第3回 JBCF おおいたいこいの道クリテリウム 予選組分け表
【クラスタ：P1 予選1組】 59名 スタート時間 10:50
No.

選手ID

選手名

ｶﾅ

2016.10.25
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

3

0701211 住吉 宏太

ｽﾐﾖｼ ｺｳﾀ

熊本県 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

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

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

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

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

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

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

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

31

0501177 野中 ⻯⾺

ﾉﾅｶ ﾘｮｳﾏ

広島県 KINAN Cycling Team

33

ESP0226 GARCIA Ricardo

ｶﾞﾙｼｱ ﾘｶﾙﾄﾞ

SPAIN KINAN Cycling Team

35

ESP1204 GARCIA Marcos

ｶﾞﾙｼｱ ﾏﾙｺｽ

SPAIN KINAN Cycling Team

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

44

0900064 ⻄尾 勇人

ﾆｼｵ ﾊﾔﾄ

北海道 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

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

54

0801875 ⼩橋 勇利

ｺﾊﾞｼ ﾕｳﾘ

愛媛県 シマノレーシング

56

0900212 横山 航太

ﾖｺﾔﾏ ｺｳﾀ

⻑野県 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

63

1200812 井上 政貴

ｲﾉｳｴ ﾏｻｷ

兵庫県 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

72

1001902 米谷 隆志

ﾖﾈﾀﾆ ﾀｶｼ

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

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

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

102

0700889 ⿊枝 ⼠揮

ｸﾛｴﾀﾞ ｼｷ

大分県 愛三工業レーシングチーム

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

122

0800639 河賀 雄大

ｶｶﾞ ﾕｳﾀﾞｲ

広島県 VICTOIRE 広島

124

1100565 宮田 久生

ﾐﾔﾀ ﾋｻｵ

広島県 VICTOIRE 広島

126

0800557 ⻄川 昌宏

ﾆｼｶﾜ ﾏｻﾋﾛ

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

133

1401678 ⻄ 寅太郎

ﾆｼ ﾄﾗﾀﾛｳ

福岡県 NEILPRYDE - NANSHIN SUBARU CYCLING TEAM

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

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

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

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

154

1100038 ⾹⻄ 真介

ｺｳｻﾞｲ ｼﾝｽｹ

神奈川 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

162

0200172 平林 昌樹

ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾏｻｷ

神奈川 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

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

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

182

1400913 萩原 啓

ﾊｷﾞﾊﾗ ｻﾄｼ

愛知県 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

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

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

193

1200062 川田 優作

ｶﾜﾀ ﾕｳｻｸ

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

レーシングチーム

197

1001725 平野 宏明

ﾋﾗﾉ ﾋﾛｱｷ

栃木県 Honda 栃木

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

204

1201347 井⼾川 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

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

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

214

1101261 北⾒ 涼

ｷﾀﾐ ﾘｮｳ

神奈川 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

222

1500427 松井 敏文

ﾏﾂｲ ﾄｼﾌﾐ

栃木県 Team JBCF

第3回 JBCF おおいたいこいの道クリテリウム 予選組分け表
【オープン 予選1組】 3名 スタート時間 10:50
No.
701
703
705

選手ID

選手名

9800894 安東 宏高

2016.10.25
ｶﾅ

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）

1200807 阿部 将大

ｱﾍﾞ ﾏｻﾋﾛ

600545

大分県 大分県 選抜チーム（⿅屋体育大学 ⾃転⾞競技部）

第3回 JBCF おおいたいこいの道クリテリウム 予選組分け表
【クラスタ：P1 予選2組】 59名 スタート時間 11:20
ｶﾅ

2016.10.25

No.

選手ID

選手名

2

ESP1026

Benjamin PRADES REVERTE

4

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

SPAIN Team UKYO

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

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

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

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

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

24

1001732 堀 孝明

ﾎﾘ ﾀｶｱｷ

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

28

9700980 鈴木 真理

ｽｽﾞｷ ｼﾝﾘ

栃木県 宇都宮ブリッツェン

32

0801739 阿曽 圭佑

ｱｿ ｹｲｽｹ

34

AUS0804 CRAWFORD Jai

ｸﾛﾌｫｰﾄﾞ ｼﾞｬｲ

41

0800942 吉岡 直哉

ﾖｼｵｶ ﾅｵﾔ

京都府 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

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

47

1000927 岩井 航太

ｲﾜｲ ｺｳﾀ

栃木県 那須ブラーゼン

51

0701113 木村 圭佑

ｷﾑﾗ ｹｲｽｹ

滋賀県 シマノレーシング

53

0900861 湊 諒

ﾐﾅﾄ ﾘｮｳ

⻘森県 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

57

1200626 ⽔谷 翔

ﾐｽﾞﾀﾆ ｶｹﾙ

⿅児島 シマノレーシング

62

0901542 北野 普識

ｷﾀﾉ ﾕｷﾉﾘ

千葉県 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

71

1500194 横塚 浩平

ﾖｺﾂｶ ｺｳﾍｲ

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

82

0700758 ⻄沢 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

ﾍﾞﾝｼﾞｬﾐ ﾌﾟﾗﾃﾞｽﾚﾍﾞﾙﾃﾙ

登録地

ﾁｰﾑ名

SPAIN Team UKYO

三重県 KINAN Cycling Team
AUSTRALIA

KINAN Cycling Team

84

1001504 ⼩⻄ 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

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

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

121

ESP0604 Javier Sarda Perez

ﾊﾋﾞｴﾙ ｻﾗﾀﾞ ﾍﾟﾚｽ

SPAIN VICTOIRE 広島

123 ARG0930 Marco Fabian Flores

ﾏﾙｺ ﾌｧﾋﾞｱﾝ ﾌﾛｰﾚｽ

125

0800871 河内 一晟

ｺｳﾁ ｲｯｾｲ

127

1100616 杉山 文崇

ｽｷﾞﾔﾏ ﾌﾐﾀｶ

ARGENTINA

VICTOIRE 広島

広島県 VICTOIRE 広島
山口県 VICTOIRE 広島

132 FRA0221 Tom Bossis

ﾄﾑ ﾎﾞｼｽ

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

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

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

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

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

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

161

9900169 ⻘木 誠

ｱｵｷ ﾏｺﾄ

東京都 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

165

0100092 浜頭 恭

ﾊﾏｶﾞｼﾗ ﾔｽｼ

東京都 ACQUA TAMA EURO-WORKS

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

174

0100734 ⻑沼 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

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

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

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

192

1201592 阿部 航大

ｱﾍﾞ ｺｳﾀﾞｲ

栃木県 Honda 栃木

194

0901551 ⽔間 健

ﾐｽﾞﾏ ﾀｹｼ

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

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

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

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

211

0800223 米内 蒼⾺

ﾖﾅｲ ｿｳﾏ

東京都 東京ヴェントス

213

1001679 早川 祐司

ﾊﾔｶﾜ ﾕｳｼﾞ

栃木県 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

217

1502398 田渕 君幸

ﾀﾌﾞﾁ ｷﾐﾕｷ

東京都 東京ヴェントス

229

1001221 澤池 陵二

ｻﾜﾁ ﾘｮｳｼﾞ

⻑崎県 Team JBCF

FRANCE NEILPRYDE - NANSHIN SUBARU CYCLING TEAM

第3回 JBCF おおいたいこいの道クリテリウム 予選組分け表
【オープン 予選2組】 2名 スタート時間 11:20
No.

選手ID

選手名

2016.10.25
ｶﾅ

702

1100477 ⼩川 勇介

ｵｶﾞﾜ ﾕｳｽｹ

704

1001692 ⿊枝 咲哉

ｸﾛｴﾀﾞ ｻﾔ

登録地
JPCA

ﾁｰﾑ名
大分県 選抜チーム（日本競輪選⼿会）

大分県 大分県 選抜チーム（⿅屋体育大学 ⾃転⾞競技部）

