第2回 JBCF ⼤⽥原クリテリウム
【クラスタ︓E3決勝1組】 72名 スタート時間 14︓20
ｶﾅ

2018.07.18

No.
304

ID
選⼿名
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

306

1700561 ⽯下 翔太

ｲｼｹﾞ ｼｮｳﾀ

栃⽊県 ブラウ・ブリッツェン

308

1800308 鈴⽊ 道也

ｽｽﾞｷ ﾐﾁﾔ

栃⽊県 ブラウ・ブリッツェン

310

1600414 新沼 颯

ﾆｲﾇﾏ ﾊﾔﾃ

栃⽊県 ブラウ・ブリッツェン

313

1800234 福⽥ ⿓⽣

ﾌｸﾀﾞ ﾘｭｳ

栃⽊県 ブラウ・ブリッツェン

315

1700564 茂⽊ ⼤⾶

ﾓﾃｷﾞ ﾋﾛﾄ

栃⽊県 ブラウ・ブリッツェン

318

1400147 廣勢 翔太

ﾋﾛｾ ｼｮｳﾀ

愛媛県 Blanche Racing Team

320

1600252 丸⼭ 英之

ﾏﾙﾔﾏ ﾋﾃﾞﾕｷ

東京都 BREZZA-KAMIHAGI

322

1000933 ⾦久保 諒三

ｶﾅｸﾎﾞ ﾘｮｳｿﾞｳ

東京都 サイクルフリーダム・レーシング

324

1500222 ⻫藤 茂

ｻｲﾄｳ ｼｹﾞﾙ

東京都 コムリン

327

1001775 宮⽥ 和幸

ﾐﾔﾀ ｶｽﾞﾕｷ

栃⽊県 エルニーニョ・ケンポク

329

1101124 武久 弘太

ﾀｹﾋｻ ｺｳﾀ

京都府 eNShare Cycling Team

332

1500117 ⼩澤 隆⾏

ｵｻﾞﾜ ﾀｶﾕｷ

埼⽟県 EXTENDED VAX SAYAMA

336

1700600 後藤 将之

ｺﾞﾄｳ ﾏｻﾕｷ

東京都 Ｔｅａｍ ＦＩＴＴＥ

338

1702127 池⽥ 海⽃

ｲｹﾀﾞ ｶｲﾄ

茨城県 FLECHA

341

1700545 ⼤岩 充

ｵｵｲﾜ ﾐﾂﾙ

栃⽊県 FM730

343

1702029 五⽉⼥ 智史

ｿｳﾄﾒ ｻﾄｼ

栃⽊県 FM730

345

1702060 中村 渉

ﾅｶﾑﾗ ｼｮｳ

栃⽊県 FM730

347

1800097 ⽟仙 健⼀

ｷﾞｮｸｾﾝ ｹﾝｲﾁ

神奈川 FORCE

349

1602675 渋⾕ ⼀⽃

ｼﾌﾞﾔ ｲｯﾄ

沖縄県 沖縄県⽴普天間⾼等学校

352

1800397 栗原 佑弥

ｸﾘﾊﾗ ﾕｳﾔ

埼⽟県 グランディヴェルレーシングチーム

355

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

358

1800370 阿部 昂平

ｱﾍﾞ ｺｳﾍｲ

栃⽊県 Honda 栃⽊ JET

361

1700540 菅⾕ 真⾏

ｽｶﾞﾔ ﾏｻﾕｷ

栃⽊県 Honda 栃⽊ JET

364

1800282 三橋 隼⼈

ﾐﾂﾊｼ ﾊﾔﾄ

栃⽊県 Honda 栃⽊ JET

369

1001244 宮⽥ ⼤

ﾐﾔﾀ ﾀﾞｲ

東京都 ⽇本ろう⾃転⾞競技協会

372

1800322 野⼝ 清成

ﾉｸﾞﾁ ｷﾖﾅﾘ

⻑野県 快レーシング

374

1100545 ⾕ 直亮

ﾀﾆ ﾅｵｽｹ

福島県 郡⼭サイクルフレンズ

376

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

378

0800776 照屋 貴⼰

ﾃﾙﾔ ｱﾂｷ

東京都 サンクスサイクルラボ

382

1501182 北村 ⻁之介

ｷﾀﾑﾗ ﾄﾗﾉｽｹ

神奈川 イナーメ信濃⼭形-EFT

384

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

386

1800210 松尾 遊

ﾏﾂｵ ﾕｳ

東京都 イナーメ信濃⼭形-EFT

390

1801451 北村 佳重

ｷﾀﾑﾗ ﾖｼﾉﾌﾞ

栃⽊県 栃⽊県⽴真岡⼯業⾼等学校⾃転⾞競技部

392

1600008 ⾼⼭ 秀樹

ﾀｶﾔﾏ ﾋﾃﾞｷ

⼤阪府 MUUR

395

1801594 ⽚⼭ 丈⼈

ｶﾀﾔﾏ ﾋﾛﾄ

埼⽟県 なるしまフレンド

398

1800357 ⼩⼝

ｺｸﾞﾁ ｼｮｳﾀ

栃⽊県 ナマズ

400

1001625 ⼩野 太

ｵﾉ ﾌﾄｼ

栃⽊県 OYAMA STARPLEX

翔⼤

プラス

トチギ

402

1502717 ⼤川 和哉

ｵｵｶﾜ ｶｽﾞﾔ

東京都 パラティアムTOKYO

408

1800065 宮本 浩志

ﾐﾔﾓﾄ ﾋﾛｼ

東京都 Rapha Cycling Club

412

1800738 稲葉 啓汰

ｲﾅﾊﾞ ｹｲﾀ

東京都 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ

414

1800052 川⼝ 楓翔

ｶﾜｸﾞﾁ ｶｲﾄ

東京都 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ

416

1702904 佐々⽊ ⽣織

ｻｻｷ ｲｵﾘ

東京都 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ

418

1602450 内藤 州

ﾅｲﾄｳ ｼｭｳ

東京都 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ

420

1700421 加藤 隆秀

ｶﾄｳ ﾀｶﾋﾃﾞ

神奈川 Racing CUBE

422

9702882 吉池 司

ﾖｼｲｹ ﾂｶｻ

神奈川 Racing CUBE

424

1201659 ⼤塚 慎⼀

ｵｵﾂｶ ｼﾝｲﾁ

茨城県 RIDE Freaks

427

0900273 中⼭ 恭介

ﾅｶﾔﾏ ｷｮｳｽｹ

神奈川 HAMMER!!BROS

429

1600397 宮森 隆幸

ﾐﾔﾓﾘ ﾀｶﾕｷ

栃⽊県 彩北ツブラーゼ

432

1702514 中澤 佳邦

ﾅｶｻﾞﾜ ﾖｼｸﾆ

栃⽊県 ＳＵＢＡＲＵ Cycling Team

439

1800409 ⽯⽥ 豊

ｲｼﾀﾞ ﾕﾀｶ

栃⽊県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

441

0801836 三上 恵仁

ﾐｶﾐ ﾔｽﾋﾄ

栃⽊県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

443

1800399 ⼩形 健作

ｵｶﾞﾀ ｹﾝｻｸ

神奈川 チーム・ウォークライド

446

1800220 内藤 敦志

ﾅｲﾄｳ ｱﾂｼ

神奈川 チーム・ウォークライド

450

1800797 平野 広太

ﾋﾗﾉ ｺｳﾀ

茨城県 DEVOTION BIKES
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452

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

454

1502430 岡野 輝

ｵｶﾉ ｱｷﾗ

千葉県 TEAM GIRO 360

456

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

458

1800472 相原 武

ｱｲﾊﾗ ﾀｹｼ

埼⽟県 Ｙʼｓ Ｒｏａｄ

460

1401253 ⼩川 泰征

ｵｶﾞﾜ ﾀｲｾｲ

埼⽟県 Ｙʼｓ Ｒｏａｄ

463

1800350 ⿃⼭ 真

ﾄﾘﾔﾏ ｼﾝ

東京都 Ｙʼｓ Ｒｏａｄ

466

1500326 北⻄ 和之

ｷﾀﾆｼ ｶｽﾞﾕｷ

⽯川県 トンデモクラブ ＣＳＫＡＧＡ

469

0101229 井上 裕太郎

ｲﾉｳｴ ﾕｳﾀﾛｳ

神奈川 TONY Racing

472

1602670 池 侑樹

ｲｹ ﾕｳｷ

新潟県 TRAILBLAZER

474

1600513 宮崎 真⼀郎

ﾐﾔｻﾞｷ ｼﾝｲﾁﾛｳ

神奈川 クラブ⼆輪倶

478

1200735 明⽯ 岳志

ｱｶｼ ﾀｹｼ

⻑野県 ベロクラブ南信州

480

1800895 ⻤塚 裕之

ｷﾂﾞｶ ﾋﾛﾕｷ

埼⽟県 Team VSE Racing

482

1703519 中嶋 秀成

ﾅｶｼﾞﾏ ﾋﾃﾞﾅﾘ

栃⽊県 チームWADA

484

1703523 宮崎 直樹

ﾐﾔｻﾞｷ ﾅｵｷ

栃⽊県 チームWADA

487

1702433 伊⾖野 廉

ｲｽﾞﾉ ﾚﾝ

神奈川 横浜⾼校⾃転⾞競技部

489

1800360 磯部 武蔵

ｲｿﾍﾞ ﾑｻｼ

神奈川 YOKOSUKA UNO RACING

491

1800253 ⻑⾕川 智浩

ﾊｾｶﾞﾜ ﾄﾓﾋﾛ

神奈川 YOKOSUKA UNO RACING
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第2回 JBCF ⼤⽥原クリテリウム
【クラスタ︓E3決勝2組】 72名 スタート時間 15︓10
ｶﾅ

2018.07.18

No.
305

ID
選⼿名
1402282 飯⽥ 悠⼈

ｲｲﾀﾞ ﾕｳﾄ

登録地
栃⽊県 ブラウ・ブリッツェン

ﾁｰﾑ名

307

1800244 菅野 蒼羅

ｽｹﾞﾉ ｱｲﾗ

福島県 ブラウ・ブリッツェン

309

1800125 ⻑島 慧明

ﾅｶﾞｼﾏ ｻﾄｱｷ

栃⽊県 ブラウ・ブリッツェン

311

1703207 沼⽥ 航輝

ﾇﾏﾀ ｺｳｷ

栃⽊県 ブラウ・ブリッツェン

314

1800055 増⽥ 壮真

ﾏｽﾀﾞ ｿｳﾏ

茨城県 ブラウ・ブリッツェン

316

1600641 武野 泰明

ﾀｹﾉ ﾔｽｱｷ

神奈川 Team BFY Racing

319

1501749 渡辺 智則

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓﾉﾘ

千葉県 Blanche Racing Team

321

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

323

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

325

1703336 飯塚 和弘

ｲｲﾂﾞｶ ｶｽﾞﾋﾛ

埼⽟県 チバポンズ

328

1500511 北浦 暁

ｷﾀｳﾗ ｱｷﾗ

宮城県 エルドラード・エスペランサ

330

1401401 原 裕紀

ﾊﾗ ﾕｳｷ

千葉県 EVERFiT RUDERZ

335

1800673 仲 ⼤介

ﾅｶ ﾀﾞｲｽｹ

埼⽟県 EXTENDED VAX SAYAMA

337

1601630 秋⽥ 圭佑

ｱｷﾀ ｹｲｽｹ

茨城県 FLECHA

339

1502774 四家 弘貴

ｼｹ ﾋﾛｷ

茨城県 FLECHA

342

1700553 清⽔ 晃⽣

ｼﾐｽﾞ ｱｷｵ

栃⽊県 FM730

344

1101796 ⻑島 好教

ﾅｶﾞｼﾏ ﾖｼﾉﾘ

栃⽊県 FM730

346

0701623 福⽥ 真也

ﾌｸﾀﾞ ｼﾝﾔ

栃⽊県 FM730

348

1800088 横塚 暁⼈

ﾖｺﾂｶ ｱｷﾋﾄ

東京都 FORCE

351

1800418 ⾦⾕ 崇系

ｶﾅﾀﾆ ﾀｶﾂｸﾞ

東京都 グランディヴェルレーシングチーム

353

1601982 櫻井 秀治

ｻｸﾗｲ ﾋﾃﾞﾊﾙ

東京都 グランディヴェルレーシングチーム

356

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

360

1800383 ⿊川 学

ｸﾛｶﾜ ﾏﾅﾌﾞ

栃⽊県 Honda 栃⽊ JET

362

1800361 ⽥代 丈幸

ﾀｼﾛ ﾋﾛﾕｷ

栃⽊県 Honda 栃⽊ JET

365

1600485 皆川 ⼤希

ﾐﾅｶﾞﾜ ﾀｲｷ

千葉県 Honda 栃⽊ JET

371

1800263 笠原 涼太

ｶｻﾊﾗ ﾘｮｳﾀ

栃⽊県 じてんしゃの杜

373

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

375

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

377

1800424 加瀬 泰介

ｶｾ ﾀｲｽｹ

東京都 サンクスサイクルラボ

381

1601008 岩佐 信吾

ｲﾜｻ ｼﾝｺﾞ

⻑野県 イナーメ信濃⼭形-EFT

383

1703267 櫻澤 元彬

ｻｸﾗｻﾞﾜ ﾓﾄｱｷ

栃⽊県 イナーメ信濃⼭形-EFT

385

1800323 福⽥ 賢⼀郎

ﾌｸﾀﾞ ｹﾝｲﾁﾛｳ

⻑野県 イナーメ信濃⼭形-EFT

389

1702089 ⽯川 ⿓我

ｲｼｶﾜ ﾘｮｳｶﾞ

栃⽊県 栃⽊県⽴真岡⼯業⾼等学校⾃転⾞競技部

391

1801452 原⽥ ⾶翔

ﾊﾗﾀﾞ ﾂﾊﾞｻ

栃⽊県 栃⽊県⽴真岡⼯業⾼等学校⾃転⾞競技部

394

1500220 楫取 正智

ｶｼﾞﾄﾘ ﾏｻﾉﾘ

東京都 なるしまフレンド

397

1800123 飯野

寛

ｲｲﾉ ｶﾝ

栃⽊県 ナマズ

プラス

トチギ

399

1800176 ⼭⼝

⼤祐

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾞｲｽｹ

神奈川 ナマズ

プラス

トチギ

401

0200061 飯塚 航

ｲｲﾂﾞｶ ﾜﾀﾙ

東京都 パラティアムTOKYO

403

1502722 ⼭本 康雄

ﾔﾏﾓﾄ ﾔｽｵ

神奈川 パラティアムTOKYO

410

0200113 ⽯川 紀隆

ｲｼｶﾜ ﾉﾘﾀｶ

東京都 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ

413

1600255 稲葉 翔太

ｲﾅﾊﾞ ｼｮｳﾀ

東京都 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ

415

1501122 ⿑藤 宏樹

ｻｲﾄｳ ｺｳｷ

東京都 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ

417

1700706 冨岡 健⼈

ﾄﾐｵｶ ｹﾝﾄ

東京都 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ

419

1702894 林野 蓮太

ﾊﾔｼﾉ ﾚﾝﾀ

東京都 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ

421

1801013 榊原 航太

ｻｶｷﾊﾞﾗ ｺｳﾀ

神奈川 Racing CUBE

423

1600392 海⽼原 ⼀久

ｴﾋﾞﾊﾗ ｶｽﾞﾋｻ

栃⽊県 RIDE Freaks

426

1800463 堀越 達也

ﾎﾘｺｼ ﾀﾂﾔ

栃⽊県 RIDE Freaks

428

1602630 ⽯塚 優太

ｲｼﾂﾞｶ ﾕｳﾀ

埼⽟県 彩北ツブラーゼ

431

1800306 相澤 亮佑

ｱｲｻﾞﾜ ﾘｮｳｽｹ

群⾺県 ＳＵＢＡＲＵ Cycling Team

433

1101595 藤澤 浩

ﾌｼﾞｻﾜ ﾋﾛｼ

栃⽊県 ＳＵＢＡＲＵ Cycling Team

440

0800041 ⼤⽯ 圭介

ｵｵｲｼ ｹｲｽｹ

静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

442

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

444

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

447

1800223 古川 優

ﾌﾙｶﾜ ﾕｳ

神奈川 チーム・ウォークライド

451

1500280 安江 拓⾺

ﾔｽｴ ﾀｸﾏ

神奈川 Team ARI
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453

9700528 横⽥ 正美

ﾖｺﾀ ﾏｻﾐ

栃⽊県 ﾘﾍﾞﾙﾀｽTOCHIGI BICYCLE CLUB

455

1702907 岡本 秀明

ｵｶﾓﾄ ﾋﾃﾞｱｷ

千葉県 TEAM GIRO 360

457

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

459

1300201 今井 明

ｲﾏｲ ｱｷﾗ

神奈川 Ｙʼｓ Ｒｏａｄ

462

1800340 後藤 光治

ｺﾞﾄｳ ﾐﾂﾊﾙ

埼⽟県 Ｙʼｓ Ｒｏａｄ

465

1800748 増⽥ 佑哉

ﾏｽﾀﾞ ﾕｳﾔ

埼⽟県 Ｙʼｓ Ｒｏａｄ

468

1700683 吉⽥ 健太郎

ﾖｼﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ

群⾺県 TRC PANAMAREDS

470

1800433 傳⽥ 聖也

ﾃﾞﾝﾀﾞ ｾｲﾔ

神奈川 TONY Racing

473

1800717 佐藤 広太

ｻﾄｳ ｺｳﾀ

⼭形県 クラブ⼆輪倶

475

1702902 江⾓ 駿

ｴｽﾐ ｼｭﾝ

東京都 VENTOS FRECCIA

479

1801046 井川 弘貴

ｲｶﾞﾜ ﾋﾛｷ

東京都 Team VSE Racing

481

1800890 ⻑ 輝政

ﾁｮｳ ﾃﾙﾏｻ

東京都 Team VSE Racing

483

1703510 中⽥ 京志郎

ﾅｶﾀﾞ ｷｮｳｼﾛｳ

栃⽊県 チームWADA

486

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

488

1800272 彦久保 優紀

ﾋｺｸﾎﾞ ﾕｳｷ

神奈川 Yokopan Racing

490

1501094 ⻑澤 和樹

ﾅｶﾞｻﾜ ｶｽﾞｷ

神奈川 YOKOSUKA UNO RACING

492

1700504 平澤 聖⼈

ﾋﾗｻﾜ ｻﾄﾙ

埼⽟県 あらかわZoo Racing
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