第28回JBCF舞洲クリテリウム
【クラスタ：Ｅ1レースレーティング：Ｂ】99名
No.

ID
選手名
101 1000463 石井 祥平

ｶﾅ
ｲｼｲ ｼｮｳﾍｲ

2018.04.02
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 1600260 海老名 歩

ｴﾋﾞﾅ ｱﾕﾑ

東京都 アーティファクトレーシングチーム

103 1300056 比護 任

ﾋｺﾞ ｱﾀﾙ

大阪府 イナーメ信濃山形-EFT

104 9700734 井上 登士哉

ｲﾉｳｴ ﾄｼﾔ

愛媛県 VC VELOCE

105 0500349 井上 人志

ｲﾉｳｴ ﾋﾄｼ

滋賀県 VC VELOCE

106 0800194 上田 貴史

ｳｴﾀﾞ ﾀｶｼ

大阪府 VC VELOCE

107 1500068 小原 洋未

ｵﾊﾗ ﾋﾛﾐ

大阪府 VC VELOCE

108 0900099 加藤 浩生

ｶﾄｳ ﾋﾛｵ

大阪府 VC VELOCE

109 9701872 近藤 智彦

ｺﾝﾄﾞｳ ﾄﾓﾋｺ

大阪府 VC VELOCE

111 1501497 皿谷 宏人

ｻﾗｶﾞｲ ﾋﾛﾄ

広島県 エキップ

ティラン

112 1502726 松浦 正己

ﾏﾂｳﾗ ﾏｻｷ

広島県 エキップ

ティラン

113 1300268 東 智博

ﾋｶﾞｼ ﾄﾓﾋﾛ

東京都 MKⅢ

114 0301731 金田 一

ｶﾈﾀﾞ ﾊｼﾞﾒ

茨城県 OYAMA STARPLEX

115 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

116 1201243 吉田 優一

ﾖｼﾀﾞ ﾕｳｲﾁ

奈良県 ZAS

117 1500414 谷口 勝

ﾀﾆｸﾞﾁ ｼｮｳ

大阪府 CWASPアタリ前田

118 1602598 玉田 旭

ﾀﾏﾀﾞ ｱｷﾗ

大阪府 CWASPアタリ前田

120 1402214 藤田 隼也

ﾌｼﾞﾀ ｼﾞｭﾝﾔ

大阪府 ZIPPY CYCLE CLUB

121 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

123 1601918 中村 永

ﾅｶﾑﾗ ﾊﾙｶ

静岡県 Squadra di LAVORANTE

124 0400358 鈴木 大忠

ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾀﾀﾞ

群馬県 ＳＵＢＡＲＵ Cycling Team

125 1500885 塩澤 魁

ｼｵｻﾞﾜ ｶｲ

愛知県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

126 0900006 杉原 和剛

ｽｷﾞﾊﾗ ｶｽﾞﾋｻ

静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

127 0001593 杉本 敦志

ｽｷﾞﾓﾄ ｱﾂｼ

静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

129 9901846 大倉 健一

ｵｵｸﾗ ｹﾝｲﾁ

東京都 セオレーシング

130 1200035 三上 勇輝

ﾐｶﾐ ﾕｳｷ

大阪府 SAUCE DEVELOPMENT

131 1501770 岩本 克也

ｲﾜﾓﾄ ｶﾂﾔ

山口県 Team UKYO Reve

132 0900367 隅原 秀年

ｽﾐﾊﾗ ﾋﾃﾞﾄｼ

大阪府 チーム スクアドラ

133 1600502 宮本 訓寛

ﾐﾔﾓﾄ ｸﾆﾋﾛ

大阪府 チーム スクアドラ

134 1500026 山本 淳史

ﾔﾏﾓﾄ ｱﾂｼ

大阪府 チーム スクアドラ

136 1500173 中川 泰我

ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｲｶﾞ

広島県 Team Kermis Cross

137 1301684 廣本 凌也

ﾋﾛﾓﾄ ﾘｮｳﾔ

広島県 Team Kermis Cross

138 1301690 藤野 竜弥

ﾌｼﾞﾉ ﾀﾂﾔ

広島県 Team Kermis Cross

139 1100638 山岡 健人

ﾔﾏｵｶ ｹﾝﾄ

愛媛県 TEAM LUPPI

140 1201709 川瀬 章史

ｶﾜｾ ｱｷﾌﾐ

愛知県 DESTRA

141 0000251 佐々木 健

ｻｻｷ ﾀｹｼ

愛知県 天狗党

145 0600048 奥野 浩和

ｵｸﾉ ﾋﾛｶｽﾞ

大阪府 ナカガワＡＳ・Ｋ’デザイン

146 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

147 1501424 菅谷 照生

ｽｶﾞﾔ ﾃﾙｷ

山梨県 なるしまフレンド

148 1600007 橋本 陽介

ﾊｼﾓﾄ ﾖｳｽｹ

大阪府 ネクストリーム・うどん虹や

149 1500309 森川 晃行

ﾓﾘｶﾜ ｱｷﾕｷ

奈良県 ネクストリーム・うどん虹や

150 1501960 村井 寛

ﾑﾗｲ ﾋﾛｼ

大阪府 パナソニックレーシング

151 1201705 中屋 貴義

ﾅｶﾔ ﾀｶﾖｼ

高知県 パラティアムTOKYO

152 0001623 坂本 恵一

ｻｶﾓﾄ ｹｲｲﾁ

大阪府 BC.ANELLO
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Racing

153 1000397 清水 洋一

ｼﾐｽﾞ ﾖｳｲﾁ

東京都 FAST LANE Racing

154 1000071 古屋 穂高

ﾌﾙﾔ ﾎﾀﾞｶ

神奈川 FAST LANE Racing

155 1500192 白井 真人

ｼﾗｲ ﾏｻﾄ

東京都 FORCE

156 1400141 長妻 暁

ﾅｶﾞﾂﾏ ｱｷﾗ

神奈川 FORCE

157 1600244 野口 泰

ﾉｸﾞﾁ ﾔｽｼ

東京都 FORCE

158 1600278 御堂 力哉

ﾐﾄﾞｳ ﾘｷﾔ

東京都 FORCE

159 1602688 森栄 晃彦

ﾓﾘｻｶ ｱｷﾋｺ

岡山県 FORCE

160 1500217 八幡 光哉

ﾔﾊﾀ ﾐﾂﾔ

東京都 FORCE

162 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

163 1500813 堀田 耕司

ﾎｯﾀ ｺｳｼﾞ

愛知県 BREZZA-KAMIHAGI

164 0901303 亀岡 晋也

ｶﾒｵｶ ｼﾝﾔ

愛媛県 masahikomifune.com CyclingTeam

165 0300335 松並 俊雄

ﾏﾂﾅﾐ ﾄｼｵ

大阪府 masahikomifune.com CyclingTeam

167 1400047 菅谷 修

ｽｶﾞﾔ ｵｻﾑ

東京都 MIVRO

168 1101235 森 智大

ﾓﾘ ﾄﾓﾋﾛ

徳島県 M.I.M

170 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

171 0200369 熊本 大五郎

ｸﾏﾓﾄ ﾀﾞｲｺﾞﾛｳ

兵庫県 八ヶ岳 CYCLING CLUB

173 1000714 佐々木 暖

ｻｻｷ ﾀﾞﾝ

奈良県 EURO-WORKS Racing

174 1100076 角田 光隆

ｽﾐﾀﾞ ﾐﾂﾀｶ

奈良県 EURO-WORKS Racing

175 1100087 田中 信行

ﾀﾅｶ ﾉﾌﾞﾕｷ

奈良県 EURO-WORKS Racing

176 1600095 前村 悟

ﾏｴﾑﾗ ｻﾄﾙ

兵庫県 Life Ride

177 9700503 小口 英之

ｺｸﾞﾁ ﾋﾃﾞﾕｷ

栃木県 ﾘﾍﾞﾙﾀｽTOCHIGI BICYCLE CLUB

178 0300866 渡邉 正光

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾐﾂ

福島県 LinkTOHOKU

179 0800224 川原 建太郎

ｶﾜﾊﾗ ｹﾝﾀﾛｳ

東京都 Ｙ’ｓ Ｒｏａｄ

180 1201601 鈴木 克明

ｽｽﾞｷ ｶﾂｱｷ

埼玉県 Ｙ’ｓ Ｒｏａｄ

181 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

182 1100274 藤田 耕志

ﾌｼﾞﾀ ﾀｶｼ

大阪府 VC VELOCE

183 1500397 堀川 滉太

ﾎﾘｶﾜ ｺｳﾀ

岡山県 関西高等学校

184 0901458 尾形 尚紀

ｵｶﾞﾀ ﾅｵｷ

埼玉県 サイタマサイクルプロジェクト

185 1400079 島田 英樹

ｼﾏﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ

大阪府 Ｓａｋａｔａｎｉ Ｒａｃｉｎｇ

186 1001777 伊藤 晋一

ｲﾄｳ ｼﾝｲﾁ

神奈川 G.S.POSITIVO

187 0300357 一色 寛之

ｲｯｼｷ ﾋﾛﾕｷ

京都府 CIERVO NARA ELITE

188 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

189 0500055 藤岡 徹也

ﾌｼﾞｵｶ ﾃﾂﾔ

兵庫県 シルベスト スタッフチーム

190 9700753 作田 大祐

ｻｸﾀ ﾀﾞｲｽｹ

愛知県 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ

191 0801314 高橋 真吾

ﾀｶﾊｼ ｼﾝｺﾞ

東京都 SAUCE DEVELOPMENT

192 1600606 長谷川 彰浩

ﾊｾｶﾞﾜ ｱｷﾋﾛ

東京都 Team UKYO Reve

193 1100565 宮田 久生

ﾐﾔﾀ ﾋｻｵ

広島県 Team UKYO Reve

194 1500025 佐藤 友飛

ｻﾄｳ ﾕｳﾄ

大阪府 チーム スクアドラ

195 0701435 谷岡 駿

ﾀﾆｵｶ ｼｭﾝ

大阪府 チーム スクアドラ

196 1100271 二川 和成

ﾆｶﾜ ｶｽﾞﾅﾘ

大阪府 チーム スクアドラ

197 9701689 福田 透

ﾌｸﾀﾞ ﾄｵﾙ

滋賀県 ナカガワＡＳ・Ｋ’デザイン

198 1602529 白崎 剛

ｼﾗｻｷ ﾂﾖｼ

福井県 バルバレーシングクラブ

199 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

200 1200080 加藤 周作

ｶﾄｳ ｼｭｳｻｸ

神奈川 FAST LANE Racing

201 1300050 村田 修

ﾑﾗﾀ ｵｻﾑ

大阪府 FortunaTredici

202 1001917 小林 孝臣

ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶｵﾐ

和歌山 ミルキーウェイ和歌山

203 1700849 長谷川 裕之

ﾊｾｶﾞﾜ ﾋﾛﾕｷ

和歌山 ミルキーウェイ和歌山
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204 1000285 背戸 貴之

ｾﾄ ﾀｶｼ

大阪府 EURO-WORKS Racing

205 1201366 宮地 孝行

ﾐﾔﾁ ﾀｶﾕｷ

大阪府 EURO-WORKS Racing

206 1001922 森 俊夫

ﾓﾘ ﾄｼｵ

奈良県 EURO-WORKS Racing

207 1702045 金子 隆亮

ｶﾈｺ ﾘｭｳｽｹ

大阪府 Rapha Cycling Club

208 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

209 1500253 石塚 将人

ｲｼﾂﾞｶ ﾏｻﾄ

千葉県 湾岸サイクリング・ユナイテッド

210 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

211 1100461 湯浦 裕貴

ﾕｳﾗ ﾔｽﾀｶ

愛知県 イナーメ信濃山形-EFT
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第28回JBCF舞洲クリテリウム
【クラスタ：Ｅ2レースレーティング：Ｃ】118名

43192

No.

ID
選手名
301 1700517 篠田 淳史

ｶﾅ
ｼﾉﾀﾞ ｱﾂｼ

登録地
ﾁｰﾑ名
愛知県 イナーメ信濃山形-EFT

304 0800652 辻 邦浩

ﾂｼﾞ ｸﾆﾋﾛ

京都府 VC VELOCE

305 1700532 藤家 広大

ﾄｳｹ ｺｳﾀﾞｲ

栃木県 OYAMA STARPLEX

306 1600693 荒木 樹

ｱﾗｷ ﾀﾂﾞﾙ

石川県 ケッヘルブイシースプートニク

307 9802045 宮川 淳

ﾐﾔｶﾜ ｼﾞｭﾝ

石川県 ケッヘルブイシースプートニク

309 1000051 武平 純一

ﾀｹﾋﾗ ｼﾞｭﾝｲﾁ

大阪府 Ｓａｋａｔａｎｉ Ｒａｃｉｎｇ

310 1100015 伊藤 隆久

ｲﾄｳ ﾀｶﾋｻ

滋賀県 ZAS

Racing

311 1300132 河内 博行

ｶﾜﾁ ﾋﾛﾕｷ

大阪府 ZAS

Racing

313 1400352 村山 司

ﾑﾗﾔﾏ ﾂｶｻ

奈良県 ZAS

Racing

314 1200585 田川 寛明

ﾀｶﾞﾜ ﾋﾛｱｷ

大阪府 CWASPアタリ前田

315 1500029 武中 研太

ﾀｹﾅｶ ｹﾝﾀ

大阪府 CWASPアタリ前田

316 1700020 前田 堅一朗

ﾏｴﾀﾞ ｹﾝｲﾁﾛｳ

大阪府 CWASPアタリ前田

318 0800023 和田山 尚史

ﾜﾀﾞﾔﾏ ﾀｶﾌﾐ

大阪府 侵略！！！

319 0800172 土屋 尚友

ﾂﾁﾔ ﾋｻﾄﾓ

埼玉県 SQUADRA CORSE cicli HIDE

320 1300023 江口 宗光

ｴｸﾞﾁ ﾑﾈﾐﾂ

静岡県 Squadra di LAVORANTE

321 1701249 岡本 康平

ｵｶﾓﾄ ｺｳﾍｲ

大阪府 STING MONEY

324 1402317 有益 伸一

ｱﾘﾏｽ ｼﾝｲﾁ

神奈川 SAUCE DEVELOPMENT

325 1500603 森本 玄達

ﾓﾘﾓﾄ ﾋﾛﾐﾁ

岡山県 SAUCE DEVELOPMENT

326 1800333 小林 亮

ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳ

兵庫県 soleil de lest

327 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

328 1300141 東 健司

ﾋｶﾞｼ ｹﾝｼﾞ

神奈川 竹芝サイクルレーシング

329 1700039 松原 陸

ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾘｸ

広島県 Team UKYO Reve

330 1700657 中田 圭亮

ﾅｶﾀ ｹｲｽｹ

大阪府 TEAM

333 1400295 大森 健一

ｵｵﾓﾘ ｹﾝｲﾁ

広島県 Team Kermis Cross

334 1602057 河野 仁

ｺｳﾉ ﾋﾄｼ

長野県 チャクボタレーシング

335 1200418 小暮 貴士

ｺｸﾞﾚ ﾀｶｼ

愛知県 DESTRA

336 1200314 小南 友和

ｺﾐﾅﾐ ﾄﾓｶｽﾞ

愛知県 DESTRA

337 1100431 二俣 雄哉

ﾌﾀﾏﾀ ﾕｳﾔ

愛知県 DESTRA

338 9702903 樫脇 哲也

ｶｼﾜｷ ﾃﾂﾔ

徳島県 ナカガワＡＳ・Ｋ’デザイン

339 1600015 石井 和明

ｲｼｲ ｶｽﾞｱｷ

兵庫県 Nasu Fan Club

340 1000007 林 岳

ﾊﾔｼ ﾀｶｼ

大阪府 Nasu Fan Club

341 1402369 上原 嗣則

ｳｴﾊﾗ ﾂｸﾞﾉﾘ

東京都 なるしまフレンド

342 0400052 前川 元

ﾏｴｶﾜ ﾊｼﾞﾑ

兵庫県 BC.ANELLO

343 0701060 増田 輝之

ﾏｽﾀﾞ ﾃﾙﾕｷ

千葉県 FAST LANE Racing

344 1600888 大澤 昌輝

ｵｵｻﾜ ﾏｻｷ

愛知県 BREZZA-KAMIHAGI

345 1400291 渡部 譲二

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｮｳｼﾞ

広島県 voyAge cycling team

346 9701965 山田 哲志

ﾔﾏﾀﾞ ｻﾄｼ

大阪府 本町クラブ

347 0700612 中野 政彦

ﾅｶﾉ ﾏｻﾋｺ

大阪府 masahikomifune.com CyclingTeam

349 1400276 小林 慎也

ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾝﾔ

兵庫県 モジュマ エリアゼロナナゴ

350 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

351 1200445 岡本 順

ｵｶﾓﾄ ｼﾞｭﾝ

山口県 山口県自転車競技連盟・GRP

352 1702976 中森 雅人

ﾅｶﾓﾘ ﾏｻﾄ

大阪府 EURO-WORKS Racing

353 1600099 松井 克多

ﾏﾂｲ ﾖｼｶｽﾞ

兵庫県 Life Ride

all out

354 1700028 Eisenmenger Jason ｱｲｾﾞﾝﾐﾝｶﾞｰ ｼﾞｪｲｿﾝ 沖縄県 Rapha Cycling Club
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355 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

356 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

357 1600257 野口 直也

ﾉｸﾞﾁ ﾅｵﾔ

東京都 湾岸サイクリング・ユナイテッド

358 0600524 森 一馬

ﾓﾘ ｶｽﾞﾏ

和歌山 AVANT GARDE

359 1700612 田中 兼太郎

ﾀﾅｶ ｹﾝﾀﾛｳ

東京都 ＶＩＶＡ☆ＺＡＰＰＥＩ極

360 1200390 石井 智

ｲｼｲ ﾄﾓ

大阪府 VC VELOCE

361 0800384 小川 洸

ｵｶﾞﾜ ﾋｶﾙ

京都府 VC VELOCE

362 0500351 鎌谷 哲也

ｶﾏﾀﾆ ﾃﾂﾔ

大阪府 VC VELOCE

363 1301620 浜田 健志

ﾊﾏﾀﾞ ｹﾝｼﾞ

大阪府 VC VELOCE

364 1100453 山野井 哲実

ﾔﾏﾉｲ ｻﾄﾐ

大阪府 VC VELOCE

365 1800722 鹿内 勇佑

ｼｶﾅｲ ﾕｳｽｹ

広島県 eNShare Cycling Team

366 0300650 山口 忠行

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾀﾞﾕｷ

広島県 eNShare Cycling Team

367 1402394 広瀬 竜太

ﾋﾛｾ ﾘｭｳﾀ

京都府 CLOUD 9ers

368 0000334 有澤 広昭

ｱﾘｻﾜ ﾋﾛｱｷ

兵庫県 グランデパール播磨

369 0300063 内藤 啓一郎

ﾅｲﾄｳ ｹｲｲﾁﾛｳ

兵庫県 グランデパール播磨

370 0000312 数元 彰

ｽﾓﾄ ｱｷﾗ

大阪府 Ｓａｋａｔａｎｉ Ｒａｃｉｎｇ

371 1200241 紺谷 龍生

ｺﾝﾀﾆ ﾀﾂｵ

京都府 ZAS

Racing

372 1100081 高塚 武彦

ﾀｶﾂｶ ﾀｹﾋｺ

大阪府 ZAS

Racing

373 1100282 前田 真吾

ﾏｴﾀﾞ ｼﾝｺﾞ

大阪府 ZAS

Racing

374 1400043 戸梶 創

ﾄｶｼﾞ ﾊｼﾞﾒ

大阪府 CWASPアタリ前田

375 1300266 本田 博

ﾎﾝﾀﾞ ﾋﾛｼ

大阪府 CWASPアタリ前田

376 1400073 水田 昌宏

ﾐｽﾞﾀ ﾏｻﾋﾛ

大阪府 CWASPアタリ前田

377 9900005 中島 雅央

ﾅｶｼﾞﾏ ﾏｻｵ

大阪府 シマノドリンキング

378 0800487 山下 秀剛

ﾔﾏｼﾀ ﾋﾃﾞﾀｶ

三重県 スポルテック

379 0500817 柚木 政範

ﾕｳﾉｷ ﾏｻﾉﾘ

三重県 スポルテック

380 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

381 1201092 今井 章雄

ｲﾏｲ ｱｷｵ

岡山県 SAUCE DEVELOPMENT

382 1600352 服平 和樹

ﾌｸﾍﾞ ｶｽﾞｷ

大分県 SAUCE DEVELOPMENT

383 1700474 芦田 勇樹

ｱｼﾀﾞ ﾕｳｷ

兵庫県 soleil de lest

384 1100305 磯田 竜介

ｲｿﾀﾞ ﾘｭｳｽｹ

香川県 Tyrell Kagawa Racing

385 0500433 加藤 俊介

ｶﾄｳ ｼｭﾝｽｹ

香川県 Tyrell Kagawa Racing

386 1502521 磯田 友賀

ｲｿﾀﾞ ﾄﾓｶｽﾞ

京都府 TEAM

387 0700204 大原 勇生

ｵｵﾊﾗ ﾕｳｷ

大阪府 チーム スクアドラ

388 1700535 田中 実

ﾀﾅｶ ﾐﾉﾙ

大阪府 チーム スクアドラ

389 1400544 抽冬 充央

ﾇｸﾄｳ ｱﾂｵ

大阪府 チーム スクアドラ

390 0500746 涌本 正樹

ﾜｸﾓﾄ ﾏｻｷ

滋賀県 チーム スクアドラ

391 0101035 三田 雅之

ﾐﾀ ﾏｻﾕｷ

大阪府 TEAM☆ルパン・ttm

392 1300064 酒井 一真

ｻｶｲ ｶｽﾞﾏ

大阪府 チーム

アベノバ

393 0500076 伊勢 洋人

ｲｾ ﾋﾛﾄ

大阪府 チーム

ＷＥＡＥＫＥＮＤ

394 0800254 石津 佳也

ｲｼﾂﾞ ﾖｼﾅﾘ

奈良県 Team まんま

395 1301727 内丸 達也

ｳﾁﾏﾙ ﾀﾂﾔ

愛知県 DESTRA

396 1700578 一丸 裕介

ｲﾁﾏﾙ ﾕｳｽｹ

徳島県 徳島サイクルレーシング

397 1600561 西野 雅文

ﾆｼﾉ ﾏｻﾌﾐ

徳島県 徳島サイクルレーシング

398 9702438 宮本 泰典

ﾐﾔﾓﾄ ﾔｽﾉﾘ

徳島県 徳島サイクルレーシング

399 1700538 八木 健太

ﾔｷﾞ ｹﾝﾀ

高知県 徳島サイクルレーシング

400 1600120 山本 健太郎

ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝﾀﾛｳ

高知県 徳島サイクルレーシング

401 1600036 井清 大樹

ｲｾｲ ﾀﾞｲｷ

大阪府 TRAILBLAZER
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all out

402 1600019 久保田 航太

ｸﾎﾞﾀ ｺｳﾀ

大阪府 TRAILBLAZER

403 0210383 下村 英男

ｼﾓﾑﾗ ﾋﾃﾞｵ

大阪府 ナカガワＡＳ・Ｋ’デザイン

404 9702985 東畠 信行

ﾋｶﾞｼﾊﾞﾀ ﾉﾌﾞﾕｷ

大阪府 ナカガワＡＳ・Ｋ’デザイン

405 0700119 別府 敬司

ﾍﾞｯﾌﾟ ｹｲｼﾞ

大阪府 ナカガワＡＳ・Ｋ’デザイン

406 1000013 吉村 裕

ﾖｼﾑﾗ ﾕﾀｶ

大阪府 Nasu Fan Club

407 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

408 1400705 森野 裕太

ﾓﾘﾉ ﾕｳﾀ

山口県 ネクストリーム・うどん虹や

409 1000001 稲津 祐哉

ｲﾅﾂﾞ ﾕｳﾔ

兵庫県 HEART BEAT Racing 但馬

410 1201616 吉森 大晃

ﾖｼﾓﾘ ﾋﾛｱｷ

奈良県 Hakusei Cycling Team

411 1001649 伊藤 隼也

ｲﾄｳ ｼｭﾝﾔ

奈良県 パナソニックレーシング

412 0901548 海藤 稜馬

ｶｲﾄﾞｳ ﾘｮｳﾏ

山形県 パナソニックレーシング

413 0701108 古谷 勇輝

ﾌﾙﾀﾆ ﾕｳｷ

大阪府 パナソニックレーシング

414 0501388 奥田 瑛史

ｵｸﾀﾞ ｴｲｼﾞ

兵庫県 BC.ANELLO

415 1602429 川嶋 祐紀

ｶﾜｼﾏ ﾕｳｷ

和歌山 FortunaTredici

416 1400772 宮田 琢視

ﾐﾔﾀ ﾀｸﾐ

栃木県 ブラウ・ブリッツェン

417 0000379 冨久 健太郎

ﾄﾐﾋｻ ｹﾝﾀﾛｳ

岡山県 masahikomifune.com CyclingTeam

418 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

419 0900003 森川 恭徳

ﾓﾘｶﾜ ﾔｽﾉﾘ

静岡県 ミソノイレーシングチーム

420 1300478 三原 貴裕

ﾐﾊﾗ ﾀｶﾋﾛ

大阪府 MUUR

421 1601622 野間田 一浩

ﾉﾏﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ

和歌山 ミルキーウェイ和歌山

422 1700353 田中 龍太朗

ﾀﾅｶ ﾘｭｳﾀﾛｳ

京都府 モジュマ エリアゼロナナゴ

423 0001174 酒井 孝典

ｻｶｲ ｺｳｽｹ

大阪府 八ヶ岳 CYCLING CLUB

424 1502478 神野 悠作

ｼﾞﾝﾉ ﾕｳｻｸ

大阪府 八ヶ岳 CYCLING CLUB

425 1300125 石井 晋也

ｲｼｲ ｼﾝﾔ

奈良県 EURO-WORKS Racing

426 1501559 高橋 幸也

ﾀｶﾊｼ ﾕｷﾔ

神奈川 Racing CUBE

427 1200364 山田 陽一

ﾔﾏﾀﾞ ﾖｳｲﾁ

石川県 ケッヘルブイシースプートニク

428 1700036 早苗 拓海

ｻﾅｴ ﾀｸﾐ

広島県 エキップ
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501 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

502 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-EFT

503 1502449 山田 峻輝

ﾔﾏﾀﾞ ｼｭﾝｷ

大阪府 イナーメ信濃山形-EFT

505 1703288 高田 侑亮

ﾀｶﾀﾞ ﾕｳｽｹ

岐阜県 ＶＩＶＡ☆ＺＡＰＰＥＩ極

506 1600023 天野 弘章

ｱﾏﾉ ﾋﾛｱｷ

大阪府 VC VELOCE

508 1703353 植田 恒平

ｳｴﾀﾞ ｺｳﾍｲ

兵庫県 ウオズミサイクルレーシング

509 1702115 坂上 統

ｻｶｶﾞﾐ ｱﾂﾑ

兵庫県 ウオズミサイクルレーシング

510 1600694 遠田 武史

ﾄｵﾀﾞ ﾀｹｼ

石川県 ケッヘルブイシースプートニク

511 1800081 樋口 陽浩

ﾋｸﾞﾁ ｱｷﾋﾛ

石川県 ケッヘルブイシースプートニク

513 1400362 加塩 弘一

ｶｼｵ ｺｳｲﾁ

岐阜県 KOGMA Racing

514 1400066 松谷 一範

ﾏﾂﾀﾆ ｶｽﾞﾉﾘ

大阪府 シマノドリンキング

515 1800165 佐久間 亜蘭

ｻｸﾏ ｱﾗﾝ

埼玉県 SQUADRA CORSE cicli HIDE

517 1701460 壱岐 耕平

ｲｷ ｺｳﾍｲ

大阪府 STING MONEY

518 1700836 宮崎 竣

ﾐﾔｻﾞｷ ｼｭﾝ

大阪府 STING MONEY

519 1800028 佐藤 俊雄

ｻﾄｳ ﾄｼｵ

兵庫県 TEAM

all out

520 1800057 中村 将也

ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾔ

大阪府 TEAM

all out

522 1300385 古川 哲也

ﾌﾙｶﾜ ﾃﾂﾔ

大阪府 チーム

ＷＥＡＥＫＥＮＤ

525 1600345 重本 明彦

ｼｹﾞﾓﾄ ｱｷﾋｺ

山口県 Team Kermis Cross

526 1502742 川本 翔太

ｶﾜﾓﾄ ｼｮｳﾀ

広島県 チームブリヂストンサイクリング

527 1500519 福田 和晃

ﾌｸﾀﾞ ｶｽﾞｱｷ

愛知県 TeamRuedaNAGOYA

529 1700190 冨永 敬亮

ﾄﾐﾅｶﾞ ｹｲｽｹ

奈良県 奈良キタサイクル まほロバRC

530 1401106 岸本 亮祐

ｷｼﾓﾄ ﾘｮｳｽｹ

大阪府 ネクストリーム・うどん虹や

531 1501005 廣瀬 武人

ﾋﾛｾ ﾀｹﾄ

兵庫県 ネクストリーム・うどん虹や

532 1700026 中西 啓太

ﾅｶﾆｼ ｹｲﾀ

大阪府 パナソニックレーシング

534 1700035 花田 金之介

ﾊﾅﾀﾞ ｷﾝﾉｽｹ

大阪府 備北

535 1400869 塩谷 真一朗

ｼｵﾀﾆ ｼﾝｲﾁﾛｳ

大阪府 FortunaTredici

537 1600889 西川 徹

ﾆｼｶﾜ ﾄｵﾙ

愛知県 BREZZA-KAMIHAGI

538 1502209 佐合 海大

ｻｺﾞｳ ﾋﾛﾄ

岐阜県 名岐ベンド

539 1502208 佐合 真大

ｻｺﾞｳ ﾏｻﾄ

岐阜県 名岐ベンド

541 1700388 平井 貴志

ﾋﾗｲ ﾀｶｼ

山口県 山口県自転車競技連盟・GRP

542 1600517 清水 寧久

ｼﾐｽﾞ ﾔｽﾋｻ

奈良県 EURO-WORKS Racing

543 1800091 新井 秀人

ｱﾗｲ ﾋﾃﾞﾄ

兵庫県 Rapha Cycling Club

544 1300201 今井 明

ｲﾏｲ ｱｷﾗ

神奈川 Ｙ’ｓ Ｒｏａｄ

545 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

546 1602244 上妻 卓矢

ｺｳﾂﾞﾏ ﾀｸﾔ

京都府 AVANCE PLUS

547 1300770 田淵 昂

ﾀﾌﾞﾁ ｱｷﾗ

京都府 岩井商会レーシング

548 1700358 中林 翔

ﾅｶﾊﾞﾔｼ ｼｮｳ

愛知県 インパルス

549 1800085 池川 辰哉

ｲｹｶﾞﾜ ﾀﾂﾔ

大阪府 VC VELOCE

550 1700032 小林 洋平

ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｳﾍｲ

大阪府 VC VELOCE

551 9702064 布施 啓富

ﾌｾ ﾋﾛﾄﾐ

兵庫県 VC VELOCE

552 1300061 向井 聖二

ﾑｶｲ ｾｲｼﾞ

大阪府 VC VELOCE

553 1502748 小川 翔平

ｵｶﾞﾜ ｼｮｳﾍｲ

大阪府 velo club VENTO

554 JB18506 安藤 賢二

ｱﾝﾄﾞｳ ｹﾝｼﾞ

兵庫県 ウオズミサイクルレーシング
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555 1101124 武久 弘太

ﾀｹﾋｻ ｺｳﾀ

京都府 eNShare Cycling Team

556 1702933 奥田 直継

ｵｸﾀﾞ ﾅｵﾂｸﾞ

大阪府 大阪工業大学サイクリング部

557 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

558 1501605 岡田 洋明

ｵｶﾀﾞ ﾋﾛｱｷ

大阪府 関西大学Cycle Racing Team

559 1601917 熊谷 飛鳥

ｸﾏｶﾞｲ ｱｽｶ

大阪府 関西大学Cycle Racing Team

560 JB18632 池上 徹

ｲｹｶﾞﾐ ﾄｵﾙ

和歌山 KINAN AACA

561 1800073 橋岡 宏茂

ﾊｼｵｶ ﾋﾛｼ

愛知県 KINAN AACA

562 1800435 岸 央展

ｷｼ ﾋﾛﾉﾌﾞ

大阪府 Ｓａｋａｔａｎｉ Ｒａｃｉｎｇ

563 0800399 山本 裕明

ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛｱｷ

大阪府 Ｓａｋａｔａｎｉ Ｒａｃｉｎｇ

564 1703162 岡本 良

ｵｶﾓﾄ ﾘｮｳ

大阪府 CWASPアタリ前田

565 1800720 釜口 耀二朗

ｶﾏｸﾞﾁ ﾖｳｼﾞﾛｳ

大阪府 CWASPアタリ前田

566 1301462 駒崎 洋太

ｺﾏｻｷ ﾋﾛﾀｶ

京都府 ZIPPY CYCLE CLUB

567 0501277 湯浅 勉

ﾕｱｻ ﾂﾄﾑ

京都府 GIANT INTERNAL FELLOWS TEAM

568 1800601 藤本 一宏

ﾌｼﾞﾓﾄ ｶｽﾞﾋﾛ

大阪府 シルベスト スタッフチーム

569 1703398 山崎 徹

ﾔﾏｻﾞｷ ﾄｵﾙ

大阪府 シルベスト スタッフチーム

570 1701237 後藤 大輝

ｺﾞﾄｳ ﾀﾞｲｷ

大分県 SAUCE DEVELOPMENT

571 1502199 秦 幸宏

ﾊﾀ ﾕｷﾋﾛ

大阪府 SAUCE DEVELOPMENT

572 1600085 石井 久雄

ｲｼｲ ﾋｻｵ

兵庫県 soleil de lest

573 1300173 今村 和哉

ｲﾏﾑﾗ ｶｽﾞﾔ

兵庫県 soleil de lest

574 1400271 柿原 和貴

ｶｷﾊﾗ ｶｽﾞｷ

大阪府 soleil de lest

575 1800332 藤原 聖道

ﾌｼﾞﾜﾗ ｾｲﾄﾞｳ

兵庫県 soleil de lest

576 1700808 岡 正二郎

ｵｶ ｼｮｳｼﾞﾛｳ

沖縄県 TEAM OKINAWA

577 1700533 犬伏 輝斗

ｲﾇﾌﾞｾ ｷﾗﾄ

大阪府 チーム スクアドラ

578 1600501 小林 拓真

ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾏ

大阪府 チーム スクアドラ

579 0300682 樫尾 一知

ｶｼｵ ｲｯﾁ

兵庫県 チーム

ゼロ

ウノ

フロンティア

580 1700472 佐野 史和

ｻﾉ ﾌﾐｶｽﾞ

兵庫県 チーム

ゼロ

ウノ

フロンティア

581 0300697 角 玲央奈

ｽﾐ ﾚｵﾅ

兵庫県 チーム

ゼロ

ウノ

フロンティア

582 1600808 田中 典行

ﾀﾅｶ ﾉﾘﾕｷ

兵庫県 チーム

ゼロ

ウノ

フロンティア

583 1100120 大杉 豪

ｵｵｽｷﾞ ﾀｹｼ

大阪府 TEAM 闇練 MANA 大杉走輪

584 1800298 織田 裕之

ｵﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ

大阪府 TEAM 闇練 MANA 大杉走輪

585 1702105 稗田 正佳

ﾋｴﾀﾞ ﾏｻﾖｼ

大阪府 TEAM 闇練 MANA 大杉走輪

586 9702626 阿部 良之

ｱﾍﾞ ﾖｼﾕｷ

大阪府 チーム

アベノバ

587 1700727 佐藤 弘章

ｻﾄｳ ﾋﾛｱｷ

大阪府 チーム

アベノバ

588 1400388 横山 裕一

ﾖｺﾔﾏ ﾕｳｲﾁ

大阪府 チーム

アベノバ

589 1700709 齊木 秀和

ｻｲｷ ﾋﾃﾞｶｽﾞ

滋賀県 チームフライハイト

590 JB18129 宮内 健

ﾐﾔｳﾁ ﾀｹﾙ

京都府 チームフライハイト

591 1500650 高田 昌秀

ﾀｶﾀﾞ ﾖｼﾋﾃﾞ

奈良県 Team まんま

592 1702881 中澤 賢太朗

ﾅｶｻﾞﾜ ｹﾝﾀﾛｳ

石川県 TEAM MODENA

593 1703336 飯塚 和弘

ｲｲﾂﾞｶ ｶｽﾞﾋﾛ

埼玉県 チバポンズ

594 1800285 桐山 雄一

ｷﾘﾔﾏ ﾕｳｲﾁ

兵庫県 チバポンズ

595 0000134 滝山 信行

ﾀｷﾔﾏ ﾉﾌﾞﾕｷ

兵庫県 チバポンズ

596 1800268 三屋田 健介

ﾐﾔﾀ ｹﾝｽｹ

徳島県 徳島サイクルレーシング

597 1602670 池 侑樹

ｲｹ ﾕｳｷ

新潟県 TRAILBLAZER

598 1701390 伊丹 誠人

ｲﾀﾐ ﾏｻﾄ

大阪府 TRAILBLAZER

599 1301676 上羽 拓郎

ｳｴﾊﾞ ﾀｸﾛｳ

大阪府 TRAILBLAZER

600 1700369 小竹守 敦哉

ｺﾀｹﾓﾘ ｱﾂﾔ

岡山県 TRAILBLAZER

601 1600857 近藤 大稀

ｺﾝﾄﾞｳ ﾀﾞｲｷ

愛知県 TRAILBLAZER
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602 1602695 安井 誠治

ﾔｽｲ ｾｲｼﾞ

岐阜県 TRAILBLAZER

603 0200998 小賀野 晃

ｵｶﾞﾉ ｱｷﾗ

滋賀県 ナカガワＡＳ・Ｋ’デザイン

604 1600580 中野 智弘

ﾅｶﾉ ﾄﾓﾋﾛ

大阪府 ナカガワＡＳ・Ｋ’デザイン

605 0900194 宮崎 善彦

ﾐﾔｻﾞｷ ﾖｼﾋｺ

大阪府 ナカガワＡＳ・Ｋ’デザイン

606 1201702 宮本 福一

ﾐﾔﾓﾄ ﾌｸｲﾁ

高知県 ナカガワＡＳ・Ｋ’デザイン

607 1400859 上田 明

ｳｴﾀﾞ ｱｷﾗ

京都府 日本ろう自転車競技協会

608 1700869 中村 勝彦

ﾅｶﾑﾗ ｶﾂﾋｺ

石川県 日本ろう自転車競技協会

609 1502768 藤原 周司

ﾌｼﾞﾜﾗ ｼｭｳｼﾞ

大阪府 ネクストリーム・うどん虹や

610 1000011 藪脇 大輔

ﾔﾌﾞﾜｷ ﾀﾞｲｽｹ

兵庫県 HEART BEAT Racing 但馬

611 0301073 池浦 雄一

ｲｹｳﾗ ﾕｳｲﾁ

大阪府 パナソニックレーシング

612 1401067 町田 龍士

ﾏﾁﾀﾞ ﾕｭｳｼﾞ

大阪府 パナソニックレーシング

613 1601945 福島 寛史

ﾌｸｼﾏ ﾋﾛｼ

岡山県 パラティアムTOKYO

614 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

615 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

616 1502755 金森 透

ｶﾅﾓﾘ ﾄｵﾙ

富山県 バルバレーシングクラブ

617 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

618 1703340 能口 和久

ﾉｸﾞﾁ ｶｽﾞﾋｻ

石川県 バルバレーシングクラブ

619 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

620 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

621 1602462 柳 神二郎

ﾔﾅｷﾞ ｼﾝｼﾞﾛｳ

福井県 バルバレーシングクラブ

622 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

623 1703526 柚原 悠人

ﾕｽﾞﾊﾗ ﾕｳﾄ

大阪府 VC AVANZARE

624 1703339 鎌田 晃輝

ｶﾏﾀﾞ ｺｳｷ

大阪府 VC FUKUOKA（エリート）

625 9800748 仲松 康太

ﾅｶﾏﾂ ﾔｽﾋﾛ

大阪府 VC FUKUOKA（エリート）

626 1401122 平澤 輝一

ﾋﾗｻﾜ ｷｲﾁ

静岡県 フィッツ

627 1800411 岩崎 礼緒

ｲﾜｻｷ ﾚｵ

和歌山 FortunaTredici

628 1800412 笠松 稜

ｶｻﾏﾂ ﾘｮｳ

和歌山 FortunaTredici

629 1401439 友利 誠一

ﾄﾓﾄｼ ｾｲｲﾁ

大阪府 FortunaTredici

630 1700367 細川 貴弘

ﾎｿｶﾜ ﾀｶﾋﾛ

岡山県 voyAge cycling team

631 1700752 岩田 祥眞

ｲﾜﾀ ｼｮｳﾏ

大阪府 MUUR

632 1600160 石井 宏幸

ｲｼｲ ﾋﾛﾕｷ

和歌山 ミルキーウェイ和歌山

633 1800193 北出 雅也

ｷﾀﾃﾞ ﾏｻﾔ

和歌山 ミルキーウェイ和歌山

634 1800192 谷 幸治

ﾀﾆ ｺｳｼﾞ

和歌山 ミルキーウェイ和歌山

635 1700354 城島 大樹

ｼﾞｮｳｼﾞﾏ ﾀﾞｲｷ

京都府 モジュマ エリアゼロナナゴ

636 1502711 田平 修三

ﾀﾋﾗ ｼｭｳｿﾞｳ

京都府 モジュマ エリアゼロナナゴ

637 9802484 植木 康文

ｳｴｷ ﾔｽﾌﾐ

山口県 山口県自転車競技連盟・GRP

638 0900752 窪 翼

ｸﾎﾞ ﾂﾊﾞｻ

愛知県 EURO-WORKS Racing

639 1501102 板敷 洋輔

ｲﾀｼﾞｷ ﾖｳｽｹ

徳島県 UNIVERS

640 1700323 坂本 恭平

ｻｶﾓﾄ ｷｮｳﾍｲ

京都府 UNIVERS

641 1702799 落合 拓郎

ｵﾁｱｲ ﾀｸﾛｳ

千葉県 Rapha Cycling Club

642 1800001 月本 将太

ﾂｷﾓﾄ ｼｮｳﾀ

大阪府 Rapha Cycling Club

643 1300091 浦久保 朋哉

ｳﾗｸﾎﾞ ﾄﾓﾔ

和歌山 LALPE KF RACING

644 1500805 間所 智幸

ﾏﾄﾞｺﾛ ﾄﾓﾕｷ

滋賀県 Ring×2 Cycling Team

645 1500687 宮本 悠平

ﾐﾔﾓﾄ ﾕｳﾍｲ

静岡県 Ring×2 Cycling Team
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第28回JBCF舞洲クリテリウム
【クラスタ：Ｆレースレーティング：Ｆ】23名
No.

ID

選手名

2018.04.02

701 0900635 合田 祐美子

ｶﾅ
ｺﾞｳﾀﾞ ﾕﾐｺ

登録地
ﾁｰﾑ名
岡山県 CORRIDORE BIORACER

702 1800071 久保田 夕夏

ｸﾎﾞﾀ ﾕｶ

大阪府 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

703 1800032 森本 保乃花

ﾓﾘﾓﾄ ﾎﾉｶ

大阪府 TEAM

704 1500022 安藤 奏子

ｱﾝﾄﾞｳ ｶﾅｺ

大阪府 チーム スクアドラ

705 1700729 伊藤 優以

ｲﾄｳ ﾕｲ

兵庫県 チーム

ゼロ

ウノ

フロンティア

706 1500188 原田 悦子

ﾊﾗﾀﾞ ｴﾂｺ

徳島県 チーム

ゼロ

ウノ

フロンティア

707 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

710 1502195 藤原 優子

ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｳｺ

兵庫県 EURO-WORKS Racing

711 1800035 小林 諒

ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳ

京都府 VC VELOCE

712 1402320 藤田 桃花

ﾌｼﾞﾀ ﾓﾓｶ

大阪府 VC VELOCE

713 1500393 中里 友香

ﾅｶｻﾞﾄ ﾕｶ

広島県 eNShare Cycling Team

714 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

715 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

716 1301696 大石 育子

ｵｵｲｼ ｲｸｺ

沖縄県 TEAM OKINAWA

717 1700537 宮本 奏穂

ﾐﾔﾓﾄ ｶﾅﾎ

大阪府 チーム スクアドラ

718 1502316 奥平 厚子

ｵｸﾀﾞｲﾗ ｱﾂｺ

兵庫県 チーム

ゼロ

ウノ

フロンティア

719 1402380 島袋 陽子

ｼﾏﾌﾞｸﾛ ﾖｳｺ

兵庫県 チーム

ゼロ

ウノ

フロンティア

720 1600018 堀江 みちこ

ﾎﾘｴ ﾐﾁｺ

大阪府 チーム

アベノバ

721 1100515 前島 律子

ﾏｴｼﾞﾏ ﾘﾂｺ

東京都 チバポンズ

722 1700029 喜多 智美

ｷﾀ ﾄﾓﾐ

大阪府 Hakusei Cycling Team

723 1700510 石中 葵

ｲｼﾅｶ ｱｵｲ

富山県 バルバレーシングクラブ

724 1100491 白崎 美由紀

ｼﾗｻｷ ﾐﾕｷ

福井県 バルバレーシングクラブ

725 0800153 宮田 菜摘

ﾐﾔﾀ ﾅﾂﾐ

岐阜県 フィトンチッドＲＴ
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all out

