第3回 JBCF おおいたサイクルロードレース
【クラスタ：P1 レースレーティング：AA】 122名
No. 選手ID
選手名

2016.10.25
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

ESP1026

ﾍﾞﾝｼﾞｬﾐ ﾌﾟﾗﾃﾞｽﾚﾍﾞﾙﾃﾙ

SPAIN Team UKYO

3

0701211 住吉 宏太

ｽﾐﾖｼ ｺｳﾀ

熊本県 Team UKYO

4

ESP0502 ARAQUE LORENTE Rodrigo ｱﾗｹﾛﾚﾝﾃ ﾛﾄﾞﾘｺﾞ

SPAIN Team UKYO

5

ESP1016 PUJOL Oscar

ﾌﾟｼﾞｮﾙ ｵｽｶﾙ

SPAIN Team UKYO

11

ESP1222 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

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

16

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

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

9701956 向川 尚樹

ﾑｶｲｶﾞﾜ ﾅｵｷ

大阪府 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

1001732 堀 孝明

ﾎﾘ ﾀｶｱｷ

栃木県 宇都宮ブリッツェン

25

0600844 阿部 嵩之

ｱﾍﾞ ﾀｶﾕｷ

栃木県 宇都宮ブリッツェン

26

1100355 小野寺 玲

ｵﾉﾃﾞﾗ ﾚｲ

栃木県 宇都宮ブリッツェン

27

1001727 雨澤 毅明

ｱﾒｻﾞﾜ ﾀｹｱｷ

栃木県 宇都宮ブリッツェン

29

0500716 飯野 智行

ｲｲﾉ ﾄﾓﾕｷ

栃木県 宇都宮ブリッツェン

31

0501177 野中 竜馬

ﾉﾅｶ ﾘｮｳﾏ

広島県 KINAN Cycling Team

32

0801739 阿曽 圭佑

ｱｿ ｹｲｽｹ

三重県 KINAN Cycling Team

33

ESP0226 GARCIA Ricardo

ｶﾞﾙｼｱ ﾘｶﾙﾄﾞ

SPAIN KINAN Cycling Team

34

AUS0804 CRAWFORD Jai

ｸﾛﾌｫｰﾄﾞ ｼﾞｬｲ

35

ESP1204 GARCIA Marcos

ｶﾞﾙｼｱ ﾏﾙｺｽ

SPAIN KINAN Cycling Team

41

0800942 吉岡 直哉

ﾖｼｵｶ ﾅｵﾔ

京都府 那須ブラーゼン

42

0900655 高木 三千成

ﾀｶｷﾞ ﾐﾁﾅﾘ

埼玉県 那須ブラーゼン

43

1201451 下島 将輝

ｼﾓｼﾞﾏ ﾏｻｷ

兵庫県 那須ブラーゼン

44

0900064 西尾 勇人

ﾆｼｵ ﾊﾔﾄ

北海道 那須ブラーゼン

45

0901489 水野 恭兵

ﾐｽﾞﾉ ｷｮｳﾍｲ

山梨県 那須ブラーゼン

46

1300596 新城 銀二

ｱﾗｼﾛ ｷﾞﾝｼﾞ

沖縄県 那須ブラーゼン

47

1000927 岩井 航太

ｲﾜｲ ｺｳﾀ

栃木県 那須ブラーゼン

50

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

0800036 秋丸 湧哉

ｱｷﾏﾙ ﾕｳﾔ

大阪府 シマノレーシング

53

0900861 湊 諒

ﾐﾅﾄ ﾘｮｳ

青森県 シマノレーシング

55

0900704 秋田 拓磨

ｱｷﾀ ﾀｸﾏ

福井県 シマノレーシング

56

0900212 横山 航太

ﾖｺﾔﾏ ｺｳﾀ

長野県 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

59

1000721 西村 大輝

ﾆｼﾑﾗ ﾋﾛｷ

東京都 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

0901542 北野 普識

ｷﾀﾉ ﾕｷﾉﾘ

千葉県 イナーメ信濃山形

63

1200812 井上 政貴

ｲﾉｳｴ ﾏｻｷ

兵庫県 イナーメ信濃山形

64

1200215 豊田 勝徳

ﾄﾖﾀﾞ ｶﾂﾉﾘ

大阪府 イナーメ信濃山形

65

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

71

1500194 横塚 浩平

ﾖｺﾂｶ ｺｳﾍｲ

東京都 LEOMO Bellmare Racing team

72

1001902 米谷 隆志

ﾖﾈﾀﾆ ﾀｶｼ

東京都 LEOMO Bellmare Racing team

73

0901780 加地 邦彦

ｶｼﾞ ｸﾆﾋｺ

東京都 LEOMO Bellmare Racing team

81

1000394 岸 崇仁

ｷｼ ﾀｶﾋﾄ

茨城県 シエルヴォ奈良 MIYATA-MERIDA レーシングチーム

82

0700758 西沢 倭義

ﾆｼｻﾞﾜ ｲﾖﾘ

京都府 シエルヴォ奈良 MIYATA-MERIDA レーシングチーム

83

9701052 山本 雅道

ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾐﾁ

神奈川 シエルヴォ奈良 MIYATA-MERIDA レーシングチーム

84

1001504 小西 優大

ｺﾆｼ ﾕｳﾀﾞｲ

大阪府 シエルヴォ奈良 MIYATA-MERIDA レーシングチーム

85

0100293 小渡 健悟

ｺﾜﾀﾘ ｹﾝｺﾞ

奈良県 シエルヴォ奈良 MIYATA-MERIDA レーシングチーム

86

1100483 若杉 圭祐

ﾜｶｽｷﾞ ｹｲｽｹ

愛知県 シエルヴォ奈良 MIYATA-MERIDA レーシングチーム

101

9900243 平塚 吉光

ﾋﾗﾂｶ ﾖｼﾐﾂ

静岡県 愛三工業レーシングチーム

Benjamin PRADES REVERTE
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KINAN Cycling Team

102

0700889 黒枝 士揮

ｸﾛｴﾀﾞ ｼｷ

大分県 愛三工業レーシングチーム

103

0001063 中島 康晴

ﾅｶｼﾞﾏ ﾔｽﾊﾙ

福井県 愛三工業レーシングチーム

104

0400563 伊藤 雅和

ｲﾄｳ ﾏｻｶｽﾞ

愛知県 愛三工業レーシングチーム

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

ARG0930 Marco Fabian Flores

ﾏﾙｺ ﾌｧﾋﾞｱﾝ ﾌﾛｰﾚｽ

124

1100565 宮田 久生

ﾐﾔﾀ ﾋｻｵ

広島県 VICTOIRE 広島

125

0800871 河内 一晟

ｺｳﾁ ｲｯｾｲ

広島県 VICTOIRE 広島

126

0800557 西川 昌宏

ﾆｼｶﾜ ﾏｻﾋﾛ

山口県 VICTOIRE 広島

127

1100616 杉山 文崇

ｽｷﾞﾔﾏ ﾌﾐﾀｶ

山口県 VICTOIRE 広島

131

0600568 水野 貴行

ﾐｽﾞﾉ ﾀｶﾕｷ

愛知県 NEILPRYDE - NANSHIN SUBARU CYCLING TEAM

132

FRA0221 Tom Bossis

ﾄﾑ ﾎﾞｼｽ

FRANCE NEILPRYDE - NANSHIN SUBARU CYCLING TEAM

133

1401678 西 寅太郎

ﾆｼ ﾄﾗﾀﾛｳ

福岡県 NEILPRYDE - NANSHIN SUBARU CYCLING TEAM

141

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

142

0900457 近藤 正紀

ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾉﾘ

東京都 なるしまフレンド

レーシングチーム

143

0900524 渡邊 聡

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾄﾙ

神奈川 なるしまフレンド

レーシングチーム

144

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

145

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

146

1301320 田中 忍

ﾀﾅｶ ｼﾉﾌﾞ

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

9702834 中村 文武

ﾅｶﾑﾗ ﾌﾐﾀｹ

東京都 FIETS GROEN 日本ロボティクス

153

0901755 野口 悠真

ﾉｸﾞﾁ ﾕｳﾏ

東京都 FIETS GROEN 日本ロボティクス

154

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

155

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

156

1101941 小林 涼介

ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳｽｹ

千葉県 FIETS GROEN 日本ロボティクス

161

9900169 青木 誠

ｱｵｷ ﾏｺﾄ

東京都 ACQUA TAMA EURO-WORKS

162

0200172 平林 昌樹

ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾏｻｷ

神奈川 ACQUA TAMA EURO-WORKS

163

1300630 川崎 卓治

ｶﾜｻｷ ﾀｸｼﾞ

岡山県 ACQUA TAMA EURO-WORKS

164

0900461 秋山 悟郎

ｱｷﾔﾏ ｺﾞﾛｳ

東京都 ACQUA TAMA EURO-WORKS

165

0100092 浜頭 恭

ﾊﾏｶﾞｼﾗ ﾔｽｼ

東京都 ACQUA TAMA EURO-WORKS

166

1100087 田中 信行

ﾀﾅｶ ﾉﾌﾞﾕｷ

奈良県 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

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

173

1200884 村田 雄耶

ﾑﾗﾀ ﾕｳﾔ

福岡県 群馬グリフィン・レーシングチーム

174

0100734 長沼 隆行

ﾅｶﾞﾇﾏ ﾀｶﾕｷ

栃木県 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

9700200 梶木 恒介

ｶｼﾞｷ ｺｳｽｹ

宮城県 エルドラード東北

184

1301786 野上 太一

ﾉｶﾞﾐ ﾀｲﾁ

愛知県 エルドラード東北

185

0901548 海藤 稜馬

ｶｲﾄﾞｳ ﾘｮｳﾏ

山形県 エルドラード東北

186

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

187

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

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

1200062 川田 優作

ｶﾜﾀ ﾕｳｻｸ

栃木県 Honda 栃木

194

0901551 水間 健

ﾐｽﾞﾏ ﾀｹｼ

栃木県 Honda 栃木

195

1001863 小林 宏志

ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｼ

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

1001725 平野 宏明

ﾋﾗﾉ ﾋﾛｱｷ

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

1300237 岩佐 昭一

ｲﾜｻ ｼｮｳｲﾁ

千葉県 VC Fukuoka・サイクルフリーダム

204

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

205

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

206

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

208

1100373 加藤 達也

ｶﾄｳ ﾀﾂﾔ

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

1600252 丸山 英之

ﾏﾙﾔﾏ ﾋﾃﾞﾕｷ

東京都 東京ヴェントス
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VICTOIRE 広島

213

1001679 早川 祐司

ﾊﾔｶﾜ ﾕｳｼﾞ

栃木県 東京ヴェントス

214

1101261 北見 涼

ｷﾀﾐ ﾘｮｳ

神奈川 東京ヴェントス

215

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

216

1200528 佐々木 貴則

ｻｻｷ ﾀｶﾉﾘ

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

218

1200842 平野 真一

ﾋﾗﾉ ｼﾝｲﾁ

和歌山 東京ヴェントス

229

1001221 澤池 陵二

ｻﾜﾁ ﾘｮｳｼﾞ

長崎県 Team JBCF

【オープン】 4名
No. 選手ID
701

2016.10.25
選手名

登録地

ﾁｰﾑ名

ｱﾝﾄﾞｳ ﾋﾛﾀｶ

JPCA

大分県 選抜チーム（日本競輪選手会）

魚屋 周成

ｳｵﾔ ﾁｶﾖｼ

JPCA

大分県 選抜チーム（日本競輪選手会）

704

1001692 黒枝 咲哉

ｸﾛｴﾀﾞ ｻﾔ

大分県 大分県 選抜チーム（鹿屋体育大学 自転車競技部）

705

1200807 阿部 将大

ｱﾍﾞ ﾏｻﾋﾛ

大分県 大分県 選抜チーム（鹿屋体育大学 自転車競技部）

703

9800894 安東 宏高

ｶﾅ

600545
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第3回 JBCF おおいたサイクルロードレース
【クラスタ：E1 レースレーティング：B】 58名
No. 選手ID
選手名

2016.10.25
ｶﾅ

登録地

ﾁｰﾑ名

302

9900444 石堂 大悟

ｲｼﾄﾞｳ ﾀﾞｲｺﾞ

福岡県 VICTOIREしまなみ

304

1300268 東 智博

ﾋｶﾞｼ ﾄﾓﾋﾛ

東京都 MKⅢ

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

1101917 田 典幸

ﾀ ﾉﾘﾕｷ

熊本県 Coraggio Kawanishi Cycling Team

308

1402160 富元 久雄

ﾄﾐﾓﾄ ﾋｻｵ

埼玉県 サイタマサイクルプロジェクト

309

1500593 奈良 祥吾

ﾅﾗ ｼｮｳｺﾞ

埼玉県 サイタマサイクルプロジェクト

310

1000051 武平 純一

ﾀｹﾋﾗ ｼﾞｭﾝｲﾁ

大阪府 Ｓａｋａｔａｎｉ Ｒａｃｉｎｇ

311

0800315 栗栖 嵩

ｸﾘｽ ﾀｶｼ

北海道 GSエバーウィン

312

1502369 高村 昌克

ﾀｶﾑﾗ ﾏｻｶﾂ

静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

313

1301936 野中 秀樹

ﾉﾅｶ ﾋﾃﾞｷ

東京都 セオレーシング

314

9901846 大倉 健一

ｵｵｸﾗ ｹﾝｲﾁ

東京都 セオレーシング

315

1600352 服平 和樹

ﾌｸﾍﾞ ｶｽﾞｷ

大分県 SAUCE DEVELOPMENT

317

1600639 城所 祐太

ｷﾄﾞｺﾛ ﾕｳﾀ

神奈川 竹芝サイクルレーシング

319

1201653 澤野 敦志

ｻﾜﾉ ｱﾂｼ

神奈川 竹芝サイクルレーシング

320

1300279 藤澤 直人

ﾌｼﾞｻﾜ ﾅｵﾄ

神奈川 竹芝サイクルレーシング

321

1400862 西崎 太郎

ﾆｼｻﾞｷ ﾀﾛｳ

福岡県 TEAM SKYROCKETS

322

1502466 井上 健志

ｲﾉｳｴ ﾀｹｼ

熊本県 チームGINRIN熊本

324

1500381 藤川 淳

ﾌｼﾞｶﾜ ｼﾞｭﾝ

広島県 Team Kermis Cross

325

1301731 中村 暁雄

ﾅｶﾑﾗ ｱｷｵ

鳥取県 チーム鳥取

326

1500730 井上 奉紀

ｲﾉｳｴ ﾄﾓﾉﾘ

島根県 チーム鳥取

328

1300762 森 正存

ﾓﾘ ﾏｻﾉﾌﾞ

愛媛県 TEAM LUPPI

329

1400602 岩切 弘輝

ｲﾜｷﾘ ﾋﾛｷ

大分県 津末レーシング

330

9702601 津末 浩平

ﾂｽｴ ｺｳﾍｲ

大分県 津末レーシング

331

1301464 中村 潤

ﾅｶﾑﾗ ｼﾞｭﾝ

東京都 docomo RT

332

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

333

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

334

1300114 山口 雄大

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｹﾋﾛ

神奈川 Pinazou Test Team

335

1200307 桂 慶浩

ｶﾂﾗ ﾖｼﾋﾛ

福岡県 Pinazou Test Team

336

1101936 梶田 歩

ｶｼﾞﾀ ｱﾕﾑ

茨城県 Pinazou Test Team

337

0210435 日隈 優輔

ﾋｸﾞﾏ ﾕｳｽｹ

山口県 Pinazou Test Team

338

1200107 矢野 和也

ﾔﾉ ｶｽﾞﾔ

神奈川 FARs YOKOHAMA

339

0701060 増田 輝之

ﾏｽﾀﾞ ﾃﾙﾕｷ

千葉県 FAST LANE Racing

340

1200080 加藤 周作

ｶﾄｳ ｼｭｳｻｸ

神奈川 FAST LANE Racing

341

1201408 山田 将大

ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ

東京都 FAST LANE Racing

342

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

343

1600363 赤木 亮介

ｱｶｷﾞ ﾘｮｳｽｹ

長崎県 VC Fukuoka

344

1301940 廣田 力也

ﾋﾛﾀ ﾘｷﾔ

福岡県 VC Fukuoka

345

1502253 李 正明

ﾘ ﾏｻｱｷ

福岡県 VC Fukuoka

346

1300249 今倉 慎司

ｲﾏｸﾗ ｼﾝｼﾞ

福岡県 VC Fukuoka

347

1500271 石渡 誠一

ｲｼﾜﾀﾘ ｾｲｲﾁ

神奈川 フィッツ

348

1200022 幡司 勝

ﾊﾀｼ ﾏｻﾙ

広島県 voyAge cycling team

349

1600385 小泉 亮一

ｺｲｽﾞﾐ ﾘｮｳｲﾁ

栃木県 Honda 栃木 JET

350

1400047 菅谷 修

ｽｶﾞﾔ ｵｻﾑ

東京都 MIVRO

351

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

352

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

354

1100076 角田 光隆

ｽﾐﾀﾞ ﾐﾂﾀｶ

奈良県 EURO-WORKS Racing

356

1300125 石井 晋也

ｲｼｲ ｼﾝﾔ

奈良県 EURO-WORKS Racing

357

1001247 大村 英哉

ｵｵﾑﾗ ﾌｻﾔ

熊本県 Road Racing Team PURPLE MONKEY

358

1101262 大堀 雅行

ｵｵﾎﾘ ﾏｻﾕｷ

熊本県 Road Racing Team PURPLE MONKEY

359

0700657 河合 達朗

ｶﾜｲ ﾀﾂﾛｳ

宮崎県 Ｙ’ｓ Ｒｏａｄ

360

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

361

1500253 石塚 将人

ｲｼｽﾞｶ ﾏｻﾄ

千葉県 湾岸サイクリング・ユナイテッド

362

1500153 島崎 一也

ｼﾏｻﾞｷ ｶｽﾞﾔ

埼玉県 シャークアイランド

363

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

364

1500375 齋藤 俊輔

ｻｲﾄｳ ｼｭﾝｽｹ

広島県 voyAge cycling team
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365

0300335 松並 俊雄

ﾏﾂﾅﾐ ﾄｼｵ

大阪府 masahikomifune.com CyclingTeam

366

1201501 内山 雅貴

ｳﾁﾔﾏ ﾏｻﾀｶ

静岡県 Pinazou Test Team
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第3回 JBCF おおいたサイクルロードレース
【クラスタ：E2 レースレーティング：C】 34名
No. 選手ID
選手名

2016.10.25
ｶﾅ

登録地

ﾁｰﾑ名

402

1502777 生田目 修

ﾅﾏﾀﾒ ｵｻﾑ

栃木県 イナーメ信濃山形-EFT

403

1400051 佐藤 耕司

ｻﾄｳ ｺｳｼﾞ

大阪府 イナーメ信濃山形-EFT

404

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

405

1100582 加藤 稔

ｶﾄｳ ﾐﾉﾙ

宮城県 エルドラード・エスペランサ

407

1500502 塩野 裕一

ｼｵﾉ ﾕｳｲﾁ

大阪府 CWASP RAVITAILLEMENT

408

1101927 小倉 秀彦

ｵｸﾞﾗ ﾋﾃﾞﾋｺ

東京都 セオレーシング

409

1400423 齋藤 和輝

ｻｲﾄｳ ｶｽﾞｷ

東京都 竹芝サイクルレーシング

411

1400295 大森 健一

ｵｵﾓﾘ ｹﾝｲﾁ

広島県 Team Kermis Cross

412

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

413

1200454 布施 利実

ﾌｾ ﾄｼﾐ

埼玉県 TEAM SANREMO

414

1301674 三浦 正志

ﾐｳﾗ ﾏｻｼ

宮崎県 チームヤーボー

416

1100700 松本 秀一

ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾃﾞｶｽﾞ

愛媛県 TEAM LUPPI

417

1100638 山岡 健人

ﾔﾏｵｶ ｹﾝﾄ

愛媛県 TEAM LUPPI

418

1201199 三重野 将章

ﾐｴﾉ ﾏｻｱｷ

大分県 津末レーシング

419

9800897 宮成 國仁

ﾐﾔﾅﾘ ｸﾆﾋﾄ

大分県 津末レーシング

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

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

425

0700311 野口 英智

ﾉｸﾞﾁ ﾋﾃﾞﾄﾓ

福岡県 ＰＡＲＡＢＯＬＡイワイシーガル

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

429

0800066 藤村 博史

ﾌｼﾞﾑﾗ ﾋﾛｼ

福岡県 VC Fukuoka

431

1400291 渡部 譲二

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｮｳｼﾞ

広島県 voyAge cycling team

432

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

433

1501559 高橋 幸也

ﾀｶﾊｼ ﾕｷﾔ

神奈川 Racing CUBE

434

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

435

0500821 山口 史明

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾌﾐｱｷ

千葉県 湾岸サイクリング・ユナイテッド

436

1600277 森 拓也

ﾓﾘ ﾀｸﾔ

東京都 TEAM SPORTS KID

437

1400292 富永 将宇

ﾄﾐﾅｶﾞ ﾏｻﾀｶ

広島県 Team Kermis Cross

438

1201903 杉村 敏章

ｽｷﾞﾑﾗ ﾄｼｱｷ

愛媛県 チーム大永山

439

1200918 薗田 将人

ｿﾉﾀﾞ ﾏｻﾄ

愛媛県 ナカガワＡＳ・Ｋ’デザイン

440

1602205 鈴木 大

ｽｽﾞｷ ﾀﾞｲ

広島県 なるしまフレンド

441

1400204 秋田 智和

ｱｷﾀ ﾄﾓｶｽﾞ

福岡県 VC Fukuoka

442

1300434 笹木 哲雄

ｻｻｷ ﾃﾂｵ

沖縄県 VC Fukuoka

443

0901303 亀岡 晋也

ｶﾒｵｶ ｼﾝﾔ

愛媛県 masahikomifune.com CyclingTeam
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第3回 JBCF おおいたサイクルロードレース
【クラスタ：E3 レースレーティング：D】 53名
No. 選手ID
選手名

2016.10.25
ｶﾅ

登録地

ﾁｰﾑ名

502

1600137 宮本 健太郎

ﾐﾔﾓﾄ ｹﾝﾀﾛｳ

福岡県 VICTOIREしまなみ

503

1300697 中村 邦男

ﾅｶﾑﾗ ｸﾆｵ

長崎県 ウィズラン

504

1201133 田崎 竜成

ﾀｻｷ ﾘｭｳｾｲ

鹿児島 エイル宮崎レーシング

505

1600648 羽根田 大

ﾊﾈﾀﾞ ﾀﾞｲ

宮崎県 エイル宮崎レーシング

507

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

509

1502126 杭田 翔太

ｸｴﾀﾞ ｼｮｳﾀ

岡山県 SAUCE DEVELOPMENT

510

1301367 小川 泰弘

ｵｶﾞﾜ ﾔｽﾋﾛ

香川県 Tyrell Kagawa Racing

511

1500224 後藤 圭史

ｺﾞﾄｳ ｹｲｼﾞ

東京都 TEAM SPORTS KID

512

1400501 蓑田 幸作

ﾐﾉﾀﾞ ｺｳｻｸ

熊本県 チームGINRIN熊本

513

1501856 永田 隆二

ﾅｶﾞﾀ ﾘｭｳｼﾞ

熊本県 チームGINRIN熊本

514

1301687 外村 貴司

ｿﾄﾑﾗ ﾀｶｼ

熊本県 チームGINRIN熊本

515

1600071 柳楽 諭

ﾅｷﾞﾗ ｻﾄｼ

広島県 Team Kermis Cross

517

1601815 松尾 利仁

ﾏﾂｵ ﾄｼﾋﾄ

福岡県 チームシロッコ

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

1601921 山下 健一

ﾔﾏｼﾀ ｹﾝｲﾁ

大分県 チームシロッコ

522

1502314 工藤 大亮

ｸﾄﾞｳ ﾀﾞｲｽｹ

大分県 チームシロッコ

524

1500731 垣坂 資

ｶｷｻｶ ﾀｽｸ

島根県 チーム鳥取

525

1400777 藤村 修平

ﾌｼﾞﾑﾗ ｼｭｳﾍｲ

宮崎県 チームヤーボー

526

1501830 早瀬 康博

ﾊﾔｾ ﾔｽﾋﾛ

宮崎県 チームヤーボー

527

1600349 伊藤 大輔

ｲﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ

大分県 津末レーシング

528

1600936 村田 慎也

ﾑﾗﾀ ｼﾝﾔ

大分県 津末レーシング

529

1502584 本田 一樹

ﾎﾝﾀﾞ ｶｽﾞｷ

大分県 津末レーシング

530

1502583 佐藤 弘典

ｻﾄｳ ﾋﾛﾉﾘ

大分県 津末レーシング

531

1100633 西村 幸大

ﾆｼﾑﾗ ｺｳﾀﾞｲ

愛知県 DENSO RACING

533

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

534

1601621 平田 仁

ﾋﾗﾀ ｼﾞﾝ

福岡県 ＰＡＲＡＢＯＬＡイワイシーガル

536

9702863 松岡 豪

ﾏﾂｵｶ ｺﾞｳ

東京都 Pinazou Test Team

537

1602143 青山 優希

ｱｵﾔﾏ ﾕｳｷ

長崎県 VC Fukuoka

539

1500347 川上 豪仁

ｶﾜｶﾐ ﾀｹﾋﾄ

福岡県 Ｂｌｕｅ Ｇｒａｓｓ

540

1502582 西村 公一

ﾆｼﾑﾗ ｺｳｲﾁ

大分県 Ｂｌｕｅ Ｇｒａｓｓ

541

1600066 佐々木 均

ｻｻｷ ﾋﾄｼ

広島県 voyAge cycling team

542

1502247 横手 徳広

ﾖｺﾃ ﾄｸﾋﾛ

広島県 voyAge cycling team

544

1600456 山崎 博志

ﾔﾏｻﾞｷ ﾋﾛｼ

千葉県 湾岸サイクリング・ユナイテッド

545

1600647 黒木 靖朗

ｸﾛｷﾞ ﾔｽｵ

宮崎県 エイル宮崎レーシング

546

1501431 平瀬 拓郎

ﾋﾗｾ ﾀｸﾛｳ

宮崎県 エイル宮崎レーシング

547

1500364 本田 政隆

ﾎﾝﾀﾞ ﾏｻﾀｶ

熊本県 セレクシオン南九州

548

1300234 阿部 哲也

ｱﾍﾞ ﾃﾂﾔ

兵庫県 soleil de lest

549

1600525 安武 英治

ﾔｽﾀｹ ｴｲｼﾞ

熊本県 チームGINRIN熊本

550

1400290 坂井 誠臣

ｻｶｲ ﾏｻｵﾐ

広島県 Team Kermis Cross

551

0500105 川尻 拓磨

ｶﾜｼﾞﾘ ﾀｸﾏ

長崎県 チームサイクルプラス

552

1501416 宮本 賢一

ﾐﾔﾓﾄ ｹﾝｲﾁ

大分県 津末レーシング

553

1500770 大谷 清太郎

ｵｵﾀﾆ ｾｲﾀﾛｳ

大分県 津末レーシング

554

JB16103 小橋 武

ｺﾊﾞｼ ﾀｹｼ

大分県 津末レーシング

555

1601992 前原 直幸

ﾏｴﾊﾗ ﾅｵﾕｷ

大阪府 ナカガワＡＳ・Ｋ’デザイン

556

1400198 坂澤 茂樹

ｻｶｻﾞﾜ ｼｹﾞｷ

福岡県 ＰＡＲＡＢＯＬＡイワイシーガル

557

1601620 中村 健二

ﾅｶﾑﾗ ｹﾝｼﾞ

福岡県 ＰＡＲＡＢＯＬＡイワイシーガル

558

1500775 中村 やすし

ﾅｶﾑﾗ ﾔｽｼ

福岡県 VC Fukuoka

559

1600136 叶 滉平

ｶﾉｳ ｺｳﾍｲ

福岡県 VC Fukuoka

560

0501272 粟原 昌紀

ｱﾜﾊﾗ ﾏｻｷ

滋賀県 ＦＵＫＡＤＡまじりんぐ

561

1600638 飛瀬 正博

ﾄﾋﾞｾ ﾏｻﾋﾛ

福岡県 Ｂｌｕｅ Ｇｒａｓｓ

562

1602159 山下 勝人

ﾔﾏｼﾀ ｶﾂﾋﾄ

福岡県 Ｂｌｕｅ Ｇｒａｓｓ

563

1501498 下山 洋平

ｻｶﾞﾔﾏ ﾖｳﾍｲ

広島県 ＷＩＬＤ
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第3回 JBCF おおいたサイクルロードレース
【クラスタ：F レースレーティング：F】 7名
No. 選手ID
選手名

2016.10.25
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

0900190 山下 由起子

ﾔﾏｼﾀ ﾕｷｺ

大阪府 Vitesse- Feminin

603

1402089 那須 萌美

ﾅｽ ﾓｴﾐ

宮崎県 チームヤーボー

604

1600133 近藤 由美

ｺﾝﾄﾞｳ ﾕﾐ

福岡県 VC Fukuoka

605

1600364 田方 佐矢子

ﾀｶﾀ ｻﾔｺ

長崎県 VC Fukuoka

606

1600651 関谷 てるみ

ｾｷﾔ ﾃﾙﾐ

神奈川 フィッツ

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
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