県 エルニーニョ・ケンポク

514

1600469 泉山 淳

ｲｽﾞﾐﾔﾏ ｱﾂｼ

千葉県 オッティモ

515

1100486 本図 範夫

ﾓﾄｽﾞ ﾉﾘｵ

千葉県 オッティモ

516

1500425 山田 哲也

ﾔﾏﾀﾞ ﾃﾂﾔ

栃木県 OYAMA STARPLEX

517

1602425 大和田 伸一

ｵｵﾜﾀﾞ ｼﾝｲﾁ

茨城県 オンザロード

518

1502416 児玉 敬介

ｺﾀﾞﾏ ｹｲｽｹ

茨城県 オンザロード

519

0400296 渋谷 秀俊

ｼﾌﾞﾔ ﾋﾃﾞﾄｼ

山形県 クラブ二輪倶

520

1600513 宮崎 真一郎

ﾐﾔｻﾞｷ ｼﾝｲﾁﾛｳ

山形県 クラブ二輪倶

521

1401829 蛭川 滉太

ﾋﾙｶﾜ ｺｳﾀ

神奈川 慶応義塾大学自転車競技部

522

1301671 大喜多 将

ｵｵｷﾀ ｼｮｳ

東京都 慶応義塾大学自転車競技部

523

1600679 谷脇 正一

ﾀﾆﾜｷ ﾏｻｶｽﾞ

千葉県 サイクルフリーダム・レーシング

524

1400178 巽 克哉

ﾀﾂﾐ ｶﾂﾔ

栃木県 じてんしゃの杜

525

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

526

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

527

1400425 相場 康雄

ｱｲﾊﾞ ﾔｽｵ

東京都 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ

528

1600283 赤澤 豪将

ｱｶｻﾞﾜ ｺﾞｳｼｮｳ

東京都 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ

529

0200113 石川 紀隆

ｲｼｶﾜ ﾉﾘﾀｶ

東京都 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ

530

1200439 古東 克敏

ｺﾄｳ ｶﾂﾄｼ

千葉県 セオレーシング

531

0701765 石崎 堅太郎

ｲｼｻﾞｷ ｹﾝﾀﾛｳ

茨城県 ＳＥＫＩＹＡ

532

1001835 関口 美行

ｾｷｸﾞﾁ ﾖｼﾕｷ

東京都 たかだフレンドレーシング

533

1301921 小島 大輝

ｺｼﾞﾏ ﾀﾞｲｷ

新潟県 Ｗ．Ｖ．ＯＴＡ-twin

534

1600502 宮本 訓寛

ﾐﾔﾓﾄ ｸﾆﾋﾛ

大阪府 チーム スクアドラ

535

1600278 御堂 力哉

ﾐﾄﾞｳ ﾘｷﾔ

東京都 TEAM SPORTS KID

536

1500223 宮崎 翔太

ﾐﾔｻﾞｷ ｼｮｳﾀ

神奈川 Team BFY Racing

537

1600439 前田 尚男

ﾏｴﾀﾞ ﾀｶｵ

山梨県 チーム・コバリン

538

1501424 菅谷 照生

ｽｶﾞﾔ ﾃﾙｷ

山梨県 チーム・コバリン

539

1301739 福山 碧斗

ﾌｸﾔﾏ ｱｵﾄ

東京都 東洋大学自転車部

540

1201015 中野目 涼

ﾅｶﾉﾒ ﾘｮｳ

福島県 東洋大学自転車部

541

1600258 永井 信義

ﾅｶﾞｲ ﾉﾌﾞﾖｼ

東京都 なるしまフレンド

542

1601222 鈴木 直太

ｽｽﾞｷ ﾅｵﾀ

東京都 なるしまフレンド

543

1502790 村上 淳

ﾑﾗｶﾐ ｽﾅｵ

東京都 なるしまフレンド

544

1001402 谷口 義典

ﾔｸﾞﾁ ﾖｼﾉﾘ

茨城県 なるしまフレンド

545

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

546

1402113 野崎 勝利

ﾉｻﾞｷ ｶﾂﾄｼ

埼玉県 日本ろう自転車競技協会

547

1600645 高森 史弥

ﾀｶﾓﾘ ﾌﾐﾋﾛ

神奈川 HAMMER!!BROS

548

1200112 高山 裕基

ﾀｶﾔﾏ ﾕｳｷ

東京都 パラティアムTOKYO

549

1502759 石神 宇

ｲｼｶﾞﾐ ﾀｶｼ

東京都 パラティアムTOKYO

551

1600276 香川 宏太

ｶｶﾞﾜ ｺｳﾀ

東京都 フィッツ

552

1600244 野口 泰

ﾉｸﾞﾁ ﾔｽｼ

東京都 フィッツ

553

1502525 前川 広大

ﾏｴｶﾞﾜ ｺｳﾀﾞｲ

三重県 フィッツ
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554

1600451 木村 紀仁

ｷﾑﾗ ﾉﾘﾋﾄ

栃木県 ブラウ・ブリッツェン

555

1600415 三浦 雅人

ﾐｳﾗ ﾏｻﾄ

栃木県 ブラウ・ブリッツェン

556

1500423 片桐 真一

ｶﾀｷﾞﾘ ｼﾝｲﾁ

栃木県 ブラウ・ブリッツェン

557

1600449 柴沼 玄人

ｼﾊﾞﾇﾏ ｹﾞﾝﾄ

栃木県 ブラウ・ブリッツェン

558

1500420 金子 祐大

ｶﾈｺ ﾕｳﾀﾞｲ

栃木県 ブラウ・ブリッツェン

559

1600764 大澤 勇

ｵｵｻﾜ ｲｻﾑ

千葉県 Blanche Racing Team

560

1301393 森 光流

ﾓﾘ ﾋｶﾙ

千葉県 Blanche Racing Team

561

1502774 四家 弘貴

ｼｹ ﾋﾛｷ

茨城県 FLECHA

562

1501857 木村 皆斗

ｷﾑﾗ ﾐﾅﾄ

千葉県 FLECHA

563

1501670 秋山 幸輝

ｱｷﾔﾏ ｺｳｷ

栃木県 Honda 栃木 JET

564

1600304 神原 真人

ｶﾝﾊﾞﾗ ﾏｻﾄ

茨城県 Unity

565

1402350 山倉 朋之

ﾔﾏｸﾗ ﾄﾓﾕｷ

茨城県 Unity

566

1402251 白石 光

ｼﾗｲｼ ﾋｶﾙ

神奈川 横浜高校自転車競技部

567

1400152 江越 海玖也

ｴｺﾞｼ ﾐｸﾔ

神奈川 横浜高校自転車競技部

568

1601996 香山 飛龍

ｶﾔﾏ ﾋﾘｭｳ

神奈川 横浜高校自転車競技部

569

1602022 吉田 光希

ﾖｼﾀﾞ ｺｳｷ

神奈川 横浜高校自転車競技部

570

1602023 徳山 見晴

ﾄｸﾔﾏ ﾐﾊﾙ

神奈川 横浜高校自転車競技部

571

1100497 大谷 一

ｵｵﾀﾆ ﾊｼﾞﾒ

茨城県 RIDE Freaks

572

1201659 大塚 慎一

ｵｵﾂｶ ｼﾝｲﾁ

茨城県 RIDE Freaks

573

1602084 海藤 颯

ｶｲﾄｳ ﾊﾔﾃ

栃木県 ﾘﾍﾞﾙﾀｽTOCHIGI BICYCLE CLUB

574

1600457 嶋津 翔天

ｼﾏﾂﾞ ｹﾝﾀ

千葉県 湾岸サイクリング・ユナイテッド

575

1400080 石倉 悠之介

ｲｼｸﾗ ﾕｳﾉｽｹ

千葉県 湾岸サイクリング・ユナイテッド

576

1400094 小田島 篤

ｵﾀﾞｼﾏ ｱﾂｼ

千葉県 湾岸サイクリング・ユナイテッド

577

1602418 今仲 保宏

ｲﾏﾅｶ ﾔｽﾋﾛ

千葉県 湾岸サイクリング・ユナイテッド

598

1500424 小荷田 泰正

ｺﾆﾀ ﾔｽﾏｻ

東京都 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ
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第20回 JBCF いわきクリテリウム
【クラスタ：Ｆ レースレーティング：Ｆ】 13名

2016.09.13

No.
701

選手ID
選手名
1300276 岡本 二菜

ｵｶﾓﾄ ﾆﾅ

ｶﾅ

登録地
東京都 NSSU 日本体育大学

ﾁｰﾑ名

702

0801246 中村 妃智

ﾅｶﾑﾗ ｷｻﾄ

千葉県 NSSU 日本体育大学

703

1502516 八木沼 侑香

ﾔｷﾞﾇﾏ ﾕｶ

茨城県 GROWING Racing Team

704

1500315 番場 しおり

ﾊﾞﾝﾊﾞ ｼｵﾘ

千葉県 シャークアイランド

705

1600221 鈴木 章代

ｽｽﾞｷ ｱｷﾖ

東京都 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ

706

1201909 小田 恵利花

ｵﾀﾞ ｴﾘｶ

東京都 TEAM SPORTS KID

707

1501096 DOS SANTOS Sandra

ﾄﾞｽｻﾝﾄｽ ｻﾝﾄﾞﾗ

708

1201405 樫木 祥子

ｶｼｷ ｼｮｳｺ

東京都 Neilpryde - Nanshin Subaru Cycling Team (JFT)

709

1400019 栗林 ひろみ

ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾐ

富山県 バルバレーシングクラブ

710

1301051 島崎 真美

ｼﾏｻﾞｷ ﾏﾐ

茨城県 Unity

711

9701485 唐見 実世子

ｶﾗﾐ ﾐﾖｺ

茨城県 弱虫ペダル サイクリングチーム

712

0500243 針谷 千紗子

ﾊﾘｶﾞｲ ﾁｻｺ

栃木県 Live GARDEN BICI STELLE

713

9700733 西 加南子

ﾆｼ ｶﾅｺ

千葉県 LUMINARIA

FRANCE Neilpryde - Nanshin Subaru Cycling Team (JFT)
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