第１回 JBCF おきなわロードレース Day-1
【クラスタ：P レースレーティング：AA】 83名

2018.02.13

No.
21

ID
選手名
0400861 増田 成幸

ﾏｽﾀﾞ ﾅﾘﾕｷ

登録地
栃木県 宇都宮ブリッツェン

22

1100355 小野寺 玲

ｵﾉﾃﾞﾗ ﾚｲ

栃木県 宇都宮ブリッツェン

23

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

24

0400843 鈴木 譲

ｽｽﾞｷ ﾕｽﾞﾙ

栃木県 宇都宮ブリッツェン

25

1100488 岡 篤志

ｵｶ ｱﾂｼ

茨城県 宇都宮ブリッツェン

26

1000720 馬渡 伸弥

ﾏﾜﾀﾘ ｼﾝﾔ

東京都 宇都宮ブリッツェン

28

1101581 鈴木 龍

ｽｽﾞｷ ﾘｭｳ

宮城県 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

41

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

42

0701113 木村 圭佑

ｷﾑﾗ ｹｲｽｹ

滋賀県 シマノレーシング

43

0900861 湊 諒

ﾐﾅﾄ ﾘｮｳ

青森県 シマノレーシング

44

0900704 秋田 拓磨

ｱｷﾀ ﾀｸﾏ

福井県 シマノレーシング

45

0900212 横山 航太

ﾖｺﾔﾏ ｺｳﾀ

長野県 シマノレーシング

46

1001692 黒枝 咲哉

ｸﾛｴﾀﾞ ｻﾔ

大分県 シマノレーシング

47

1000442 小山 貴大

ｺﾔﾏ ﾀｶﾋﾛ

群馬県 シマノレーシング

48

1600138 中田 拓也

ﾅｶﾀ ﾀｸﾔ

長野県 シマノレーシング

61

1201451 下島 将輝

ｼﾓｼﾞﾏ ﾏｻｷ

兵庫県 那須ブラーゼン

62

1700093 永吉 篤弥

ﾅｶﾞﾖｼ ｱﾂﾔ

愛知県 那須ブラーゼン

63

1000394 岸 崇仁

ｷｼ ﾀｶﾋﾄ

茨城県 那須ブラーゼン

64

1301587 柴田 雅之

ｼﾊﾞﾀ ﾏｻﾕｷ

京都府 那須ブラーゼン

65

1001560 吉田 悠人

ﾖｼﾀﾞ ﾕｳﾄ

栃木県 那須ブラーゼン

66

0900064 西尾 勇人

ﾆｼｵ ﾊﾔﾄ

北海道 那須ブラーゼン

67

1100580 樋口 峻明

ﾋｸﾞﾁ ﾀｶｱｷ

神奈川 那須ブラーゼン

68

1501669 椎貝 竜哉

ｼｲｶﾞｲ ﾘｭｳﾔ

栃木県 那須ブラーゼン

102 1600646 BOSSIS Tom

ﾎﾞｼｽ ﾄﾑ

神奈川 東京ヴェントス

103 0501593 内野 直也

ｳﾁﾉ ﾅｵﾔ

埼玉県 東京ヴェントス

105

ﾊﾞﾚ ｱﾚｸｻﾝﾄﾞﾙ

SWISS 東京ヴェントス

142 1502527 小山 智也

ｺﾔﾏ ﾄﾓﾔ

大阪府 イナーメ信濃山形

144 1101679 佐野 千尋

ｻﾉ ﾁﾋﾛ

北海道 イナーメ信濃山形

148 0700045 岩月 伸夫

ｲﾜﾂｷ ﾉﾌﾞｵ

愛知県 イナーメ信濃山形

149 1502398 田渕 君幸

ﾀﾌﾞﾁ ｷﾐﾕｷ

東京都 イナーメ信濃山形

161 0201014 大塚 航

ｵｵﾂｶ ﾜﾀﾙ

京都府 VICTOIRE 広島

162 1400374 谷 順成

ﾀﾆ ｼﾞｭﾝｾｲ

岐阜県 VICTOIRE 広島

163 0600791 藤岡 克磨

ﾌｼﾞｵｶ ｶﾂﾏ

徳島県 VICTOIRE 広島

164 1400034 白川 幸希

ｼﾗｶﾜ ｺｳｷ

岡山県 VICTOIRE 広島

165 1201456 中川 智

ﾅｶｶﾞﾜ ｻﾄｼ

奈良県 VICTOIRE 広島

166 1100616 杉山 文崇

ｽｷﾞﾔﾏ ﾌﾐﾀｶ

山口県 VICTOIRE 広島

167 1200307 桂 慶浩

ｶﾂﾗ ﾖｼﾋﾛ

広島県 VICTOIRE 広島

168 0800557 西川 昌宏

ﾆｼｶﾜ ﾏｻﾋﾛ

山口県 VICTOIRE 広島

181 9700539 狩野 智也

ｶﾉｳ ﾄﾓﾔ

群馬県 群馬グリフィン

183 1200062 川田 優作

ｶﾜﾀ ﾕｳｻｸ

栃木県 群馬グリフィン

184 1200884 村田 雄耶

ﾑﾗﾀ ﾕｳﾔ

福岡県 群馬グリフィン

185 1300540 松井 大悟

ﾏﾂｲ ﾀﾞｲｺﾞ

石川県 群馬グリフィン

186 0400882 加賀 龍治

ｶｶﾞ ﾘｭｳｼﾞ

広島県 群馬グリフィン

201 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

202 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

206 9702852 藤田 勉

ﾌｼﾞﾀ ﾂﾄﾑ

東京都 FIETS GROEN 日本ロボティクス

211 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

222 1601992 前原 直幸

ﾏｴﾊﾗ ﾅｵﾕｷ

大阪府 VC FUKUOKA

223 1000423 佐藤 信哉

ｻﾄｳ ｼﾝﾔ

福岡県 VC FUKUOKA

225 1502196 中森 大樹

ﾅｶﾓﾘ ﾀｲｷ

福岡県 VC FUKUOKA

JB18586 BALLET Alexandre

ｶﾅ
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ﾁｰﾑ名

226 1700207 森下 遼太

ﾓﾘｼﾀ ﾘｮｳﾀ

大阪府 VC FUKUOKA

227 1201347 井戸川 真一

ｲﾄﾞｶﾞﾜ ｼﾝｲﾁ

福岡県 VC FUKUOKA

228 1300024 佐藤 秀和

ｻﾄｳ ﾋﾃﾞｶｽﾞ

埼玉県 VC FUKUOKA

229 1100350 加納 篤

ｶﾉｳ ｱﾂｼ

栃木県 VC FUKUOKA

230 1300170 山科 竜一郎

ﾔﾏｼﾅ ﾘｭｳｲﾁﾛｳ

兵庫県 VC FUKUOKA

241 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

246 0500037 櫻井 一輝

ｻｸﾗｲ ﾓﾄｷ

静岡県 なるしまフレンド

レーシングチーム

248 1500427 松井 敏文

ﾏﾂｲ ﾄｼﾌﾐ

栃木県 なるしまフレンド

レーシングチーム

249 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

レーシングチーム

281 0200431 宮口 直之

ﾐﾔｸﾞﾁ ﾅｵﾕｷ

広島県 eNShare-エルドラード

283 0210435 日隈 優輔

ﾋｸﾞﾏ ﾕｳｽｹ

山口県 eNShare-エルドラード

284 0800639 河賀 雄大

ｶｶﾞ ﾕｳﾀﾞｲ

広島県 eNShare-エルドラード

286 0901489 水野 恭兵

ﾐｽﾞﾉ ｷｮｳﾍｲ

山梨県 eNShare-エルドラード

290 1300762 森 正存

ﾓﾘ ﾏｻﾉﾌﾞ

愛媛県 eNShare-エルドラード

292 1402325 小関 寛

ｺｾｷ ﾋﾛｼ

広島県 eNShare-エルドラード

293 1600101 山根 真吾

ﾔﾏﾈ ｼﾝｺﾞ

広島県 eNShare-エルドラード

295 9700200 梶木 恒介

ｶｼﾞｷ ｺｳｽｹ

宮城県 eNShare-エルドラード

301 1201592 阿部 航大

ｱﾍﾞ ｺｳﾀﾞｲ

栃木県 Honda 栃木

302 1001863 小林 宏志

ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｼ

栃木県 Honda 栃木

303 0901551 水間 健

ﾐｽﾞﾏ ﾀｹｼ

栃木県 Honda 栃木

304 1600385 小泉 亮一

ｺｲｽﾞﾐ ﾘｮｳｲﾁ

栃木県 Honda 栃木

305 1300346 河合 貴明

ｶﾜｲ ﾀｶｱｷ

栃木県 Honda 栃木

307 1600445 平塚 佑亮

ﾋﾗﾂｶ ﾕｳｽｹ

栃木県 Honda 栃木

308 1400265 野宮 一朗

ﾉﾐﾔ ｲﾁﾛｳ

栃木県 Honda 栃木

342 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

343 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

346 1100628 安田 京介

ﾔｽﾀﾞ ｷｮｳｽｹ

京都府 シエルヴォ奈良MIYATA-MERIDAレーシングチーム

361 0400470 大久保 陣

ｵｵｸﾎﾞ ｼﾞﾝ

鹿児島 チームブリヂストンサイクリング

362 0500798 窪木 一茂

ｸﾎﾞｷ ｶｽﾞｼｹﾞ

福島県 チームブリヂストンサイクリング

363 0801011 石橋 学

ｲｼﾊﾞｼ ﾏﾅﾌﾞ

青森県 チームブリヂストンサイクリング

364 0900699 原田 裕成

ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾛｱｷ

岡山県 チームブリヂストンサイクリング

365 1001732 堀 孝明

ﾎﾘ ﾀｶｱｷ

栃木県 チームブリヂストンサイクリング
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第１回 JBCF おきなわロードレース Day-1
【クラスタ：E1 レースレーティング：B】 24名

2018.02.13

No.
ID
選手名
101 1000463 石井 祥平

ｶﾅ
ｲｼｲ ｼｮｳﾍｲ

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

102 1001217 岩本 将平

ｲﾜﾓﾄ ｼｮｳﾍｲ

神奈川 アーティファクトレーシングチーム

103 1700238 武井 裕

ﾀｹｲ ﾕｳ

神奈川 アーティファクトレーシングチーム

104 0900099 加藤 浩生

ｶﾄｳ ﾋﾛｵ

大阪府 VC VELOCE

105 9701872 近藤 智彦

ｺﾝﾄﾞｳ ﾄﾓﾋｺ

大阪府 VC VELOCE

106 1100274 藤田 耕志

ﾌｼﾞﾀ ﾀｶｼ

大阪府 VC VELOCE

107 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

108 1101875 藤田 涼平

ﾌｼﾞﾀ ﾘｮｳﾍｲ

埼玉県 サイタマサイクルプロジェクト

109 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

110 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

111 1301588 大杉 直敬

ｵｵｽｷﾞ ﾅｵﾀｶ

静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

112 1402063 岡 理裕

ｵｶ ﾏｻﾋﾛ

静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

113 0001593 杉本 敦志

ｽｷﾞﾓﾄ ｱﾂｼ

静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

114 1301936 野中 秀樹

ﾉﾅｶ ﾋﾃﾞｷ

東京都 セオレーシング

115 0901531 中鶴 友樹

ﾅｶﾂﾙ ﾄﾓｷ

沖縄県 TEAM OKINAWA

116 1400631 中井 雄策

ﾅｶｲ ﾕｳｻｸ

群馬県 TRC PANAMAREDS

117 1400141 長妻 暁

ﾅｶﾞﾂﾏ ｱｷﾗ

神奈川 FORCE

118 1602688 森栄 晃彦

ﾓﾘｻｶ ｱｷﾋｺ

岡山県 FORCE

119 1500217 八幡 光哉

ﾔﾊﾀ ﾐﾂﾔ

東京都 FORCE

120 1400047 菅谷 修

ｽｶﾞﾔ ｵｻﾑ

東京都 MIVRO

121 1201601 鈴木 克明

ｽｽﾞｷ ｶﾂｱｷ

埼玉県 Ｙ’ｓ Ｒｏａｄ

122 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

123 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

124 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
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第１回 JBCF おきなわロードレース Day-1
【クラスタ：E2 レースレーティング：C】 12名

2018.02.13

No.
ID
選手名
131 1700028 Eisenmenger Jason

ｶﾅ
ｱｲｾﾞﾝﾐﾝｶﾞｰ ｼﾞｪｲｿﾝ

登録地
沖縄県 Rapha Cycling Club

132 9800627 安川 智一朗

ﾔｽｶﾜ ﾄﾓｲﾁﾛｳ

栃木県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

133 1100018 石井 基朗

ｲｼｲ ﾓﾄｱｷ

静岡県 竹芝サイクルレーシング

134 1500173 中川 泰我

ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｲｶﾞ

広島県 Team Kermis Cross

135 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

136 1600273 藤井 敏郎

ﾌｼﾞｲ ﾄｼﾛｳ

東京都 なるしまフレンド

137 1500001 後藤 東洋士

ｺﾞﾄｳ ﾋﾛｼ

大阪府 ネクストリーム・うどん虹や

138 1600765 永田 豪

ﾅｶﾞﾀ ｺﾞｳ

千葉県 Blanche Racing Team

139 1600667 名渕 光希

ﾅﾌﾞﾁ ｺｳｷ

栃木県 Honda 栃木 JET

140 1001941 藤井 倫洋

ﾌｼﾞｲ ﾄﾓﾋﾛ

京都府 モジュマ エリアゼロナナゴ

141 1702582 佐藤 竜也

ｻﾄｳ ﾀﾂﾔ

千葉県 湾岸サイクリング・ユナイテッド

142 1301739 福山 碧斗

ﾌｸﾔﾏ ｱｵﾄ

東京都 湾岸サイクリング・ユナイテッド
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ﾁｰﾑ名

第１回 JBCF おきなわロードレース Day-1
【クラスタ：E3 レースレーティング：D】 43名

2018.02.13

No.
ID
選手名
151 1700598 鎌田 真輝

ｶﾏﾀ ﾏｻﾊﾙ

登録地
ﾁｰﾑ名
東京都 アーティファクトレーシングチーム

152 1501125 吉野 拓海

ﾖｼﾉ ﾀｸﾐ

東京都 アーティファクトレーシングチーム

153 1301908 山口 和来

ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｽﾞｷ

東京都 AVENTURA AIKOH VICTORIA RACING

154

ｼｶﾅｲ ﾕｳｽｹ

広島県 eNShare Cycling Team

155 1402287 井上 陽二郎

ｲﾉｳｴ ﾖｳｼﾞﾛｳ

東京都 GYOTOKU TEAM OF RACING

156 1500664 田邊 純也

ﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｭﾝﾔ

群馬県 ＳＵＢＡＲＵ Cycling Team

157 0400195 橋本 貴之

ﾊｼﾓﾄ ﾀｶﾕｷ

静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

158 1700247 倉持 遥希

ｸﾗﾓﾁ ﾊﾙｷ

東京都 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ

159 1700474 芦田 勇樹

ｱｼﾀﾞ ﾕｳｷ

兵庫県 soleil de lest

160 1800333 小林 亮

ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳ

兵庫県 soleil de lest

161 1501641 角野 剛史

ｽﾐﾉ ﾀｶｼ

神奈川 竹芝サイクルレーシング

162 1601957 猶原 聡

ﾅｵﾊﾗ ｻﾄｼ

愛媛県 竹芝サイクルレーシング

163 1700476 新垣 栄春

ｱﾗｶｷ ｴｲｼｭﾝ

沖縄県 TEAM OKINAWA

164 1800082 印南 明

ｲﾅﾐ ｱｷﾗ

沖縄県 TEAM OKINAWA

165 1600801 上原 寿幸

ｳｴﾊﾗ ｼﾞｭﾕｷ

沖縄県 TEAM OKINAWA

166 1800067 大城 將司

ｵｵｲｼ ﾏｻｼ

沖縄県 TEAM OKINAWA

167 1700808 岡 正二郎

ｵｶ ｼｮｳｼﾞﾛｳ

沖縄県 TEAM OKINAWA

168 1800547 喜村 龍

ｷﾑﾗ ﾘｮｳ

沖縄県 TEAM OKINAWA

169 1800046 金城 康路

ｷﾝｼﾞｮｳ ﾔｽﾐﾁ

沖縄県 TEAM OKINAWA

170 1703483 黒木 伸之

ｸﾛｷ ﾉﾌﾞﾕｷ

沖縄県 TEAM OKINAWA

171 1600799 権藤 淳

ｺﾞﾝﾄﾞｳ ｽﾅｵ

沖縄県 TEAM OKINAWA

172 1600496 辻 元

ﾂｼﾞ ﾊｼﾞﾒ

沖縄県 TEAM OKINAWA

173 1600498 土屋 順市

ﾂﾁﾔ ｼﾞｭﾝｲﾁ

沖縄県 TEAM OKINAWA

174 1400751 長田 直之

ﾅｶﾞﾀ ﾅｵﾕｷ

沖縄県 TEAM OKINAWA

175 1703495 仲間 亮介

ﾅｶﾏ ﾘｮｳｽｹ

沖縄県 TEAM OKINAWA

176 1800037 長峰 義也

ﾅｶﾞﾐﾈ ﾖｼﾅﾘ

沖縄県 TEAM OKINAWA

177 1600495 比嘉 宏人

ﾋｶﾞ ﾋﾛﾄ

沖縄県 TEAM OKINAWA

178 9801876 富名腰 聡智

ﾌﾅｺｼ ｱｷﾉﾘ

沖縄県 TEAM OKINAWA

179 1700832 酒井 駿

ｻｶｲ ｼｭﾝ

神奈川 Team SHIDO

180 1001823 上手 勇輝

ｶﾐﾃ ﾕｳｷ

広島県 Team Kermis Cross

181 1501045 木原 与志寛

ｷﾊﾗ ﾖｼﾋﾛ

広島県 Team Kermis Cross

182 1800078 渡辺 優一

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｲﾁ

広島県 Team Kermis Cross

183 0401542 伊地 裕磨

ｲﾁ ﾕｳﾏ

沖縄県 Team KENSIN

184 1702850 宇野 佑造

ｳﾉ ﾕｳｿﾞｳ

沖縄県 Team KENSIN

185 9801962 仲松 太一郎

ﾅｶﾏﾂ ﾀｲﾁﾛｳ

沖縄県 Team KENSIN

186 1800341 宮城 茂広

ﾐﾔｷﾞ ｼｹﾞﾋﾛ

沖縄県 Team KENSIN

187 9802134 中島 義基

ﾅｶｼﾏ ﾖｼｷ

福岡県 チーム・チェブロ

188 1703336 飯塚 和弘

ｲｲﾂﾞｶ ｶｽﾞﾋﾛ

埼玉県 チバポンズ

189 1700683 吉田 健太郎

ﾖｼﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ

群馬県 TRC PANAMAREDS

190 1301019 長屋 一豊

ﾅｶﾞﾔ ｶｽﾞﾄﾖ

福岡県 VC FUKUOKA（エリート）

191 1800239 松田 真和

ﾏﾂﾀﾞ ﾏｻｶｽﾞ

福岡県 VC FUKUOKA（エリート）

192 1700542 パク ジョンオン

ﾊﾟｸ ｼﾞｮﾝｵﾝ

栃木県 Honda 栃木 JET

193 1800240 安宅 将貴

ｱﾀｶ ﾏｻﾀｶ

千葉県 湾岸サイクリング・ユナイテッド

JB17621 鹿内 勇佑

ｶﾅ
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No.
ID
選手名
201 1201909 小田 恵利花

ｶﾅ
ｵﾀﾞ ｴﾘｶ

登録地
ﾁｰﾑ名
東京都 アーティファクトレーシングチーム

202 1201405 樫木 祥子

ｶｼｷ ｼｮｳｺ

東京都 AVENTURA AIKOH VICTORIA RACING

203 1502773 雑加 啓子

ｻｲｶ ｹｲｺ

大阪府 イナーメ信濃山形-F

204 1500149 島崎 典子

ｼﾏｻﾞｷ ﾉﾘｺ

埼玉県 シャークアイランド

205 1301657 仲村 陽子

ﾅｶﾑﾗ ﾖｳｺ

沖縄県 竹芝サイクルレーシング

206 1502784 野口 佳子

ﾉｸﾞﾁ ｹｲｺ

東京都 チームブリヂストンサイクリング

207 1100515 前島 律子

ﾏｴｼﾞﾏ ﾘﾂｺ

東京都 チバポンズ

208 1703512 杉山 泰代

ｽｷﾞﾔﾏ ﾔｽﾖ

栃木県 Honda 栃木

209 1101522 伊藤 杏菜

ｲﾄｳ ｱﾝﾅ

栃木県 Live GARDEN BICI STELLE

210 1000589 吉川 美穂

ﾖｼｶﾜ ﾐﾎ

和歌山 Live GARDEN BICI STELLE

211 9700733 西 加南子

ﾆｼ ｶﾅｺ

千葉県 LUMINARIA
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