
【クラスタ：P1　レースレーティング：特別規則】 103名 2015.04.15

No. 選手ID 選手名 ｶﾅ 地域 ﾁｰﾑ名
1 0400861 増田 成幸 ﾏｽﾀﾞ ﾅﾘﾕｷ 栃木県 宇都宮ブリッツェン

2 0400845 青柳 憲輝 ｱｵﾔﾅｷﾞ ｶｽﾞｷ 栃木県 宇都宮ブリッツェン

3 0600844 阿部 嵩之 ｱﾍﾞ ﾀｶﾕｷ 北海道 宇都宮ブリッツェン

4 0400843 鈴木 譲 ｽｽﾞｷ ﾕｽﾞﾙ 神奈川 宇都宮ブリッツェン

5 9700980 鈴木 真理 ｽｽﾞｷ ｼﾝﾘ 千葉県 宇都宮ブリッツェン

6 0400470 大久保 陣 ｵｵｸﾎﾞ ｼﾞﾝ 鹿児島 宇都宮ブリッツェン

11 0500798 窪木 一茂 ｸﾎﾞｷ ｶｽﾞｼｹﾞ 和歌山 Team UKYO

12 1402309 URTASUN Pablo ｳﾙﾀｽﾝ ﾊﾟﾌﾞﾛ 東京都 Team UKYO

13 0100115 畑中 勇介 ﾊﾀﾅｶ ﾕｳｽｹ 東京都 Team UKYO

14 9700347 土井 雪広 ﾄﾞｲ ﾕｷﾋﾛ 山形県 Team UKYO

15 1402090 GUARDIOLA Salvador ｸﾞｱﾙﾃﾞｨｵﾗ ｻﾙﾊﾞﾄﾞｰﾙ 東京都 Team UKYO

16 1402310 PUJOL Oscar ﾌﾟｼﾞｮﾙ ｵｽｶﾙ 東京都 Team UKYO

21 0701113 木村 圭佑 ｷﾑﾗ ｹｲｽｹ 滋賀県 シマノレーシング

22 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

23 0800036 秋丸 湧哉 ｱｷﾏﾙ ﾕｳﾔ 大阪府 シマノレーシング

24 1000442 小山 貴大 ｺﾔﾏ ﾀｶﾋﾛ 群馬県 シマノレーシング

25 JBSMN03 水谷 翔 ﾐｽﾞﾀﾆ ｶｹﾙ 鹿児島 シマノレーシング

31 0301043 吉田 隼人 ﾖｼﾀﾞ ﾊﾔﾄ 奈良県 マトリックスパワータグ

32 1300861 Jose VICENTE ﾎｾ ﾋﾞｾﾝﾃ 東京都 マトリックスパワータグ

33 ESP1030 Airan FERNANDEZ ｱｲﾗﾝ ﾌｪﾙﾅﾝﾃﾞｽ SPAIN マトリックスパワータグ

34 ESP1026 Benjamin PRADES REVERTE ﾍﾞﾝｼﾞｬﾐ ﾌﾟﾗﾃﾞｽﾚﾍﾞﾙﾃﾙ SPAIN マトリックスパワータグ

35 0700546 安原 大貴 ﾔｽﾊﾗ ﾀﾞｲｷ 大阪府 マトリックスパワータグ

36 JBMTR11 近谷 涼 ﾁｶﾀﾆ ﾘｮｳ 富山県 マトリックスパワータグ

41 0301347 佐野 淳哉 ｻﾉ ｼﾞｭﾝﾔ 埼玉県 那須ブラーゼン

42 1001727 雨澤 毅明 ｱﾒｻﾞﾜ ﾀｹｱｷ 栃木県 那須ブラーゼン

43 1100355 小野寺 玲 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾚｲ 栃木県 那須ブラーゼン

44 1100960 新城 雄大 ｱﾗｼﾛ ﾕｳﾀﾞｲ 沖縄県 那須ブラーゼン

45 1101581 鈴木 龍 ｽｽﾞｷ ﾘｭｳ 東京都 那須ブラーゼン

46 0800942 吉岡 直哉 ﾖｼｵｶ ﾅｵﾔ 京都府 那須ブラーゼン

61 0900955 中村 龍太郎 ﾅｶﾑﾗ ﾘｭｳﾀﾛｳ 長野県 イナーメ信濃山形

62 0801291 紺野 元汰 ｺﾝﾉ ｹﾞﾝﾀ 神奈川 イナーメ信濃山形

63 1000725 SALISBURY Paul ｿｰﾙｽﾞﾍﾞﾘｰ ﾎﾟｰﾙ 東京都 イナーメ信濃山形

64 0900130 皿屋 豊 ｻﾗﾔ ﾕﾀｶ 三重県 イナーメ信濃山形

65 0901542 北野 普識 ｷﾀﾉ ﾕｷﾉﾘ 千葉県 イナーメ信濃山形

66 1200812 井上 政貴 ｲﾉｳｴ ﾏｻｷ 兵庫県 イナーメ信濃山形

71 0600361 中里 仁 ﾅｶｻﾞﾄ ﾏｻﾙ 群馬県 レモネードベルマーレレーシングチーム

72 0101205 大村 寛 ｵｵﾑﾗ ﾕﾀｶ 鹿児島 レモネードベルマーレレーシングチーム

73 0801747 才田 直人 ｻｲﾀ ﾅｵﾄ 宮城県 レモネードベルマーレレーシングチーム

74 0901780 加地 邦彦 ｶｼﾞ ｸﾆﾋｺ 東京都 レモネードベルマーレレーシングチーム

75 9701240 宮澤 崇史 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾀｶｼ JPCA レモネードベルマーレレーシングチーム

76 0900951 林 航平 ﾊﾔｼ ｺｳﾍｲ 神奈川 レモネードベルマーレレーシングチーム

91 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

92 0301382 山下 貴宏 ﾔﾏｼﾀ ﾀｶﾋﾛ 兵庫県 シエルヴォ奈良MIYATA-MERIDAレーシングチーム

93 0201014 大塚 航 ｵｵﾂｶ ﾜﾀﾙ 京都府 シエルヴォ奈良MIYATA-MERIDAレーシングチーム

94 1301944 VALSECCHI Flavio ﾊﾞﾙｾｯｷ ﾌﾗﾋﾞｵ ITALY シエルヴォ奈良MIYATA-MERIDAレーシングチーム

95 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

96 0601561 大中 巧基 ｵｵﾅｶ ｺｳｷ 京都府 シエルヴォ奈良MIYATA-MERIDAレーシングチーム

101 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

102 0901777 倉林 貴彦 ｸﾗﾊﾞﾔｼ ﾀｶﾋｺ 東京都 なるしまフレンド　レーシングチーム

103 0900524 渡邊 聡 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾄﾙ 神奈川 なるしまフレンド　レーシングチーム

104 1400170 山藤 祐輔 ｻﾞﾝﾄｳ ﾕｳｽｹ 神奈川 なるしまフレンド　レーシングチーム

105 9802325 山本 健一 ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝｲﾁ 東京都 なるしまフレンド　レーシングチーム
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106 1200204 菅藤 貴昭 ｶﾝﾄｳ ﾀｶｱｷ 山形県 なるしまフレンド　レーシングチーム

111 1200031 高橋 伸成 ﾀｶﾊｼ ﾉﾌﾞｼｹﾞ 静岡県 FIETS GROEN 日本ロボティクス

112 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

113 0600619 安藤 光平 ｱﾝﾄﾞｳ ｺｳﾍｲ 東京都 FIETS GROEN 日本ロボティクス

114 1100038 香西 真介 ｺｳｻﾞｲ ｼﾝｽｹ 神奈川 FIETS GROEN 日本ロボティクス

115 9701049 屋部 佳伸 ﾔﾍﾞ ﾖｼﾉﾌﾞ 静岡県 FIETS GROEN 日本ロボティクス

116 9701430 高橋 秀樹 ﾀｶﾊｼ ﾋﾃﾞｷ 静岡県 FIETS GROEN 日本ロボティクス

121 0600568 水野 貴行 ﾐｽﾞﾉ ﾀｶﾕｷ 愛知県 Neilpryde - Nanshin Subaru Cycling 

122 1201533 小林 契 ｺﾊﾞﾔｼ ｹｲ 東京都 Neilpryde - Nanshin Subaru Cycling 

123 1400190 MARTIN Maxime ﾏﾙﾀﾝ ﾏｸｼﾑ FRANCE Neilpryde - Nanshin Subaru Cycling 

124 0801251 山下 裕大 ﾔﾏｼﾀ ﾕｳﾀ 石川県 Neilpryde - Nanshin Subaru Cycling 

125 0600221 森住 光義 ﾓﾘｽﾞﾐ ﾐﾂﾖｼ 愛知県 Neilpryde - Nanshin Subaru Cycling 

126 FRA0417 Guezet Bruno ｹﾞｾﾞ ﾌﾞﾙﾉ FRANCE Neilpryde - Nanshin Subaru Cycling 

131 0701036 末永 周平 ｽｴﾅｶﾞ ｼｭｳﾍｲ 宮城県 エルドラードサムライ東北withのんのんびより

132 0210120 佐藤 利英 ｻﾄｳ ﾄｼﾋﾃﾞ 岩手県 エルドラードサムライ東北withのんのんびより

133 1301786 野上 太一 ﾉｶﾞﾐ ﾀｲﾁ 愛知県 エルドラードサムライ東北withのんのんびより

134 9702097 天笠 辰一 ｱﾏｶﾞｻ ｼﾝｲﾁ 奈良県 エルドラードサムライ東北withのんのんびより

135 0901773 豊田 勉 ﾄﾖﾀﾞ ﾂﾄﾑ 愛知県 エルドラードサムライ東北withのんのんびより

136 1300438 武田 祥典 ﾀｹﾀﾞ ﾖｼﾉﾘ 山形県 エルドラードサムライ東北withのんのんびより

141 0100092 浜頭 恭 ﾊﾏｶﾞｼﾗ ﾔｽｼ 東京都 ACQUA TAMA EURO-WORKS

142 9701040 御器谷 信之 ﾐｷﾔ ﾉﾌﾞﾕｷ 神奈川 ACQUA TAMA EURO-WORKS

143 0200172 平林 昌樹 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾏｻｷ 神奈川 ACQUA TAMA EURO-WORKS

144 9900169 青木 誠 ｱｵｷ ﾏｺﾄ 東京都 ACQUA TAMA EURO-WORKS

145 1001921 今井 雄輝 ｲﾏｲ ﾕｳｷ 兵庫県 ACQUA TAMA EURO-WORKS

146 9702465 長野 耕治 ﾅｶﾞﾉ ｺｳｼﾞ 愛媛県 ACQUA TAMA EURO-WORKS

151 1001574 池田 慎治 ｲｹﾀﾞ ｼﾝｼﾞ 大阪府 JP SPORTS TEST TEAM-MASSA-ANDEX

152 1300446 星野 貴大 ﾎｼﾉ ﾀｶﾋﾛ 愛知県 JP SPORTS TEST TEAM-MASSA-ANDEX

153 0600115 岡崎 陽介 ｵｶｻﾞｷ ﾖｳｽｹ 兵庫県 JP SPORTS TEST TEAM-MASSA-ANDEX

154 1101605 元山 高嶺 ﾓﾄﾔﾏ ﾀｶﾈ 京都府 JP SPORTS TEST TEAM-MASSA-ANDEX

155 9702059 日置 大介 ﾋｵｷ ﾀﾞｲｽｹ 兵庫県 JP SPORTS TEST TEAM-MASSA-ANDEX

171 0701060 増田 輝之 ﾏｽﾀﾞ ﾃﾙﾕｷ 千葉県 ウォークライド・シクロアカデミア

172 0600087 阿部 健弥 ｱﾍﾞ ｹﾝﾔ 神奈川 ウォークライド・シクロアカデミア

173 0210018 小室 雅成 ｺﾑﾛ ﾏｻﾅﾘ 埼玉県 ウォークライド・シクロアカデミア

174 0800316 今田 裕一 ｲﾏﾀﾞ ﾕｳｲﾁ 北海道 ウォークライド・シクロアカデミア

175 0901592 青木 峻二 ｱｵｷ ｼｭﾝｼﾞ 三重県 ウォークライド・シクロアカデミア

176 1000436 高田 雄太 ﾀｶﾀﾞ ﾕｳﾀ 東京都 ウォークライド・シクロアカデミア

181 1001863 小林 宏志 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｼ 栃木県 Honda 栃木

182 0901551 水間 健 ﾐｽﾞﾏ ﾀｹｼ 栃木県 Honda 栃木

183 1001677 山口 恒太郎 ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳﾀﾛｳ 栃木県 Honda 栃木

201 9702623 普久原 奨 ﾌｸﾊﾗ ﾏｻﾙ 沖縄県 群馬グリフィン・レーシングチーム

202 9700539 狩野 智也 ｶﾉｳ ﾄﾓﾔ 群馬県 群馬グリフィン・レーシングチーム

203 1001927 金子 大介 ｶﾈｺ ﾀﾞｲｽｹ 東京都 群馬グリフィン・レーシングチーム

204 0701310 管 洋介 ｽｶﾞ ﾖｳｽｹ 茨城県 群馬グリフィン・レーシングチーム

205 0700651 倉林 巧和 ｸﾗﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾄ 群馬県 群馬グリフィン・レーシングチーム

206 1000394 岸 崇仁 ｷｼ ﾀｶﾋﾄ 東京都 群馬グリフィン・レーシングチーム

211 0400866 中山 卓士 ﾅｶﾔﾏ ﾀｶｼ 広島県 VICTOIRE 広島

212 0401579 伊藤 翔吾 ｲﾄｳ ｼｮｳｺﾞ 広島県 VICTOIRE 広島

213 1100565 宮田 久生 ﾐﾔﾀ ﾋｻｵ 広島県 VICTOIRE 広島

214 9900444 石堂 大悟 ｲｼﾄﾞｳ ﾀﾞｲｺﾞ 広島県 VICTOIRE 広島

215 0800557 西川 昌宏 ﾆｼｶﾜ ﾏｻﾋﾛ 山口県 VICTOIRE 広島

216 0800639 河賀 雄大 ｶｶﾞ ﾕｳﾀﾞｲ 広島県 VICTOIRE 広島
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【クラスタ：E1　レースレーティング：B 】 73名 2015.04.15

No. 選手ID 選手名 ｶﾅ 地域 ﾁｰﾑ名
301 1201920 中嶋 安階 ﾅｶｼﾞﾏ ﾔｽﾀｶ 京都府 イナーメ信濃山形-EFT

302 1100560 花田 祥史 ﾊﾅﾀﾞ ﾖｼﾌﾐ 広島県 VICTOIREしまなみ

303 1300268 東 智博 ﾋｶﾞｼ ﾄﾓﾋﾛ 東京都 MKⅢ

304 1100420 小山 雄司 ｺﾔﾏ ﾕｳｼﾞ 長野県 快レーシング

305 1201616 吉森 大晃 ﾖｼﾓﾘ ﾋﾛｱｷ 奈良県 GALANTE NARA 

306 0601273 松木 健治 ﾏﾂｷ ｹﾝｼﾞ 大阪府 クラブシルベスト

307 0500349 井上 人志 ｲﾉｳｴ ﾋﾄｼ 大阪府 クラブシルベスト

308 0500055 藤岡 徹也 ﾌｼﾞｵｶ ﾃﾂﾔ 兵庫県 クラブシルベスト

309 9700734 井上 登士哉 ｲﾉｳｴ ﾄｼﾔ 愛媛県 クラブシルベスト

310 0200002 猪又 靖 ｲﾉﾏﾀ ｷﾖｼ 北海道 クラブシルベスト

311 1100274 藤田 耕志 ﾌｼﾞﾀ ﾀｶｼ 兵庫県 クラブシルベスト

312 0600048 奥野 浩和 ｵｸﾉ ﾋﾛｶｽﾞ 大阪府 クラブシルベスト

313 1000512 佐井 輝久 ｻｲ ﾃﾙﾋｻ 京都府 クラブシルベスト

314 0800194 上田 貴史 ｳｴﾀﾞ ﾀｶｼ 大阪府 クラブシルベスト

315 1001438 李 宗雨 ﾘ ｿｳｳ 滋賀県 クラブシルベスト

316 9900113 高橋 利明 ﾀｶﾊｼ ﾄｼｱｷ 茨城県 GROWING Racing Team

317 0800118 岸本 侑大 ｷｼﾓﾄ ﾕｷﾋﾛ 茨城県 GROWING Racing Team

318 1400365 國井 豊晃 ｸﾆｲ ﾄﾖｱｷ 岐阜県 KOGMA Racing

319 1200215 豊田 勝徳 ﾄﾖﾀﾞ ｶﾂﾉﾘ 大阪府 コラッジョ カワニシ サイクリング チーム

320 1101917 田 典幸 ﾀ ﾉﾘﾕｷ 熊本県 コラッジョ カワニシ サイクリング チーム

321 1200500 大谷 一弘 ｵｵﾀﾆ ｶｽﾞﾋﾛ 大阪府 コラッジョ カワニシ サイクリング チーム

322 1300179 風間 博之 ｶｻﾞﾏ ﾋﾛﾕｷ 神奈川 サイクルフリーダムレーシング

323 1101679 佐野 千尋 ｻﾉ ﾁﾋﾛ 北海道 サイクルフリーダムレーシング

324 1300024 佐藤 秀和 ｻﾄｳ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 埼玉県 サイクルフリーダムレーシング

325 1001777 伊藤 晋一 ｲﾄｳ ｼﾝｲﾁ 神奈川 G.S.POSITIVO

326 9901604 金井 慎次 ｶﾅｲ ｼﾝｼﾞ 静岡県 静岡ガス・電力販売はじめます

327 1100170 松本 龍介 ﾏﾂﾓﾄ ﾘｮｳｽｹ 大阪府 ZIPPY CYCLE CLUB

328 0901360 松元 剛 ﾏﾂﾓﾄ ﾂﾖｼ 京都府 ZIPPY CYCLE CLUB

329 1300487 山本 敦 ﾔﾏﾓﾄ ｱﾂｼ 神奈川 湘南ベルマーレサイクル

330 0800023 和田山 尚史 ﾜﾀﾞﾔﾏ ﾀｶﾌﾐ 大阪府 侵略！！！

331 1400165 冨安 雄一郎 ﾄﾐﾔｽ ﾕｳｲﾁﾛｳ 埼玉県 SQUADRA CORSE cicli HIDE

332 1200023 山下 雅典 ﾔﾏｼﾀ ﾏｻﾉﾘ 静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

333 9800604 渥美 守弘 ｱﾂﾐ ﾓﾘﾋﾛ 静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

334 1200442 高橋 昌志 ﾀｶﾊｼ ｼｮｳｼﾞ 香川県 Tyrell Kagawa Racing

335 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

336 0600397 永山 貴浩 ﾅｶﾞﾔﾏ ﾀｶﾋﾛ 大阪府 チーム・アヴェル

337 1200389 大橋 純也 ｵｵﾊｼ ｼﾞｭﾝﾔ 兵庫県 チーム・アヴェル

338 1300054 山内 昌益 ﾔﾏｳﾁ ｼｮｳｴｷ 大阪府 チーム・アヴェル

339 1300630 川崎 卓治 ｶﾜｻｷ ﾀｸｼﾞ 岡山県 ﾁｰﾑ 岡山

340 1100108 山本 晃司 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｼﾞ 岡山県 ﾁｰﾑ 岡山

341 1200028 堀田 貴洋 ﾎｯﾀ ﾀｶﾋﾛ 岡山県 ﾁｰﾑ 岡山

342 1200030 青江 良治 ｱｵｴ ﾖｼﾊﾙ 岡山県 ﾁｰﾑ 岡山

343 1300088 白石 千尋 ｼﾗｲｼ ﾁﾋﾛ 和歌山 TEAM SANREMO

344 1100638 山岡 健人 ﾔﾏｵｶ ｹﾝﾄ 愛媛県 TEAM LUPPI

345 1100363 若山 敦資 ﾜｶﾔﾏ ｱﾂｼ 愛知県 DESTRA

346 1100571 平瀬 遼 ﾋﾗｾ ﾘｮｳ 愛知県 天狗党

347 0800223 米内 蒼馬 ﾖﾅｲ ｿｳﾏ 東京都 TOKYO VENTOS

348 1001679 早川 祐司 ﾊﾔｶﾜ ﾕｳｼﾞ 栃木県 TOKYO VENTOS

349 9700879 藤井 壮太 ﾌｼﾞｲ ｿｳﾀ 静岡県 東洋水産ロードレース部

350 9701689 福田 透 ﾌｸﾀﾞ ﾄｵﾙ 滋賀県 ナカガワＡＳ・Ｋ’デザイン

351 1001247 大村 英哉 ｵｵﾑﾗ ﾌｻﾔ 熊本県 PURPLE MONKEY

352 1101262 大堀 雅行 ｵｵﾎﾘ ﾏｻﾕｷ 熊本県 PURPLE MONKEY
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353 0001623 坂本 恵一 ｻｶﾓﾄ ｹｲｲﾁ 大阪府 BC.ANELLO

354 0800067 野島 遊 ﾉｼﾞﾏ ﾕｳ 大阪府 BC.ANELLO

355 1000397 清水 洋一 ｼﾐｽﾞ ﾖｳｲﾁ 東京都 FAST LANE Racing

356 1000071 古屋 穂高 ﾌﾙﾔ ﾎﾀﾞｶ 神奈川 FAST LANE Racing

357 1200080 加藤 周作 ｶﾄｳ ｼｭｳｻｸ 神奈川 FAST LANE Racing

358 1000423 佐藤 信哉 ｻﾄｳ ｼﾝﾔ 福岡県 VC Fukuoka 

359 1201348 江川 哲治 ｴｶﾞﾜ ﾃﾂｼﾞ 福岡県 VC Fukuoka 

360 1400396 今泉 喜樹 ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾖｼｷ 福岡県 VC Fukuoka 

361 1001726 向田 潤一 ﾑｶﾀﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ 栃木県 ブラウ・ブリッツェン

362 0801290 齋藤 翼 ｻｲﾄｳ ﾂﾊﾞｻ 長野県 ボンシャンス

363 1200341 小長谷 剛 ｺﾜｾ ﾂﾖｼ 栃木県 Honda 栃木 JET

364 1300343 秋元 昌夫 ｱｷﾓﾄ ﾏｻｵ 栃木県 Honda 栃木 JET

365 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

366 1201915 清水 琢 ｼﾐｽﾞ ﾀｸ 京都府 モジュマ  エリアゼロナナゴ

367 1300766 茂越 龍哉 ﾓｺﾞｴ ﾀﾂﾔ 兵庫県 モジュマ  エリアゼロナナゴ

368 1001924 田口 直史 ﾀｸﾞﾁ ﾅｵｼﾞ 奈良県 EURO-WORKS Racing

369 1001922 森 俊夫 ﾓﾘ ﾄｼｵ 奈良県 EURO-WORKS Racing

370 1000714 佐々木 暖 ｻｻｷ ﾀﾞﾝ 奈良県 EURO-WORKS Racing

371 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

372 1201601 鈴木 克明 ｽｽﾞｷ ｶﾂｱｷ 埼玉県 Ｙ’ｓ Ｒｏａｄ

373 0800224 川原 建太郎 ｶﾜﾊﾗ ｹﾝﾀﾛｳ 東京都 Ｙ’ｓ Ｒｏａｄ
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【クラスタ：E2　レースレーティング：C】  59名 2015.04.15

No. 選手ID 選手名 ｶﾅ 地域 ﾁｰﾑ名
451 1200321 早川 信明 ﾊﾔｶﾜ ﾉﾌﾞｱｷ 愛知県 イナーメ信濃山形-EFT

452 1100582 加藤 稔 ｶﾄｳ ﾐﾉﾙ 宮城県 エルドラード・エスペランサ

453 9701505 杉浦 司 ｽｷﾞｳﾗ ﾂｶｻ 愛知県 KINAN AACA

454 JBSLB02 松井 響 ﾏﾂｲ ﾋﾋﾞｷ 大阪府 クラブシルベスト

455 0900099 加藤 浩生 ｶﾄｳ ﾋﾛｵ 大阪府 クラブシルベスト

456 9701872 近藤 智彦 ｺﾝﾄﾞｳ ﾄﾓﾋｺ 大阪府 クラブシルベスト

457 1301949 鴻池 凌 ｺｳﾉｲｹ ﾘｮｳ 京都府 クラブシルベスト

458 1300543 宮前 昭宏 ﾐﾔﾏｴ ｱｷﾋﾛ 大阪府 クラブシルベスト

459 0400729 小西 悠貴 ｺﾆｼ ﾕｳｷ 京都府 クラブシルベスト

460 0001158 山崎 敏正 ﾔﾏｻﾞｷ ﾄｼﾏｻ 大阪府 クラブシルベスト

461 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

462 1000051 武平 純一 ﾀｹﾋﾗ ｼﾞｭﾝｲﾁ 大阪府 Ｓａｋａｔａｎｉ Ｒａｃｉｎｇ

463 1200430 上田 泰正 ｳｴﾀﾞ ﾋﾛﾏｻ 大阪府 Ｓａｋａｔａｎｉ Ｒａｃｉｎｇ

464 1100282 前田 真吾 ﾏｴﾀﾞ ｼﾝｺﾞ 奈良県 ZAS　Racing

465 1000362 村井 忠 ﾑﾗｲ ﾏｺﾄ 奈良県 ZAS　Racing

466 1000159 木村 是 ｷﾑﾗ ﾀﾀﾞｼ 京都府 SalataBiancaKobe

467 0300357 一色 寛之 ｲｯｼｷ ﾋﾛﾕｷ 京都府 CIERVO NARA ELITE

468 1100015 伊藤 隆久 ｲﾄｳ ﾀｶﾋｻ 滋賀県 CIERVO NARA ELITE

469 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

470 0601459 佐柄 勝弘 ｻｶﾞﾗ ｶﾂﾋﾛ 新潟県 湘南ベルマーレサイクル

471 1100049 佐々木 信幸 ｻｻｷ ﾉﾌﾞﾕｷ 静岡県 Squadra di LAVORANTE

472 0300114 阿部 学宏 ｱﾍﾞ ﾀｶﾋﾛ 静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

473 1300016 藤井 一厳 ﾌｼﾞｲ ﾉﾌﾞﾋﾛ 静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

474 0500062 平岡 恒哲 ﾋﾗｵｶ ﾂﾈｱｷ 静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

475 1200316 竹内 宏 ﾀｹｳﾁ ﾋﾛｼ 兵庫県 soleil de lest

476 1100271 二川 和成 ﾆｶﾜ ｶｽﾞﾅﾘ 大阪府 チーム スクアドラ

477 0700204 大原 勇生 ｵｵﾊﾗ ﾕｳｷ 大阪府 チーム スクアドラ

478 0800047 永田 将司 ﾅｶﾞﾀ ｼｮｳｼﾞ 大阪府 Team Via Cycles Village

479 0400368 中西 一太郎 ﾅｶﾆｼ ｲﾁﾀﾛｳ 岡山県 ﾁｰﾑ 岡山

480 9702373 金子 彰 ｶﾈｺ ｱｷﾗ 山口県 チームサイクルプラス

481 9801847 白石 裕二 ｼﾗｲｼ ﾕｳｼﾞ 熊本県 チームサイクルプラス

482 1101599 山本 雅之 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾕｷ 大阪府 チーム・シルクロード

483 1301731 中村 暁雄 ﾅｶﾑﾗ ｱｷｵ 鳥取県 チーム鳥取

484 1200022 幡司 勝 ﾊﾀｼ ﾏｻﾙ 広島県 TeamBioGaiaBike

485 1300762 森 正存 ﾓﾘ ﾏｻﾉﾌﾞ 愛媛県 TEAM LUPPI

486 0601400 大濱 篤史 ｵｵﾊﾏ ｱﾂｼ 大阪府 チバポンズ

487 0000251 佐々木 健 ｻｻｷ ﾀｹｼ 愛知県 天狗党

488 1200488 藤田 真也 ﾌｼﾞﾀ ﾏｻﾔ 神奈川 TOKYO VENTOS

489 0801526 菊池 透 ｷｸﾁ ﾄｵﾙ 神奈川 なるしまフレンド

490 0400052 前川 元 ﾏｴｶﾜ ﾊｼﾞﾑ 兵庫県 BC.ANELLO

491 0210435 日隈 優輔 ﾋｸﾞﾏ ﾕｳｽｹ 福岡県 Pinazou Test Team

492 1201408 山田 将大 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 千葉県 FAST LANE Racing

493 1200386 西村 和樹 ﾆｼﾑﾗ ｶｽﾞｷ 熊本県 VC Fukuoka 

494 9800367 吉川 勝 ﾖｼｶﾜ ﾏｻﾙ 茨城県 フィッツ

495 1300365 小野寺 慶 ｵﾉﾃﾞﾗ ｹｲ 栃木県 ブラウ・ブリッツェン

496 9700666 新沼 光 ﾆｲﾇﾏ ｱｷﾗ 栃木県 ブラウ・ブリッツェン

497 1400273 澤田 光 ｻﾜﾀﾞ ﾋｶﾙ 栃木県 ブラウ・ブリッツェン

498 1101726 渡部 達也 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾂﾔ 栃木県 ブラウ・ブリッツェン

499 1300031 増田 弘誠 ﾏｽﾀﾞ ﾋﾛﾅｶﾞ 静岡県 ボンシャンス

500 1401678 西 寅太郎 ﾆｼ ﾄﾗﾀﾛｳ 福岡県 ボンシャンス

501 1001778 大橋 聖二 ｵｵﾊｼ ｾｲｼﾞ 栃木県 Honda 栃木 JET

502 1201642 永野 洋史 ﾅｶﾞﾉ ﾋﾛｼ 栃木県 Honda 栃木 JET
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503 1400182 明石 政巳 ｱｶｼ ﾏｻﾐ 栃木県 Honda 栃木 JET

504 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

505 1300166 野呂 雅和 ﾉﾛ ﾏｻｶｽﾞ 兵庫県 モジュマ  エリアゼロナナゴ

506 1100076 角田 光隆 ｽﾐﾀﾞ ﾐﾂﾀｶ 奈良県 EURO-WORKS Racing

507 0701256 川口 浩孝 ｶﾜｸﾞﾁ ﾋﾛﾀｶ 奈良県 EURO-WORKS Racing

508 1301704 國方 賢治 ｸﾆｶﾀ ｹﾝｼﾞ 大阪府 EURO-WORKS Racing

509 1100040 小山 洋平 ｺﾔﾏ ﾖｳﾍｲ 神奈川 Racing CUBE
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【クラスタ：E3　レースレーティング：D 】  61名 2015.04.15

No. 選手ID 選手名 ｶﾅ 地域 ﾁｰﾑ名
601 1400107 山本 哲哉 ﾔﾏﾓﾄ ﾃﾂﾔ 和歌山 AVANT GARDE

602 0600524 森 一馬 ﾓﾘ ｶｽﾞﾏ 和歌山 AVANT GARDE

603 JBMIT03 田中 正浩 ﾀﾅｶ ﾏｻﾋﾛ 埼玉県 イナーメ信濃山形-EFT

604 1300141 東 健司 ﾋｶﾞｼ ｹﾝｼﾞ 神奈川 MKⅢ

605 1201737 伊東 佑馬 ｲﾄｳ ﾕｳﾏ 東京都 MKⅢ

606 1300600 椎名 岳 ｼｲﾅ ｶﾞｸ 宮城県 エルドラード・エスペランサ

607 1400374 谷 順成 ﾀﾆ ｼﾞｭﾝｾｲ 岐阜県 関西大学Cycle Racing Team

608 1100603 畑中 滋 ﾊﾀﾅｶ ｼｹﾞﾙ 三重県 KINAN AACA

609 0900375 稲垣 憲次 ｲﾅｶﾞｷ ｹﾝｼﾞ 愛知県 KINAN AACA

610 0900153 岩城 和宏 ｲﾜｷ ｶｽﾞﾋﾛ 大阪府 クラブシルベスト

611 1400765 小島 仁 ｺｼﾞﾏ ﾋﾄｼ 愛知県 ｸﾗﾌﾞGiro

612 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

613 1300377 小林 直樹 ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵｷ 愛知県 KOGMA Racing

614 0901133 中島 啓 ﾅｶｼﾞﾏ ﾋﾛﾑ 東京都 サイクルフリーダムレーシング

615 1400352 村山 司 ﾑﾗﾔﾏ ﾂｶｻ 奈良県 ZAS　Racing

616 1301407 山崎 昌宣 ﾔﾏｻﾞｷ ｱｷﾉﾘ 大阪府 C-WASP

617 1500309 森川 晃行 ﾓﾘｶﾜ ｱｷﾕｷ 奈良県 ZIPPY CYCLE CLUB

618 0700132 冨士 勲 ﾌｼﾞ ｲｻｵ 京都府 ZIPPY CYCLE CLUB

619 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

620 1301694 小貫 智紀 ｵﾇｷ ﾄﾓﾉﾘ 神奈川 湘南ベルマーレサイクル

621 JBBEC04 小野瀬 広希 ｵﾉｾ ﾋﾛｷ 神奈川 湘南ベルマーレサイクル

622 JBBEC05 菊池 悠介 ｷｸﾁ ﾕｳｽｹ 神奈川 湘南ベルマーレサイクル

623 1400016 新谷 和洋 ｼﾝﾀﾆ ｶｽﾞﾋﾛ 静岡県 Squadra di LAVORANTE

624 1300027 加里本 勇喜 ｶﾘﾓﾄ ﾕｳｷ 静岡県 Squadra di LAVORANTE

625 1400084 石井 由行 ｲｼｲ ﾖｼﾕｷ 千葉県 ＳＰＡＣＥ ＺＥＲＯＰＯＩＮＴ

626 1400013 永坂 允 ﾅｶﾞｻｶ ﾏｺﾄ 静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

627 0001593 杉本 敦志 ｽｷﾞﾓﾄ ｱﾂｼ 静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

628 1401605 長尾 宏樹 ﾅｶﾞｵ ﾋﾛｷ 東京都 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ

629 1402317 有益 伸一 ｱﾘﾏｽ ｼﾝｲﾁ 神奈川 ＳＥＫＩＹＡ

630 1400148 福田 圭晃 ﾌｸﾀﾞ ﾖｼｱｷ 神奈川 Team BFY Racing

631 1400117 石井 靖人 ｲｼｲ ﾔｽﾄ 大阪府 チーム・アヴェル

632 0200426 安東 秀倫 ｱﾝﾄﾞｳ ﾋﾃﾞﾐﾁ 岡山県 ﾁｰﾑ 岡山

633 1200454 布施 利実 ﾌｾ ﾄｼﾐ 東京都 TEAM SANREMO

634 1001926 谷名 修一 ﾀﾆﾅ ｼｭｳｲﾁ 京都府 チーム・シルクロード

635 9802134 中島 義基 ﾅｶｼﾏ ﾖｼｷ 福岡県 チーム・チェブロ

636 1400291 渡部 譲二 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｮｳｼﾞ 広島県 TeamBioGaiaBike

637 1400655 石河 良介 ｲｼｶﾜ ﾘｮｳｽｹ 愛知県 天狗党

638 1300050 村田 修 ﾑﾗﾀ ｵｻﾑ 大阪府 ドゥールース

639 1101261 北見 涼 ｷﾀﾐ ﾘｮｳ 神奈川 TOKYO VENTOS

640 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

641 1301738 牧志 晃一 ﾏｷｼ ｺｳｲﾁ 東京都 なるしまフレンド

642 JBNFE09 野村 ガク ﾉﾑﾗ ｶﾞｸ 東京都 なるしまフレンド

643 1100881 村上 淳 ﾑﾗｶﾐ ｼﾞｭﾝ 東京都 なるしまフレンド

644 1301915 松嶋 一衛 ﾏﾂｼﾏ ｲﾁｴ 愛知県 Pinazou Test Team

645 JBVCF02 村田 雄耶 ﾑﾗﾀ ﾕｳﾔ 福岡県 VC Fukuoka 

646 JBVCF01 井上 亮 ｲﾉｳｴ ﾘｮｳ 京都府 VC Fukuoka 

647 JBVCF03 廣田 力也 ﾋﾛﾀ ﾘｷﾔ 福岡県 VC Fukuoka 

648 JBFTS01 石渡 誠一 ｲｼﾜﾀﾘ ｾｲｲﾁ 神奈川 フィッツ

649 1201592 阿部 航大 ｱﾍﾞ ｺｳﾀﾞｲ 栃木県 ブラウ・ブリッツェン

650 1400269 尾形 駿 ｵｶﾞﾀ ｼｭﾝ 栃木県 ブラウ・ブリッツェン

651 JBBBL03 江口 成臣 ｴｸﾞﾁ ﾅﾙｵﾐ 栃木県 ブラウ・ブリッツェン

652 JBBBL09 馬場 友博 ﾊﾞﾊﾞ ﾄﾓﾋﾛ 栃木県 ブラウ・ブリッツェン
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653 JBBBL01 上野 祐樹 ｳｴﾉ ﾕｳｷ 栃木県 ブラウ・ブリッツェン

654 JBBBL07 小荷田 泰正 ｺﾆﾀ ﾔｽﾏｻ 栃木県 ブラウ・ブリッツェン

655 JBFSA02 安原 功 ﾔｽﾊﾗ ｲｻｵ 岡山県 ＦＲＥＥＳＰＥＥＤ

656 JBFSA01 築山 元樹 ﾂｷﾔﾏ ｹﾞﾝｷ 岡山県 ＦＲＥＥＳＰＥＥＤ

657 1402160 富元 久雄 ﾄﾐﾓﾄ ﾋｻｵ 埼玉県 Honda 栃木 JET

658 0901303 亀岡 晋也 ｶﾒｵｶ ｼﾝﾔ 愛媛県 masahikomifune.com CyclingTeam

659 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

660 1300591 島井 俊治 ｼﾏｲ ﾄｼﾊﾙ 奈良県 EURO-WORKS Racing

661 1201234 Wiesner Charles Michael ﾜｲｽﾞﾅｰ ﾁｬｰﾙｽﾞﾏｲｹﾙ 長野県 RITCHEY BREZZAカミハギRT
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【クラスタ：F　レースレーティング：F 】 20名 2015.04.15

No. 選手ID 選手名 ｶﾅ 地域 ﾁｰﾑ名
801 1000589 吉川 美穂 ﾖｼｶﾜ ﾐﾎ 和歌山 ASAHI MUUR ZERO

802 0700309 牧瀬 翼 ﾏｷｾ ﾂﾊﾞｻ 和歌山 ASAHI MUUR ZERO

803 0900190 山下 由起子 ﾔﾏｼﾀ ﾕｷｺ 大阪府 Vitesse- Feminin 

804 0800032 渕上 記理子 ﾌﾁｶﾞﾐ ｷﾘｺ 大阪府 クラブシルベスト

805 1300383 羽田野 千晶 ﾊﾀﾉ ﾁｱｷ 愛知県 KOGMA Racing

806 1200227 西口 悦子 ﾆｼｸﾞﾁ ｴﾂｺ 大阪府 Ｓａｋａｔａｎｉ Ｒａｃｉｎｇ

807 0900447 木村 のぞみ ｷﾑﾗ ﾉｿﾞﾐ 京都府 SalataBiancaKobe

808 1100165 松本 景子 ﾏﾂﾓﾄ ｹｲｺ 大阪府 ZIPPY CYCLE CLUB

809 1400045 高田 由貴 ﾀｶﾀﾞ ﾕｷ 大阪府 ZIPPY CYCLE CLUB

810 1300276 岡本 二菜 ｵｶﾓﾄ ﾆﾅ 東京都 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ

811 JBTSR06 安藤 奏子 ｱﾝﾄﾞｳ ｶﾅｺ 大阪府 チーム スクアドラ

812 JBTSR04 江住 めぐみ ｴｽﾐ ﾒｸﾞﾐ 大阪府 チーム スクアドラ

813 1101522 伊藤 杏菜 ｲﾄｳ ｱﾝﾅ 愛知県 Champion System Japan

814 0801083 菊池 香 ｷｸﾁ ｶｵﾘ 神奈川 なるしまフレンド

815 0401441 智野 真央 ﾁﾉ ﾏｵ 東京都 Neilpryde - Nanshin Subaru Cycling 

816 0301044 豊岡 英子 ﾄﾖｵｶ ｱﾔｺ 大阪府 パナソニックレディース

817 1301359 棟近 陽子 ﾑﾈﾁｶ ﾖｳｺ 奈良県 BH ASTIFO

818 1400867 布袋田 沙織 ﾎﾃｲﾀﾞ ｻｵﾘ 東京都 BH ASTIFO

819 1201916 矢野 智子 ﾔﾉ ﾄﾓｺ 京都府 モジュマ  エリアゼロナナゴ

822 1200191 坂口 楓華 ｻｶｸﾞﾁ ﾌｳｶ 兵庫県 播磨南高校

第4回 JBCF タイムトライアル 南紀白浜
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