第52回 JBCF 東⽇本ロードクラシック 群⾺⼤会 Day-2
【クラスタ︓E3決勝1組】 77名 スタート時間 15︓15

2018.04.25

No.
401

選⼿ID
選⼿名
1700598 鎌⽥ 真輝

ｶﾅ
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

405

1800236 榎本 達也

ｴﾉﾓﾄ ﾀﾂﾔ

群⾺県 ALLEGRO

407

1800252 ⾓⽥ 拓渉

ﾂﾉﾀﾞ ﾀｸﾄ

群⾺県 ALLEGRO

410

1800210 松尾 遊

ﾏﾂｵ ﾕｳ

東京都 イナーメ信濃⼭形-EFT

413

1600309 ⼩暮 智和

ｺｸﾞﾚ ﾄﾓｶｽﾞ

茨城県 ＷＥ ＬＯＶＥ Ｏ２

417

1800213 今井 ⼤悟

ｲﾏｲ ﾀﾞｲｺﾞ

東京都 VENTOS FRECCIA

425

1500117 ⼩澤 隆⾏

ｵｻﾞﾜ ﾀｶﾕｷ

埼⽟県 EXTENDED VAX SAYAMA

427

1800673 仲 ⼤介

ﾅｶ ﾀﾞｲｽｹ

埼⽟県 EXTENDED VAX SAYAMA

432

1702909 ⼭崎 誠⼀郎

ﾔﾏｻﾞｷ ｾｲｲﾁﾛｳ

北海道 NSR

434

1700545 ⼤岩 充

ｵｵｲﾜ ﾐﾂﾙ

栃⽊県 FM730

437

0701623 福⽥ 真也

ﾌｸﾀﾞ ｼﾝﾔ

栃⽊県 FM730

440

1702932 ⼭岡 由幸

ﾔﾏｵｶ ﾕｳｷ

⼤阪府 ⼤阪⼯業⼤学サイクリング部

443

1801094 松本 雄⼤

ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳﾀﾞｲ

愛知県 KINAN AACA

447

1702893 梅原 悟

ｳﾒﾊﾗ ｻﾄﾙ

東京都 グランディヴェルレーシングチーム

449

1700611 ⽥村 亮

ﾀﾑﾗ ﾘｮｳ

東京都 グランディヴェルレーシングチーム

452

1100545 ⾕ 直亮

ﾀﾆ ﾅｵｽｹ

福島県 郡⼭サイクルフレンズ

456

1800063 佐々⽊ 友輔

ｻｻｷ ﾕｳｽｹ

千葉県 サイクルフリーダム・レーシング

461

1700595 岩澤 庸介

ｲﾜｻﾜ ﾖｳｽｹ

東京都 彩北ツブラーゼ

464

1800390 ⽯橋 諒⼤

ｲｼﾊﾞｼ ﾘｮｳﾀ

千葉県 サンクスサイクルラボ

466

1800303 郷間 ⼤輔

ｺﾞｳﾏ ﾀﾞｲｽｹ

東京都 サンクスサイクルラボ

469

1700531 影⼭ 翔⽣

ｶｹﾞﾔﾏ ｼｮｳｲ

栃⽊県 じてんしゃの杜

476

1500664 ⽥邊 純也

ﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｭﾝﾔ

群⾺県 ＳＵＢＡＲＵ Cycling Team

480

1500334 ⼤神 武之

ｵｵｶﾞﾐ ﾀｹｼ

静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

482

1801251 辻本 明広

ﾂｼﾞﾓﾄ ｱｷﾋﾛ

静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

487

1800702 佐藤 史明

ｻﾄｳ ﾌﾐｱｷ

埼⽟県 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ

493

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

498

1700727 佐藤 弘章

ｻﾄｳ ﾋﾛｱｷ

⼤阪府 チーム

500

1400174 ⽯川 靖洋

ｲｼｶﾜ ﾔｽﾋﾛ

神奈川 チーム・ウォークライド

503

1400796 ⼩岸 直樹

ｺｷﾞｼ ﾅｵｷ

東京都 チーム オーベスト

505

1702907 岡本 秀明

ｵｶﾓﾄ ﾋﾃﾞｱｷ

千葉県 TEAM GIRO 360

507

1500051 牧野 弘典

ﾏｷﾉ ﾋﾛﾉﾘ

静岡県 TEAM ZERO

517

1200411 酒井 宏幸

ｻｶｲ ﾋﾛﾕｷ

群⾺県 TRC PANAMAREDS

519

1800797 平野 広太

ﾋﾗﾉ ｺｳﾀ

茨城県 DEVOTION BIKES

521

1703529 Day Ryan

ﾃﾞｲ ﾗｲｱﾝ

愛知県 DESTRA

529

1200734 ⼾祭 裕介

ﾄﾏﾂﾘ ﾕｳｽｹ

東京都 なるしまフレンド

531

1800822 池⽥ 喬弥

ｲｹﾀﾞ ﾀｶﾔ

富⼭県 バルバレーシングクラブ

533

1000206 中川 正⼀

ﾅｶｶﾞﾜ ｼｮｳｲﾁ

富⼭県 バルバレーシングクラブ

535

1800307 ⻄⼭ 晃平

ﾆｼﾔﾏ ｷｮｳﾍｲ

福井県 バルバレーシングクラブ

537

1601896 ⽔⾕ 和正

ﾐｽﾞﾀﾆ ｶｽﾞﾏｻ

富⼭県 バルバレーシングクラブ

539

1800369 ⽤⽥ 尚希

ﾖｳﾀﾞ ﾅｵｷ

福井県 バルバレーシングクラブ

541

1401733 ⻑瀬 寛之

ﾅｶﾞｾ ﾋﾛﾕｷ

⻑野県 B-SOUL

545

1301019 ⻑屋 ⼀豊

ﾅｶﾞﾔ ｶｽﾞﾄﾖ

福岡県 VC FUKUOKA（エリート）

548

1601774 三⽥村 ⻯太

ﾐﾀﾑﾗ ﾘｭｳﾀ

東京都 フィッツ

550

1702396 斎藤 剛

ｻｲﾄｳ ﾂﾖｼ

東京都 FORCE

553

1800308 鈴⽊ 道也

ｽｽﾞｷ ﾐﾁﾔ

栃⽊県 ブラウ・ブリッツェン

559

1800309 松島 鋭

ﾏﾂｼﾏ ﾂﾖｼ

栃⽊県 ブラウ・ブリッツェン

564

1703537 Richardson Jason

ﾘﾁｬｰﾄﾞｿﾝ ｼﾞｪｲｿﾝ

栃⽊県 ブラウ・ブリッツェン

567

1200735 明⽯ 岳志

ｱｶｼ ﾀｹｼ

⻑野県 ベロクラブ南信州

571

1800361 ⽥代 丈幸

ﾀｼﾛ ﾋﾛﾕｷ

栃⽊県 Honda 栃⽊ JET

アベノバ

575

1700462 ⻑⾕川 祐介

ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｳｽｹ

東京都 MIVRO

580

1600392 海⽼原 ⼀久

ｴﾋﾞﾊﾗ ｶｽﾞﾋｻ

栃⽊県 RIDE Freaks

582

1703211 中⼭ 明

ﾅｶﾔﾏ ｱｷﾗ

埼⽟県 Rapha Cycling Club

584

0900717 ⾼井 啓吾

ﾀｶｲ ｹｲｺﾞ

静岡県 Leap Hamamatsu Cycling Team
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587

1801013 榊原 航太

ｻｶｷﾊﾞﾗ ｺｳﾀ

神奈川 Racing CUBE

591

1700862 林 建佑

ﾊﾔｼ ｹﾝｽｹ

愛知県 Ｙʼｓ Ｒｏａｄ

594

1800203 吉岡 潤

ﾖｼｵｶ ｼﾞｭﾝ

岡⼭県 湾岸サイクリング・ユナイテッド

596

1800235 ⼤澤 康⽣

ｵｵｻﾜ ﾔｽｵ

群⾺県 ALLEGRO

598

1700619 ⻘⽊ 友佑

ｱｵｷ ﾕｳｽｹ

千葉県 ＶＩＶＡ☆ＺＡＰＰＥＩ極

600

1201812 宮本 隆司

ﾐﾔﾓﾄ ﾀｶｼ

神奈川 慶応義塾⼤学⾃転⾞競技部

602

1703104 東 勝哉

ﾋｶﾞｼ ｶﾂﾔ

千葉県 サイクルフリーダム・レーシング

604

1800059 上野 武義

ｳｴﾉ ﾀｹﾖｼ

東京都 サンクスサイクルラボ

606

1700061 ⼤⽯ 忠寛

ｵｵｲｼ ﾀﾀﾞﾋﾛ

静岡県 TEAM ZERO

608

0300621 清⽔ 礼⼠

ｼﾐｽﾞ ﾚｲｼﾞ

静岡県 TEAM ZERO

610

1402332 吉⽥ 達⽮

ﾖｼﾀﾞ ﾀﾂﾔ

静岡県 TEAM ZERO

612

1602219 池⽥ 翔平

ｲｹﾀﾞ ｼｮｳﾍｲ

千葉県 Champion System Japan Test Team

614

0601593 ⽩⼟ 浩

ｼﾗﾄ ﾋﾛｼ

千葉県 DEVOTION BIKES

616

1700512 ⼤佛 直樹

ｵｻﾗｷﾞ ﾅｵｷ

富⼭県 バルバレーシングクラブ

618

1800362 柳瀬 任章

ﾔﾅｾ ﾋﾃﾞｱｷ

千葉県 BMレーシングZUNOW

620

1600448 ⼭本 尚武

ﾔﾏﾓﾄ ﾅｵﾀｹ

千葉県 BMレーシングZUNOW

622

1703343 ⼭⽥ 翔

ﾔﾏﾀﾞ ｼｮｳ

神奈川 HIRAKO.mode

624

1800289 浅野 晴信

ｱｻﾉ ﾊﾙﾉﾌﾞ

神奈川 Pedalist

626

1600314 磯崎 直樹

ｲｿｻﾞｷ ﾅｵｷ

茨城県 Unity

628

1201659 ⼤塚 慎⼀

ｵｵﾂｶ ｼﾝｲﾁ

茨城県 RIDE Freaks

630

1702799 落合 拓郎

ｵﾁｱｲ ﾀｸﾛｳ

千葉県 Rapha Cycling Club

632

1800189 Darragh Tachibana Bradley ﾀﾞﾗ ﾀﾁﾊﾞﾅﾌﾞ ﾗｯﾄﾞﾘｰ

千葉県 Rapha Cycling Club

634

1700993 宇賀持 凌

ｳｶﾞﾓﾁ ﾘｮｳ

栃⽊県 ﾘﾍﾞﾙﾀｽTOCHIGI BICYCLE CLUB

636

1702900 松永 伸⼀

ﾏﾂﾅｶﾞ ｼﾝｲﾁ

千葉県 湾岸サイクリング・ユナイテッド
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第52回 JBCF 東⽇本ロードクラシック 群⾺⼤会 Day-2
【クラスタ︓E3決勝2組】 76名 スタート時間 15:55
No.
402

選⼿ID
選⼿名
1800655 楠⽥ 渓太

2018.04.25
ｶﾅ

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

ｸｽﾀﾞ ｹｲﾀ

406

1800331 ⾼橋 英⽂

ﾀｶﾊｼ ﾋﾃﾞﾌﾐ

群⾺県 ALLEGRO

408

1703401 中島 直哉

ﾅｶｼﾞﾏ ﾅｵﾔ

群⾺県 イナーメ信濃⼭形-EFT

412

1600593 ⼩池 泰樹

ｺｲｹ ﾔｽｷ

茨城県 ＷＥ ＬＯＶＥ Ｏ２

414

1600310 ⻄井上 優作

ﾆｼｲｶﾞﾐ ﾕｳｻｸ

茨城県 ＷＥ ＬＯＶＥ Ｏ２

419

1801158 ⻄岡 ⻯之介

ﾆｼｵｶ ﾘｭｳﾉｽｹ

東京都 VENTOS FRECCIA

426

1800231 ⽵内 遼

ﾀｹｳﾁ ﾘｮｳ

埼⽟県 EXTENDED VAX SAYAMA

431

1100175 北野 圭⼆

ｷﾀﾉ ｹｲｼﾞ

北海道 NSR

433

1600380 ⼊江 達也

ｲﾘｴ ﾀﾂﾔ

栃⽊県 FM730

435

1700553 清⽔ 晃⽣

ｼﾐｽﾞ ｱｷｵ

栃⽊県 FM730

438

1100547 坂⼤ 恵太

ﾊﾞﾝﾀﾞｲ ｹｲﾀ

新潟県 F(t)麒麟⼭ Racing

442

1800073 橋岡 宏茂

ﾊｼｵｶ ﾋﾛｼ

愛知県 KINAN AACA

444

1402287 井上 陽⼆郎

ｲﾉｳｴ ﾖｳｼﾞﾛｳ

東京都 GYOTOKU TEAM OF RACING

448

1601966 ⽥坂 圭吾

ﾀｻｶ ｹｲｺﾞ

埼⽟県 グランディヴェルレーシングチーム

450

1702967 中村 元紀

ﾅｶﾑﾗ ﾓﾄｷ

埼⽟県 グランディヴェルレーシングチーム

455

1700697 ⾦井 優

ｶﾅｲ ﾕｳ

千葉県 サイクルフリーダム・レーシング

459

1800027 三⾓ 泰史

ﾐｽﾐ ﾔｽﾉﾌﾞ

埼⽟県 サイタマサイクルプロジェクト

462

1600397 宮森 隆幸

ﾐﾔﾓﾘ ﾀｶﾕｷ

栃⽊県 彩北ツブラーゼ

465

1800424 加瀬 泰介

ｶｾ ﾀｲｽｹ

東京都 サンクスサイクルラボ

468

1800117 仲

473

1700707 ⼭賀 裕太

⺠善

ﾅｶ

ﾀﾐﾖｼ

東京都 サンクスサイクルラボ

ﾔﾏｶﾞ ﾕｳﾀ

東京都 Squadra di LAVORANTE

478

1101595 藤澤 浩

ﾌｼﾞｻﾜ ﾋﾛｼ

栃⽊県 ＳＵＢＡＲＵ Cycling Team

481

1800364 越坂 育英

ｺｼｻﾞｶ ｲｸﾋﾃﾞ

静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

484

1502111 相原 晴⼀朗

ｱｲﾊﾗ ｾｲｲﾁﾛｳ

神奈川 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ

492

1601277 ⿊沢 昌弘

ｸﾛｻﾜ ﾏｻﾋﾛ

千葉県 Swacchi Test Team

494

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

499

1700275 渡邉 敏

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾄｼ

神奈川 Team ARI

501

1800593 國本 幸太

ｸﾆﾓﾄ ｺｳﾀ

東京都 チーム・ウォークライド

504

1600256 ⽥中 ⼤介

ﾀﾅｶ ﾀﾞｲｽｹ

東京都 Team CUORE

506

1800571 ⼩松 隼

ｺﾏﾂ ｼﾞｭﾝ

静岡県 TEAM ZERO

513

1702881 中澤 賢太朗

ﾅｶｻﾞﾜ ｹﾝﾀﾛｳ

⽯川県 TEAM MODENA

518

1700683 吉⽥ 健太郎

ﾖｼﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ

群⾺県 TRC PANAMAREDS

520

1703532 須藤 ⼤喜

ｽﾄﾞｳ ﾀﾞｲｷ

愛知県 DESTRA

522

1703534 ⼭⽥ 晴⼤

ﾔﾏﾀﾞ ﾊﾙﾋﾛ

愛知県 DESTRA

530

1800654 ⾼⽊ 駿

ﾀｶｷﾞ ｼｭﾝ

神奈川 HAMMER!!BROS

532

1800823 栗林 哲也

ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾃﾂﾔ

富⼭県 バルバレーシングクラブ

534

1702425 中盛 ⼤地

ﾅｶﾓﾘ ﾀﾞｲﾁ

富⼭県 バルバレーシングクラブ

536

1502531 松井 ⼤地

ﾏﾂｲ ﾀﾞｲﾁ

富⼭県 バルバレーシングクラブ

538

1700513 柳瀬 悠理

ﾔﾅｾ ﾕｳﾘ

富⼭県 バルバレーシングクラブ

540

1700701 ⾅倉 健⼀

ｳｽｸﾗ ｹﾝｲﾁ

千葉県 BMレーシングZUNOW

543

1000211 ⾺場 克⾏

ﾊﾞﾊﾞ ｶﾂﾕｷ

神奈川 HIRAKO.mode

547

1401122 平澤 輝⼀

ﾋﾗｻﾜ ｷｲﾁ

静岡県 フィッツ

549

1800097 ⽟仙 健⼀

ｷﾞｮｸｾﾝ ｹﾝｲﾁ

神奈川 FORCE

551

1600117 ⼟⽥ 拓幸

ﾂﾁﾀﾞ ﾀｸﾕｷ

富⼭県 ＢＲＩＤＬＥＲ JD共済 OZ

556

1703207 沼⽥ 航輝

ﾇﾏﾀ ｺｳｷ

栃⽊県 ブラウ・ブリッツェン

563

1800497 吉⽥ 優⽃

ﾖｼﾀﾞ ﾕｳﾄ

岩⼿県 ブラウ・ブリッツェン

565

1502774 四家 弘貴

ｼｹ ﾋﾛｷ

茨城県 FLECHA

569

1800383 ⿊川 学

ｸﾛｶﾜ ﾏﾅﾌﾞ

栃⽊県 Honda 栃⽊ JET

574

1800034 John Tysome

ｼﾞｮﾝ ﾀｲｿﾑ

東京都 MIVRO

576

1600008 ⾼⼭ 秀樹

ﾀｶﾔﾏ ﾋﾃﾞｷ

⼤阪府 MUUR

581

1601606 佐藤 ⽂明

ｻﾄｳ ﾌﾐｱｷ

東京都 Rapha Cycling Club

583

1800065 宮本 浩志

ﾐﾔﾓﾄ ﾋﾛｼ

東京都 Rapha Cycling Club

585

1800394 増⾕ 優太郎

ﾏｽﾔ

静岡県 Leap Hamamatsu Cycling Team

ﾕｳﾀﾛｳ
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588

1800110 ⾼⾒澤 海⼈

ﾀｶﾐｻﾜ ｶｲﾄ

東京都 Roppongi Express

593

1800241 鵜澤 慶徳

ｳｻﾞﾜ ﾖｼﾉﾘ

千葉県 湾岸サイクリング・ユナイテッド

595

1703543 吉⽥ 悠之介

ﾖｼﾀﾞ ﾕｳﾉｽｹ

埼⽟県 AutoBahnGotemba

597

0701339 吉浦 満

ﾖｼｳﾗ ﾐﾂﾙ

⼭⼝県 岩井商会レーシング

599

1702060 中村 渉

ﾅｶﾑﾗ ｼｮｳ

栃⽊県 FM730

601

1800661 遠藤 裕太

ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾀ

福島県 郡⼭サイクルフレンズ

603

1800330 宮本 ⼀輝

ﾐﾔﾓﾄ ｶｽﾞｷ

千葉県 サイクルフリーダム・レーシング

605

1701129 ⼩澤 拓⼈

ｵｻﾞﾜ ﾀｸﾄ

東京都 たかだフレンドレーシング

607

1800217 柿澤 謙太朗

ｶｷｻﾜ ｹﾝﾀﾛｳ

静岡県 TEAM ZERO

609

1800413 福重 成⼀

ﾌｸｼｹﾞ ｾｲｲﾁ

静岡県 TEAM ZERO

611

1703336 飯塚 和弘

ｲｲﾂﾞｶ ｶｽﾞﾋﾛ

埼⽟県 チバポンズ

613

1800402 福⽥ ⼤成

ﾌｸﾀﾞ ﾀｲｾｲ

群⾺県 TRC PANAMAREDS

615

1700544 加藤 征樹

ｶﾄｳ ﾏｻｷ

栃⽊県 夏草サイクリングチーム

617

1500713 鈴⽊ 進之介

ｽｽﾞｷ ｼﾝﾉｽｹ

千葉県 BMレーシングZUNOW

619

1500712 ⼭路 幸洋

ﾔﾏｼﾞ ﾕｷﾋﾛ

千葉県 BMレーシングZUNOW

621

1100842 ⾼橋 翔

ﾀｶﾊｼ ｶｹﾙ

⻑野県 B-SOUL

623

1400147 廣勢 翔太

ﾋﾛｾ ｼｮｳﾀ

愛媛県 Blanche Racing Team

625

1800382 鵜飼 洋平

ｳｶｲ ﾖｳﾍｲ

栃⽊県 Honda 栃⽊ JET

627

1501724 佐藤 壽晃

ｻﾄｳ ﾄｼｱｷ

茨城県 Unity

629

1600393 ⿊澤 章雄

ｸﾛｻﾜ ﾉﾘｵ

栃⽊県 RIDE Freaks

631

1800557 相楽 誠

ｻｶﾞﾗ ﾏｺﾄ

東京都 Rapha Cycling Club

633

1800118 森本 博樹

ﾓﾘﾓﾄ ﾋﾛｷ

東京都 Rapha Cycling Club

635

9700528 横⽥ 正美

ﾖｺﾀ ﾏｻﾐ

栃⽊県 ﾘﾍﾞﾙﾀｽTOCHIGI BICYCLE CLUB
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