第3回 JBCF 南⿂沼ロードレース
【Jプロツアー・プレーオフ】 62名

2018.10.02

No.
181

選手ID
選手名
9700539 狩野 智也

ｶﾅ
ｶﾉｳ ﾄﾓﾔ

登録地
群馬県 群馬グリフィン

182

1400279 宇田川 陽平

ｳﾀﾞｶﾞﾜ ﾖｳﾍｲ

千葉県 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

261

1500213 菊地 悠介

ｷｸﾁ ﾘｮｳｽｹ

神奈川 ウォークライド・バイク

262

1000436 高田 雄太

ﾀｶﾀﾞ ﾕｳﾀ

東京都 ウォークライド・バイク

265

1400758 公文 拓真

ｸﾓﾝ ﾀｸﾏ

徳島県 ウォークライド・バイク

266

0900135 頓所 哲郎

ﾄﾝｼｮ ﾃﾂﾛｳ

神奈川 ウォークライド・バイク

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

282

0210120 佐藤 利英

ｻﾄｳ ﾄｼﾋﾃﾞ

岩手県 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

288

0501177 野中 竜馬

ﾉﾅｶ ﾘｮｳﾏ

広島県 eNShare-エルドラード

291

1301786 野上 太一

ﾉｶﾞﾐ ﾀｲﾁ

愛知県 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

294

1700821 井上 文成

ｲﾉｳｴ ﾌﾐﾅﾘ

岡山県 eNShare-エルドラード

321

0100092 浜頭 恭

ﾊﾏｶﾞｼﾗ ﾔｽｼ

東京都 ACQUA TAMA EURO-WORKS

322

9900169 青木 誠

ｱｵｷ ﾏｺﾄ

東京都 ACQUA TAMA EURO-WORKS

324

9801919 中田 真琴

ﾅｶﾀ ﾏｺﾄ

京都府 ACQUA TAMA EURO-WORKS

325

0900461 秋山 悟郎

ｱｷﾔﾏ ｺﾞﾛｳ

東京都 ACQUA TAMA EURO-WORKS

326

0200172 平林 昌樹

ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾏｻｷ

神奈川 ACQUA TAMA EURO-WORKS

327

1300766 茂越 龍哉

ﾓｺﾞｴ ﾀﾂﾔ

兵庫県 ACQUA TAMA EURO-WORKS

341

0700758 西沢 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

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

348

1000164 福岡 直樹

ﾌｸｵｶ ﾅｵｷ

神奈川 シエルヴォ奈良MIYATA-MERIDAレーシングチーム

350

1600601 高山 恭彰

ﾀｶﾔﾏ ﾔｽｱｷ

三重県 シエルヴォ奈良MIYATA-MERIDAレーシングチーム

351

0800588 徳田 鍛造

ﾄｸﾀﾞ ﾀﾝｿﾞｳ

鹿児島 シエルヴォ奈良MIYATA-MERIDAレーシングチーム

352

1601498 森崎 英登

ﾓﾘｻｷ ﾋﾃﾞﾄ

愛知県 シエルヴォ奈良MIYATA-MERIDAレーシングチーム

403

1100358 石上 優大

ｲｼｶﾞﾐ ﾏｻﾋﾛ

神奈川 EQADS

404

1201640 蠣崎 優仁

ｶｷｻﾞｷ ﾕｳｼﾞﾝ

静岡県 EQADS

405

1500848 松田 祥位

ﾏﾂﾀﾞ ｼｮｳｲ

岐阜県 EQADS

406

1501112 小笠原 匠海

ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾀｸﾐ

東京都 EQADS

407

1502783 宇賀 隆貴

ｳｶﾞ ﾘｭｳｷ

東京都 EQADS

408

1101375 渡邉 歩

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾕﾑ

福島県 EQADS

411

1000463 石井 祥平

ｲｼｲ ｼｮｳﾍｲ

神奈川 アーティファクトレーシングチーム

412

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

413

1500248 大井 翔太郎

ｵｵｲ ｼｮｳﾀﾛｳ

神奈川 アーティファクトレーシングチーム

415

1700251 羽上田 明彦

ﾊｼﾞｮｳﾀﾞ ｱｷﾋｺ

神奈川 アーティファクトレーシングチーム

416

1502696 三平 隆文

ﾐﾋﾗ ﾀｶﾌﾐ

神奈川 アーティファクトレーシングチーム

425

1300365 小野寺 慶

ｵﾉﾃﾞﾗ ｹｲ

栃木県 ブラウ・ブリッツェン

426

1602084 海藤 颯

ｶｲﾄﾞｳ ﾊﾔﾃ

栃木県 ブラウ・ブリッツェン

427

1800308 鈴木 道也

ｽｽﾞｷ ﾐﾁﾔ

栃木県 ブラウ・ブリッツェン

428

1602074 半田 子竜

ﾊﾝﾀﾞ ｼﾘｭｳ

栃木県 ブラウ・ブリッツェン

429

1700565 本田 将矢

ﾎﾝﾀﾞ ﾏｻﾔ

栃木県 ブラウ・ブリッツェン

430

1700557 松崎 琢仁

ﾏﾂｻﾞｷ ﾀｸﾐ

栃木県 ブラウ・ブリッツェン

431

1502782 森崎 健臣

ﾓﾘｻｷ ｹﾝｼﾝ

東京都 ブラウ・ブリッツェン

432

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
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ﾁｰﾑ名

450

1500192 白井 真人

ｼﾗｲ ﾏｻﾄ

東京都 FORCE

451

1400141 長妻 暁

ﾅｶﾞﾂﾏ ｱｷﾗ

神奈川 FORCE

452

1600278 御堂 力哉

ﾐﾄﾞｳ ﾘｷﾔ

東京都 FORCE

453

1801200 元木 晶央

ﾓﾄｷ ｱｷｵ

東京都 FORCE

454

1602688 森栄 晃彦

ﾓﾘｻｶ ｱｷﾋｺ

岡山県 FORCE

455

1500217 八幡 光哉

ﾔﾊﾀ ﾐﾂﾔ

東京都 FORCE

473

0800429 菅根 利明

ｽｶﾞﾈ ﾄｼｱｷ

群馬県 イナーメ信濃山形-EFT

474

0400076 中井 光博

ﾅｶｲ ﾐﾂﾋﾛ

岐阜県 イナーメ信濃山形-EFT

475

1502777 生田目 修

ﾅﾏﾀﾒ ｵｻﾑ

栃木県 イナーメ信濃山形-EFT

517

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

518

1300216 石橋 利晃

ｲｼﾊﾞｼ ﾄｼｱｷ

千葉県 湾岸サイクリング・ユナイテッド

519

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

520

1500421 佐藤 忠則

ｻﾄｳ ﾀﾀﾞﾉﾘ

千葉県 湾岸サイクリング・ユナイテッド
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第3回 JBCF 南⿂沼ロードレース
【クラスタ：E1 レースレーティング：B】 75名

2018.10.02

No.
417

選手ID
選手名
0701310 管 洋介

ｶﾅ
ｽｶﾞ ﾖｳｽｹ

登録地
ﾁｰﾑ名
茨城県 AVENTURA AIKOH VICTORIA RACING

418

1700690 村山 悠平

ﾑﾗﾔﾏ ﾕｳﾍｲ

千葉県 AVENTURA AIKOH VICTORIA RACING

419

1301908 山口 和来

ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｽﾞｷ

東京都 AVENTURA AIKOH VICTORIA RACING

421

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

422

0700340 寺崎 武郎

ﾃﾗｻｷ ﾀｹﾛｳ

福井県 バルバレーシングクラブ

424

1100414 濱野 克悠

ﾊﾏﾉ ｶﾂﾕｷ

富山県 バルバレーシングクラブ

433

1300007 高清水 天翔

ﾀｶｼﾐｽﾞ ﾃﾝｼｮｳ

静岡県 ボンシャンス

435

1500813 堀田 耕司

ﾎｯﾀ ｺｳｼﾞ

愛知県 BREZZA-KAMIHAGI

436

1300232 醍醐 貴徳

ﾀﾞｲｺﾞ ﾀｶﾉﾘ

千葉県 サイクルフリーダム・レーシング

437

1700696 西石垣 誠友

ﾆｼｲｼｶﾞｷ ｾｲﾕｳ

千葉県 サイクルフリーダム・レーシング

438

0500689 伊藤 敦弘

ｲﾄｳ ｱﾂﾋﾛ

宮城県 チバポンズ

439

0301329 柴田 哲裕

ｼﾊﾞﾀ ｱｷﾋﾛ

東京都 チバポンズ

440

1600232 安田 大希

ﾔｽﾀﾞ ﾀﾞｲｷ

埼玉県 Champion System Japan Test Team

441

0600618 飯沼 誠憲

ｲｲﾇﾏ ﾏｻﾉﾘ

東京都 Team CUORE

442

1200538 平賀 康一

ﾋﾗｶﾞ ｺｳｲﾁ

東京都 Team CUORE

443

1301464 中村 潤

ﾅｶﾑﾗ ｼﾞｭﾝ

東京都 docomo RT

444

1502700 塚本 隼

ﾂｶﾓﾄ ﾊﾔﾄ

大阪府 大阪工業大学サイクリング部

445

1600569 松井 建太

ﾏﾂｲ ｹﾝﾀ

宮城県 エルドラード・エスペランサ

446

1100087 田中 信行

ﾀﾅｶ ﾉﾌﾞﾕｷ

奈良県 EURO-WORKS Racing

447

1601683 阿部 賢明

ｱﾍﾞ ﾀｶｱｷ

新潟県 チームフィンズ

448

1101584 遠藤 健太

ｴﾝﾄﾞｳ ｹﾝﾀ

新潟県 チームフィンズ

449

1000071 古屋 穂高

ﾌﾙﾔ ﾎﾀﾞｶ

神奈川 FAST LANE Racing

456

1000042 大野 国寿

ｵｵﾉ ｸﾆﾋｻ

新潟県 F(t)麒麟山 Racing

458

1100547 坂大 恵太

ﾊﾞﾝﾀﾞｲ ｹｲﾀ

新潟県 F(t)麒麟山 Racing

459

1201603 淵田 祐

ﾌﾁﾀ ﾕｳ

新潟県 F(t)麒麟山 Racing

460

1500271 石渡 誠一

ｲｼﾜﾀﾘ ｾｲｲﾁ

神奈川 フィッツ

461

9800367 吉川 勝

ﾖｼｶﾜ ﾏｻﾙ

茨城県 フィッツ

462

1600308 大内 淳司

ｵｵｳﾁ ｱﾂｼ

茨城県 GROWING Racing Team

463

0800118 岸本 侑大

ｷｼﾓﾄ ﾕｷﾋﾛ

茨城県 GROWING Racing Team

464

1600449 柴沼 玄人

ｼﾊﾞﾇﾏ ｹﾞﾝﾄ

栃木県 GROWING Racing Team

465

9900113 高橋 利明

ﾀｶﾊｼ ﾄｼｱｷ

茨城県 GROWING Racing Team

466

1001777 伊藤 晋一

ｲﾄｳ ｼﾝｲﾁ

神奈川 G.S.POSITIVO

467

1602258 斉藤 侑生

ｻｲﾄｳ ﾕｳｷ

宮城県 ハヤサカサイクルレーシングチーム

468

1500560 舘岡 賢弥

ﾀﾃｵｶ ﾀｶﾋﾛ

茨城県 ハヤサカサイクルレーシングチーム

469

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

471

0200198 村田 隆

ﾑﾗﾀ ﾀｶｼ

長野県 快レーシング

472

1000225 佐藤 慎也

ｻﾄｳ ｼﾝﾔ

福島県 郡山サイクルフレンズ

476

1200156 天春 雄也

ｱﾏｶﾞｽ ﾕｳﾔ

三重県 MAX SPEED 97

477

1400047 菅谷 修

ｽｶﾞﾔ ｵｻﾑ

東京都 MIVRO

478

1500398 津田 悠義

ﾂﾀﾞ ﾕｳｷﾞ

愛知県 三好高校

479

1501424 菅谷 照生

ｽｶﾞﾔ ﾃﾙｷ

山梨県 なるしまフレンド

480

1700086 井手 道康

ｲﾃﾞ ﾐﾁﾔｽ

愛知県 ネクストリーム・うどん虹や

481

1301694 小貫 智紀

ｵﾇｷ ﾄﾓﾉﾘ

神奈川 PHANTOM 湘南

483

0601614 松尾 修作

ﾏﾂｵ ｼｭｳｻｸ

東京都 Roppongi Express

484

1402357 吉田 勝彦

ﾖｼﾀﾞ ｶﾂﾋｺ

埼玉県 彩北ツブラーゼ

485

0400358 鈴木 大忠

ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾀﾀﾞ

群馬県 ＳＵＢＡＲＵ Cycling Team

486

0901407 今井 基裕

ｲﾏｲ ﾓﾄﾋﾛ

東京都 サイタマサイクルプロジェクト

487

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

488

1500593 奈良 祥吾

ﾅﾗ ｼｮｳｺﾞ

埼玉県 サイタマサイクルプロジェクト

489

0001698 福原 大

ﾌｸﾊﾗ ﾀﾞｲ

埼玉県 サイタマサイクルプロジェクト
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490

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

491

9901846 大倉 健一

ｵｵｸﾗ ｹﾝｲﾁ

東京都 セオレーシング

493

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

494

1500111 中村 義之

ﾅｶﾑﾗ ﾖｼﾕｷ

埼玉県 シャークアイランド

495

1800333 小林 亮

ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳ

兵庫県 soleil de lest

496

1301588 大杉 直敬

ｵｵｽｷﾞ ﾅｵﾀｶ

静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

497

1402063 岡 理裕

ｵｶ ﾏｻﾋﾛ

静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

498

0900006 杉原 和剛

ｽｷﾞﾊﾗ ｶｽﾞﾋｻ

静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

499

1300016 藤井 一厳

ﾌｼﾞｲ ﾉﾌﾞﾋﾛ

静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

500

1300031 増田 弘誠

ﾏｽﾀﾞ ﾋﾛﾅｶﾞ

静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

501

0600087 阿部 健弥

ｱﾍﾞ ｹﾝﾔ

神奈川 チーム・ウォークライド

502

1700273 齋藤 健太朗

ｻｲﾄｳ ｹﾝﾀﾛｳ

神奈川 チーム・ウォークライド

503

1400244 福野 純一

ﾌｸﾉ ｼﾞｭﾝｲﾁ

栃木県 ﾘﾍﾞﾙﾀｽTOCHIGI BICYCLE CLUB

506

1300379 棚橋 峻也

ﾀﾅﾊｼ ｼｭﾝﾔ

愛知県 天狗党

507

1100571 平瀬 遼

ﾋﾗｾ ﾘｮｳ

愛知県 天狗党

508

1400631 中井 雄策

ﾅｶｲ ﾕｳｻｸ

群馬県 TRC PANAMAREDS

509

1401536 小川 修

ｵｶﾞﾜ ｵｻﾑ

三重県 TSU RACING

510

1501888 海野 晋作

ｳﾐﾉ ｼﾝｻｸ

東京都 VENTOS FRECCIA

511

1200140 海保 洋平

ｶｲﾎ ﾖｳﾍｲ

千葉県 AQULS内房レーシング

513

1200649 野口 岳志

ﾉｸﾞﾁ ﾀｹｼ

長野県 ベロクラブ南信州

515

1602034 松井 大輝

ﾏﾂｲ ﾀﾞｲｷ

茨城県 ウィンディー筑波

521

1601996 香山 飛龍

ｶﾔﾏ ﾋﾘｭｳ

神奈川 横浜高校自転車競技部

522

1700491 河村 敦人

ｶﾜﾑﾗ ｱﾂﾄ

埼玉県 大福屋

523

1602414 吉澤 祐介

ﾖｼｻﾞﾜ ﾕｳｽｹ

東京都 Team SHIDO

524

1400603 吉岡 拓也

ﾖｼｵｶ ﾀｸﾔ

福井県 Team Eurasia - IRC TIRE
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第3回 JBCF 南⿂沼ロードレース
【クラスタ：E2 レースレーティング：C】 56名

2018.10.02

No.
21

選手ID
選手名
1200315 鈴木 聖士

ｶﾅ
ｽｽﾞｷ ｾｲｼﾞ

登録地
愛知県 DESTRA

22

1800331 高橋 英文

ﾀｶﾊｼ ﾋﾃﾞﾌﾐ

群馬県 ALLEGRO

23

1400425 相場 康雄

ｱｲﾊﾞ ﾔｽｵ

東京都 AVENTURA AIKOH VICTORIA RACING

25

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

26

1502476 山本 大樹

ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾞｲｷ

富山県 バルバレーシングクラブ

27

1700556 浅野 涼太

ｱｻﾉ ﾘｮｳﾀ

栃木県 ブラウ・ブリッツェン

28

1700566 早津 大輔

ﾊﾔﾂ ﾀﾞｲｽｹ

栃木県 ブラウ・ブリッツェン

29

1400772 宮田 琢視

ﾐﾔﾀ ﾀｸﾐ

栃木県 ブラウ・ブリッツェン

30

1800497 吉田 優斗

ﾖｼﾀﾞ ﾕｳﾄ

岩手県 ブラウ・ブリッツェン

31

1600697 細井 大誠

ﾎｿｲ ﾋﾛｱｷ

愛知県 BREZZA-KAMIHAGI

32

1600750 阿部 直幸

ｱﾍﾞ ﾅｵﾕｷ

神奈川 サイクルフリーダム・レーシング

33

1500327 家崎 隆

ｲｴｻﾞｷ ﾀｶｼ

千葉県 サイクルフリーダム・レーシング

34

1500324 佐野 勇人

ｻﾉ ﾊﾔﾄ

千葉県 サイクルフリーダム・レーシング

35

1101936 梶田 歩

ｶｼﾞﾀ ｱﾕﾑ

茨城県 Champion System Japan Test Team

36

1400805 忍田 基明

ｵｼﾀﾞ ﾓﾄｱｷ

東京都 Team CUORE

37

1500198 國定 洋光

ｸﾆｻﾀﾞ ﾋﾛﾐﾂ

東京都 Team CUORE

38

1101885 鶴田 和弘

ﾂﾙﾀ ｶｽﾞﾋﾛ

神奈川 チーム大永山

40

9700672 濱野 貞義

ﾊﾏﾉ ｻﾀﾞﾖｼ

埼玉県 大福屋

41

1500510 佐藤 智史

ｻﾄｳ ﾄﾓﾌﾐ

岩手県 エルドラード・エスペランサ

42

1000400 小林 秀雄

ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞｵ

東京都 FAST LANE Racing

43

1600415 三浦 雅人

ﾐｳﾗ ﾏｻﾄ

栃木県 FM730

45

1601774 三田村 竜太

ﾐﾀﾑﾗ ﾘｭｳﾀ

東京都 フィッツ

46

1600285 山田 貴一

ﾔﾏﾀﾞ ｷｲﾁ

東京都 グランディヴェルレーシングチーム

47

9702810 高梨 真幸人

ﾀｶﾅｼ ﾏｺﾄ

茨城県 GROWING Racing Team

49

1600667 名渕 光希

ﾅﾌﾞﾁ ｺｳｷ

栃木県 Honda 栃木 JET

50

1801094 松本 雄大

ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳﾀﾞｲ

愛知県 KINAN AACA

51

1600153 山名 拳太郎

ﾔﾏﾅ ｹﾝﾀﾛｳ

和歌山 LALPE KF RACING

52

1000471 大島 理彦

ｵｵｼﾏ ﾐﾁﾋｺ

長野県 ラヴニールあづみの

53

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

54

1801381 相澤 竜平

ｱｲｻﾞﾜ ﾘｭｳﾍｲ

長野県 イナーメ信濃山形-EFT

55

1200650 内河 慎吾

ｳﾁｶﾜ ｼﾝｺﾞ

長野県 イナーメ信濃山形-EFT

56

1602690 吉江 元

ﾖｼｴ ﾊｼﾞﾒ

茨城県 イナーメ信濃山形-EFT

57

1600600 矢田 健太郎

ﾔﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ

三重県 MAX SPEED 97

58

1601955 本間 豪紀

ﾎﾝﾏ ﾋﾃﾞﾄｼ

東京都 NAK Racing

60

1400410 赤塚 宏

ｱｶﾂｶ ﾋﾛｼ

東京都 なるしまフレンド

61

1600254 佐々木 智史

ｻｻｷ ｻﾄｼ

東京都 なるしまフレンド

64

1801013 榊原 航太

ｻｶｷﾊﾞﾗ ｺｳﾀ

神奈川 Racing CUBE

67

1001726 向田 潤一

ﾑｶﾀﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ

栃木県 RIDE Freaks

68

1700610 菊川 実紀

ｷｸｶﾞﾜ ﾐﾉﾘ

東京都 Roppongi Express

69

1600994 大谷 航也

ｵｵﾀﾆ ｺｳﾔ

神奈川 HAMMER!!BROS

70

1500665 木村 盛義

ｷﾑﾗ ﾓﾘﾖｼ

群馬県 ＳＵＢＡＲＵ Cycling Team

71

1200352 清野 淳

ｾｲﾉ ｱﾂｼ

群馬県 ＳＵＢＡＲＵ Cycling Team

72

1101633 沼 幸夫

ﾇﾏ ﾕｷｵ

新潟県 サガミレーシング

73

1700210 皆川 孝

ﾐﾅｶﾞﾜ ﾀｶｼ

新潟県 サガミレーシング

74

1700204 安田 健人

ﾔｽﾀﾞ ｹﾝﾄ

新潟県 サガミレーシング

75

0500062 平岡 恒哲

ﾋﾗｵｶ ﾂﾈｱｷ

静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

77

1800223 古川 優

ﾌﾙｶﾜ ﾕｳ

神奈川 チーム・ウォークライド

78

1200087 米倉 隆裕

ﾖﾈｸﾗ ﾀｶﾋﾛ

神奈川 チーム・ウォークライド

79

0900467 南島 康一

ﾐﾅﾐｼﾞﾏ ｺｳｲﾁ

東京都 竹芝サイクルレーシング

80

1801158 西岡 竜之介

ﾆｼｵｶ ﾘｭｳﾉｽｹ

東京都 VENTOS FRECCIA
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ﾁｰﾑ名

81

1200130 小林 貴大

ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶﾋﾛ

千葉県 AQULS内房レーシング

82

1702724 高橋 勇二

ﾀｶﾊｼ ﾕｳｼﾞ

栃木県 ウィンディー筑波

83

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

84

1500251 竹内 貴紀

ﾀｹｳﾁ ﾀｶﾉﾘ

千葉県 湾岸サイクリング・ユナイテッド

85

1600456 山崎 博志

ﾔﾏｻﾞｷ ﾋﾛｼ

千葉県 湾岸サイクリング・ユナイテッド

86

1400073 水田 昌宏

ﾐｽﾞﾀ ﾏｻﾋﾛ

大阪府 CWASPアタリ前田
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第3回 JBCF 南⿂沼ロードレース
【クラスタ：E3 レースレーティング：D】 79名

2018.10.02

No.
101

選手ID
選手名
1601984 豊崎 正裕

ｶﾅ
ﾄﾖｻｷ ﾏｻﾋﾛ

登録地
岐阜県 DESTRA

103

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

104

1800466 上田 大満

ｳｴﾀﾞ ﾋﾛﾐﾂ

石川県 バルバレーシングクラブ

105

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

106

1200359 小山 恭平

ｺﾔﾏ ｷｮｳﾍｲ

石川県 バルバレーシングクラブ

107

1802869 高橋 拓也

ﾀｶﾊｼ ﾀｸﾔ

福井県 バルバレーシングクラブ

108

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

109

1800307 西山 晃平

ﾆｼﾔﾏ ｺｳﾍｲ

福井県 バルバレーシングクラブ

110

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

111

1703547 松村 隆弘

ﾏﾂﾑﾗ ﾀｶﾋﾛ

石川県 バルバレーシングクラブ

112

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

113

1800244 菅野 蒼羅

ｽｹﾞﾉ ｱｲﾗ

福島県 ブラウ・ブリッツェン

114

1800125 長島 慧明

ﾅｶﾞｼﾏ ｻﾄｱｷ

栃木県 ブラウ・ブリッツェン

115

1600414 新沼 颯

ﾆｲﾇﾏ ﾊﾔﾃ

栃木県 ブラウ・ブリッツェン

116

1703207 沼田 航輝

ﾇﾏﾀ ｺｳｷ

栃木県 ブラウ・ブリッツェン

117

1800234 福田 龍生

ﾌｸﾀﾞ ﾘｭｳ

栃木県 ブラウ・ブリッツェン

118

1800055 増田 壮真

ﾏｽﾀﾞ ｿｳﾏ

茨城県 ブラウ・ブリッツェン

119

1800264 村井 佑圭

ﾑﾗｲ ﾕｳｷ

栃木県 ブラウ・ブリッツェン

120

1700564 茂木 大飛

ﾓﾃｷﾞ ﾋﾛﾄ

栃木県 ブラウ・ブリッツェン

121

1700558 山崎 一吹

ﾔﾏｻﾞｷ ｲﾌﾞｷ

栃木県 ブラウ・ブリッツェン

122

1600252 丸山 英之

ﾏﾙﾔﾏ ﾋﾃﾞﾕｷ

東京都 BREZZA-KAMIHAGI

124

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

126

1600990 石川 正道

ｲｼｶﾜ ﾏｻﾐﾁ

千葉県 Champion System Japan Test Team

127

1001932 赤石 和彦

ｱｶｲｼ ｶｽﾞﾋｺ

東京都 Team CUORE

128

1702735 熊谷 敏弘

ｸﾏｶﾞｲ ﾄｼﾋﾛ

埼玉県 Team CUORE

130

1300026 宮本 裕之

ﾐﾔﾓﾄ ﾋﾛﾕｷ

埼玉県 大福屋

131

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

132

1101124 武久 弘太

ﾀｹﾋｻ ｺｳﾀ

京都府 eNShare Cycling Team

133

1502785 渡辺 耶斗

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾔﾄ

東京都 Ｔｅａｍ ＦＩＴＴＥ

134

1700545 大岩 充

ｵｵｲﾜ ﾐﾂﾙ

栃木県 FM730

135

1101796 長島 好教

ﾅｶﾞｼﾏ ﾖｼﾉﾘ

栃木県 FM730

136

1800097 玉仙 健一

ｷﾞｮｸｾﾝ ｹﾝｲﾁ

神奈川 FORCE

138

1600746 小西 一星

ｺﾆｼ ｲｯｾｲ

東京都 グランディヴェルレーシングチーム

142

1500203 笹川 亮介

ｻｻｶﾞﾜ ﾘｮｳｽｹ

東京都 航空電子自転車競技部

143

1501828 清水 恒志

ｼﾐｽﾞ ｺｳｼ

東京都 航空電子自転車競技部

144

1200516 箭内 秀平

ﾔﾅｲ ｼｭｳﾍｲ

東京都 日本ろう自転車競技協会

146

1100545 谷 直亮

ﾀﾆ ﾅｵｽｹ

福島県 郡山サイクルフレンズ

147

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

148

0700326 小林 孝幸

ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶﾕｷ

東京都 チームリマサンズ

149

1800445 大脇 克俊

ｵｵﾜｷ ｶﾂﾄｼ

愛知県 ラヴニールあづみの

150

1702881 中澤 賢太朗

ﾅｶｻﾞﾜ ｹﾝﾀﾛｳ

石川県 TEAM MODENA

151

1501182 北村 虎之介

ｷﾀﾑﾗ ﾄﾗﾉｽｹ

神奈川 イナーメ信濃山形-EFT

152

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

154

1800887 永野 昇海

ﾅｶﾞﾉ ｼｮｳﾐ

神奈川 イナーメ信濃山形-EFT

156

1600008 高山 秀樹

ﾀｶﾔﾏ ﾋﾃﾞｷ

大阪府 MUUR

157

9702638 安原 昌弘

ﾔｽﾊﾗ ﾏｻﾋﾛ

158

0500199 山藤 健二

ﾔﾏﾌｼﾞ ｹﾝｼﾞ

大阪府 MUUR

159

1100881 村上 淳

ﾑﾗｶﾐ ｼﾞｭﾝ

東京都 なるしまフレンド

160

1602033 牧野 郁斗

ﾏｷﾉ ﾌﾐﾄ

北海道 Peach MAX

161

1702799 落合 拓郎

ｵﾁｱｲ ﾀｸﾛｳ

千葉県 Rapha Cycling Club

JPCA
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MUUR

ﾁｰﾑ名

162

1702448 羽田 健太

ﾊﾈﾀﾞ ｹﾝﾀ

東京都 Rapha Cycling Club

164

1600392 海老原 一久

ｴﾋﾞﾊﾗ ｶｽﾞﾋｻ

栃木県 RIDE Freaks

165

1201659 大塚 慎一

ｵｵﾂｶ ｼﾝｲﾁ

茨城県 RIDE Freaks

167

1800110 高見澤 海人

ﾀｶﾐｻﾜ ｶｲﾄ

東京都 Roppongi Express

168

1702424 黒田 拓杜

ｸﾛﾀﾞ ﾀｸﾄ

富山県 チーム ローマン

169

1602630 石塚 優太

ｲｼﾂﾞｶ ﾕｳﾀ

埼玉県 彩北ツブラーゼ

170

1800163 若月 隆真

ﾜｶﾂｷ ﾀｸﾏ

埼玉県 彩北ツブラーゼ

172

1800396 坂本 裕輔

ｻｶﾓﾄ ﾕｳｽｹ

埼玉県 シャークアイランド

173

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

174

1500280 安江 拓馬

ﾔｽｴ ﾀｸﾏ

神奈川 Team ARI

175

9700788 藤橋 亮

ﾌｼﾞﾊｼ ﾘｮｳ

千葉県 チーム・チェブロ

176

1502430 岡野 輝

ｵｶﾉ ｱｷﾗ

千葉県 TEAM GIRO 360

177

1702907 岡本 秀明

ｵｶﾓﾄ ﾋﾃﾞｱｷ

千葉県 TEAM GIRO 360

178

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

179

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

180

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

181

1300201 今井 明

ｲﾏｲ ｱｷﾗ

神奈川 Ｙ’ｓ Ｒｏａｄ

183

1101583 金井 光春

ｶﾅｲ ﾐﾂﾊﾙ

東京都 Ｙ’ｓ Ｒｏａｄ

185

1802868 斎藤 啓太

ｻｲﾄｳ ｹｲﾀ

神奈川 天狗党

186

1700683 吉田 健太郎

ﾖｼﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ

群馬県 TRC PANAMAREDS

187

1301676 上羽 拓郎

ｳｴﾊﾞ ﾀｸﾛｳ

大阪府 TRAILBLAZER

188

1600367 越山 和幸

ｺｼﾔﾏ ｶｽﾞﾕｷ

三重県 TSU RACING

189

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

191

1301019 長屋 一豊

ﾅｶﾞﾔ ｶｽﾞﾄﾖ

福岡県 VC FUKUOKA（エリート）

192

1200735 明石 岳志

ｱｶｼ ﾀｹｼ

長野県 ベロクラブ南信州

193

9701345 山崎 嘉貴

ﾔﾏｻｷ ﾖｼﾀｶ

長野県 ベロクラブ南信州

194

1801296 三宅 太生

ﾐﾔｹ ﾀｲｾｲ

茨城県 ウィンディー筑波

196

1702431 伊澤 将也

ｲｻﾞﾜ ﾏｻﾔ

神奈川 横浜高校自転車競技部

197

1800272 彦久保 優紀

ﾋｺｸﾎﾞ ﾕｳｷ

神奈川 Yokopan Racing
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第3回 JBCF 南⿂沼ロードレース
【クラスタ：F レースレーティング：F】 13名
No.
1

2018.10.02

選手ID
選手名
9701485 唐見 実世子

ｶﾅ
ｶﾗﾐ ﾐﾖｺ

登録地
ﾁｰﾑ名
茨城県 弱虫ペダル サイクリングチーム

2

1600366 遠松 純子

ﾄｵﾏﾂ ｼﾞｭﾝｺ

愛知県 DESTRA

3

1802883 小林 由佳

ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｶ

福井県 バルバレーシングクラブ

4

1600133 近藤 由美

ｺﾝﾄﾞｳ ﾕﾐ

佐賀県 バルバレーシングクラブ

5

1700511 島橋 由美子

ｼﾏﾊｼ ﾕﾐｺ

富山県 バルバレーシングクラブ

6

1502651 谷江 史帆

ﾀﾆｴ ｼﾎ

福井県 バルバレーシングクラブ

7

1700119 山崎 友里

ﾔﾏｻﾞｷ ﾕﾘ

富山県 バルバレーシングクラブ

8

1600453 大岩 明子

ｵｵｲﾜ ｱｷｺ

栃木県 ブラウ・ブリッツェン

9

0600975 岡林 真理江

ｵｶﾊﾞﾔｼ ﾏﾘｴ

長野県 B-SOUL

11

1402138 安藤 沙弥

ｱﾝﾄﾞｳ ｻﾔ

東京都 フィッツ

12

1301628 早瀬 久美

ﾊﾔｾ ｸﾐ

神奈川 日本ろう自転車競技協会

13

1501885 STEVENSON Kate

ｽﾃｨｰﾌﾞﾝｿﾝ ｹｲﾄ

東京都 イナーメ信濃山形-F

14

1101522 伊藤 杏菜

ｲﾄｳ ｱﾝﾅ

栃木県 Live GARDEN BICI STELLE
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