
【クラスタ：P1　レースレーティング：AAA】　141名 2015.09.15

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 0400843 鈴木 譲 ｽｽﾞｷ ﾕｽﾞﾙ 神奈川 宇都宮ブリッツェン

3 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

4 9700980 鈴木 真理 ｽｽﾞｷ ｼﾝﾘ 千葉県 宇都宮ブリッツェン

5 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

6 0600844 阿部 嵩之 ｱﾍﾞ ﾀｶﾕｷ 北海道 宇都宮ブリッツェン

7 0901287 城田 大和 ｼﾛﾀ ﾔﾏﾄ 沖縄県 宇都宮ブリッツェン

8 1001732 堀 孝明 ﾎﾘ ﾀｶｱｷ 栃木県 宇都宮ブリッツェン

11 0100115 畑中 勇介 ﾊﾀﾅｶ ﾕｳｽｹ 東京都 Team UKYO

12 1402310 PUJOL Oscar ﾌﾟｼﾞｮﾙ ｵｽｶﾙ 東京都 Team UKYO

13 1402309 URTASUN Pablo ｳﾙﾀｽﾝ ﾊﾟﾌﾞﾛ 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 0900861 湊 諒 ﾐﾅﾄ ﾘｮｳ 青森県 Team UKYO

17 0501654 平井 栄一 ﾋﾗｲ ｴｲｲﾁ 神奈川 Team UKYO

18 0800983 山本 隼 ﾔﾏﾓﾄ ｼｭﾝ 山梨県 Team UKYO

21 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

22 0701113 木村 圭佑 ｷﾑﾗ ｹｲｽｹ 滋賀県 シマノレーシング

23 JBSMN01 秋丸 湧哉 ｱｷﾏﾙ ﾕｳﾔ 大阪府 シマノレーシング

24 0900212 横山 航太 ﾖｺﾔﾏ ｺｳﾀ 長野県 シマノレーシング

25 JBSMN02 小山 貴大 ｺﾔﾏ ﾀｶﾋﾛ 群馬県 シマノレーシング

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

27 SGP0714 Low Darren ﾛｳ ﾀﾞﾚﾝ SINGAPORE シマノレーシング

31 1300861 Jose VICENTE ﾎｾ ﾋﾞｾﾝﾃ 東京都 マトリックスパワータグ

32 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

33 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

34 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

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 9701956 向川 尚樹 ﾑｶｲｶﾞﾜ ﾅｵｷ 大阪府 マトリックスパワータグ

37 0500440 永良 大誠 ﾅｶﾞﾗ ﾀﾞｲｾｲ 兵庫県 マトリックスパワータグ

41 1101581 鈴木 龍 ｽｽﾞｷ ﾘｭｳ 東京都 那須ブラーゼン

42 0301347 佐野 淳哉 ｻﾉ ｼﾞｭﾝﾔ 埼玉県 那須ブラーゼン

43 1100960 新城 雄大 ｱﾗｼﾛ ﾕｳﾀﾞｲ 沖縄県 那須ブラーゼン

44 1001727 雨澤 毅明 ｱﾒｻﾞﾜ ﾀｹｱｷ 栃木県 那須ブラーゼン

45 1100355 小野寺 玲 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾚｲ 栃木県 那須ブラーゼン

46 0400028 小坂 光 ｺｻｶ ﾋｶﾙ 長野県 那須ブラーゼン

47 0800942 吉岡 直哉 ﾖｼｵｶ ﾅｵﾔ 京都府 那須ブラーゼン

48 1000927 岩井 航太 ｲﾜｲ ｺｳﾀ 東京都 那須ブラーゼン

51 0001389 遠藤 績穂 ｴﾝﾄﾞｳ ｾｷﾎ 千葉県 ChampionSystemJapan

52 9702838 西谷 雅史 ﾆｼﾀﾆ ﾏｻﾌﾐ 東京都 ChampionSystemJapan

53 0800335 清宮 洋幸 ｾｲﾐﾔ ﾋﾛﾕｷ 千葉県 ChampionSystemJapan

54 0800607 前田 公平 ﾏｴﾀﾞ ｺｳﾍｲ 東京都 ChampionSystemJapan

55 0600054 大場 政登志 ｵｵﾊﾞ ﾏｻﾄｼ 岐阜県 ChampionSystemJapan

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 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

63 0901542 北野 普識 ｷﾀﾉ ﾕｷﾉﾘ 千葉県 イナーメ信濃山形

64 1200812 井上 政貴 ｲﾉｳｴ ﾏｻｷ 兵庫県 イナーメ信濃山形

65 0700051 森本 誠 ﾓﾘﾓﾄ ﾏｺﾄ 愛知県 イナーメ信濃山形

66 0700045 岩月 伸夫 ｲﾜﾂｷ ﾉﾌﾞｵ 愛知県 イナーメ信濃山形

67 9700988 高岡 亮寛 ﾀｶｵｶ ｱｷﾋﾛ 東京都 イナーメ信濃山形

71 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

72 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

73 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

74 1001190 小清水 拓也 ｺｼﾐｽﾞ ﾀｸﾔ 神奈川 レモネードベルマーレレーシングチーム

75 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

81 0700664 西薗 良太 ﾆｼｿﾞﾉ ﾘｮｳﾀ 鹿児島 ブリヂストン アンカー サイクリング チーム

82 FRA0827 MONIER Damien ﾓﾆｴ ﾀﾞﾐｱﾝ FRANCE ブリヂストン アンカー サイクリング チーム

83 FRA1214 LEBAS Thomas ﾙﾊﾞ ﾄﾏ FRANCE ブリヂストン アンカー サイクリング チーム

84 0401561 初山 翔 ﾊﾂﾔﾏ ｼｮｳ 栃木県 ブリヂストン アンカー サイクリング チーム

85 0701585 椿 大志 ﾂﾊﾞｷ ﾋﾛｼ 東京都 ブリヂストン アンカー サイクリング チーム

86 0100203 井上 和郎 ｲﾉｳｴ ｶｽﾞｵ 福井県 ブリヂストン アンカー サイクリング チーム
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87 0700340 寺崎 武郎 ﾃﾗｻｷ ﾀｹﾛｳ 福井県 ブリヂストン アンカー サイクリング チーム

91 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

92 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

93 1001504 小西 優大 ｺﾆｼ ﾕｳﾀﾞｲ 大阪府 シエルヴォ奈良MIYATA-MERIDAレーシングチーム

94 1201456 中川 智 ﾅｶｶﾞﾜ ｻﾄｼ 奈良県 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

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 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

103 0100069 奈良 浩 ﾅﾗ ﾋﾛｼ 埼玉県 なるしまフレンド　レーシングチーム

104 0500037 櫻井 一輝 ｻｸﾗｲ ﾓﾄｷ 静岡県 なるしまフレンド　レーシングチーム

105 0800078 荒牧 和敬 ｱﾗﾏｷ ｶｽﾞﾖｼ 北海道 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 9702834 中村 文武 ﾅｶﾑﾗ ﾌﾐﾀｹ 東京都 FIETS GROEN 日本ロボティクス

113 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

114 9702852 藤田 勉 ﾌｼﾞﾀ ﾂﾄﾑ 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 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

117 9700951 黒川 隆之 ｸﾛｶﾜ ﾀｶﾕｷ 神奈川 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 FRA0417 Guezet Bruno ｹﾞｾﾞ ﾌﾞﾙﾉ FRANCE Neilpryde - Nanshin Subaru Cycling 

123 1100478 鶴岡 慶太 ﾂﾙｵｶ ｹｲﾀ 愛知県 Neilpryde - Nanshin Subaru Cycling 

124 1201533 小林 契 ｺﾊﾞﾔｼ ｹｲ 東京都 Neilpryde - Nanshin Subaru Cycling 

131 0801743 小野寺 和也 ｵﾉﾃﾞﾗ ｶｽﾞﾔ 静岡県 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 1001745 畠山 和也 ﾊﾀｹﾔﾏ ｶｽﾞﾔ 宮城県 エルドラードサムライ東北withのんのんびより

134 0901548 海藤 稜馬 ｶｲﾄﾞｳ ﾘｮｳﾏ 山形県 エルドラードサムライ東北withのんのんびより

135 0401308 五十嵐 丈士 ｲｶﾞﾗｼ ﾀｹｼ 沖縄県 エルドラードサムライ東北withのんのんびより

141 1001921 今井 雄輝 ｲﾏｲ ﾕｳｷ 兵庫県 ACQUA TAMA EURO-WORKS

142 0200172 平林 昌樹 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾏｻｷ 神奈川 ACQUA TAMA EURO-WORKS

143 0900461 秋山 悟郎 ｱｷﾔﾏ ｺﾞﾛｳ 東京都 ACQUA TAMA EURO-WORKS

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

145 9702875 山口 博久 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛﾋｻ 東京都 ACQUA TAMA EURO-WORKS

151 1300446 星野 貴大 ﾎｼﾉ ﾀｶﾋﾛ 愛知県 JP SPORTS TEST TEAM-MASSA-ANDEX

152 1101605 元山 高嶺 ﾓﾄﾔﾏ ﾀｶﾈ 京都府 JP SPORTS TEST TEAM-MASSA-ANDEX

153 9702059 日置 大介 ﾋｵｷ ﾀﾞｲｽｹ 兵庫県 JP SPORTS TEST TEAM-MASSA-ANDEX

161 0400563 伊藤 雅和 ｲﾄｳ ﾏｻｶｽﾞ 神奈川 AISAN Racing Team

162 0701679 中根 英登 ﾅｶﾈ ﾋﾃﾞﾄ 愛知県 AISAN Racing Team

163 0500741 早川 朋宏 ﾊﾔｶﾜ ﾄﾓﾋﾛ 愛知県 AISAN Racing Team

164 0500960 小森 亮平 ｺﾓﾘ ﾘｮｳﾍｲ 広島県 AISAN Racing Team

165 9900243 平塚 吉光 ﾋﾗﾂｶ ﾖｼﾐﾂ 静岡県 AISAN Racing Team

166 9700898 綾部 勇成 ｱﾔﾍﾞ ﾀｹｱｷ JPCA AISAN Racing Team

167 0101293 福田 真平 ﾌｸﾀﾞ ｼﾝﾍﾟｲ 愛知県 AISAN Racing Team

168 0001063 中島 康晴 ﾅｶｼﾞﾏ ﾔｽﾊﾙ 福井県 AISAN Racing Team

171 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

172 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

173 1400279 宇田川 陽平 ｳﾀﾞｶﾞﾜ ﾖｳﾍｲ 栃木県 ウォークライド・シクロアカデミア

174 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

175 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

176 1001902 米谷 隆志 ﾖﾈﾀﾆ ﾀｶｼ 東京都 ウォークライド・シクロアカデミア

177 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

181 0901551 水間 健 ﾐｽﾞﾏ ﾀｹｼ 栃木県 Honda 栃木

182 1200062 川田 優作 ｶﾜﾀ ﾕｳｻｸ 栃木県 Honda 栃木

183 1300346 河合 貴明 ｶﾜｲ ﾀｶｱｷ 栃木県 Honda 栃木

184 0200754 山西 健司 ﾔﾏﾆｼ ｹﾝｼﾞ 栃木県 Honda 栃木

185 1001725 平野 宏明 ﾋﾗﾉ ﾋﾛｱｷ 栃木県 Honda 栃木

186 1200341 小長谷 剛 ｺﾜｾ ﾂﾖｼ 栃木県 Honda 栃木

187 0901045 萩原 慎也 ﾊｷﾞﾜﾗ ｼﾝﾔ 栃木県 Honda 栃木

191 0501177 野中 竜馬 ﾉﾅｶ ﾘｮｳﾏ 広島県 KINAN Cycling Team

192 1301943 GARCIA Ricardo ｶﾞﾙｼｱ ﾘｶﾙﾄﾞ SPAIN KINAN Cycling Team

193 1401822 DESRIAC Loic ﾃﾞﾘｱｸ ﾛｲｯｸ 愛知県 KINAN Cycling Team

194 JBKIN03 CRAWFORD Jai ｸﾛﾌｫｰﾄﾞ ｼﾞｪｲ 愛知県 KINAN Cycling Team

195 0400735 伊丹 健治 ｲﾀﾐ ｹﾝｼﾞ JPCA KINAN Cycling Team

196 0600869 中西 重智 ﾅｶﾆｼ ｼｹﾞﾄﾓ 滋賀県 KINAN Cycling Team

197 9701052 山本 雅道 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾐﾁ 神奈川 KINAN Cycling Team

198 0801740 阿曽 光佑 ｱｿ ｺｳｽｹ 三重県 KINAN Cycling Team
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201 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

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 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

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 1400631 中井 雄策 ﾅｶｲ ﾕｳｻｸ 群馬県 群馬グリフィン・レーシングチーム

206 0901123 菅野 正明 ｶﾝﾉ ﾏｻｱｷ 東京都 群馬グリフィン・レーシングチーム

211 0800639 河賀 雄大 ｶｶﾞ ﾕｳﾀﾞｲ 広島県 VICTOIRE 広島

212 0400866 中山 卓士 ﾅｶﾔﾏ ﾀｶｼ 広島県 VICTOIRE 広島

213 0401579 伊藤 翔吾 ｲﾄｳ ｼｮｳｺﾞ 広島県 VICTOIRE 広島

214 0210306 金田 智行 ｶﾈﾀﾞ ﾄﾓﾕｷ 埼玉県 VICTOIRE 広島

215 9901368 清水 英樹 ｼﾐｽﾞ ﾋﾃﾞｷ 鳥取県 VICTOIRE 広島

216 0400879 丸本 悠太 ﾏﾙﾓﾄ ﾕｳﾀ 広島県 VICTOIRE 広島

223 1001221 澤池 陵二 ｻﾜﾁ ﾘｮｳｼﾞ 長崎県 Team JBCF

225 0900382 近藤 良亮 ｺﾝﾄﾞｳ ﾘｮｳｽｹ 愛知県 Team JBCF

231 0400076 中井 光博 ﾅｶｲ ﾐﾂﾋﾛ 岐阜県 Team JBCF
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【クラスタ：E3　レースレーティング：D】　115名 2015.09.15

No. 選手ID 選手名 ｶﾅ 地域 ﾁｰﾑ名

601 1100198 岩崎 基規 ｲﾜｻｷ ﾓﾄﾉﾘ 埼玉県 ACQUA TAMA

602 JBAFR02 吉田 真大 ﾖｼﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 神奈川 atelierFLEUVE Racing

603 JBAFR01 吉田 泰大 ﾖｼﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ 神奈川 atelierFLEUVE Racing

604 0800004 石井 哲也 ｲｼｲ ﾃﾂﾔ 埼玉県 ＡＲＡＩＭＵＲＡＣＡ

605 0800005 岡田 直樹 ｵｶﾀﾞ ﾅｵｷ 埼玉県 ＡＲＡＩＭＵＲＡＣＡ

606 1200453 南 朋弥 ﾐﾅﾐ ﾄﾓﾔ 埼玉県 ＡＲＡＩＭＵＲＡＣＡ

607 1402357 吉田 勝彦 ﾖｼﾀﾞ ｶﾂﾋﾛ 埼玉県 ALTOPIANO

608 1402362 木村 博志 ｷﾑﾗ ﾋﾛｼ 埼玉県 ALTOPIANO

609 1402364 出浦 良則 ﾃﾞｳﾗ ﾖｼﾉﾘ 埼玉県 ALTOPIANO

610 1402361 鳥屋部 樹 ﾄﾘﾔﾍﾞ ﾀﾂｷ 埼玉県 ALTOPIANO

611 1402023 佐々 秀治 ｻｻ ﾋﾃﾞﾊﾙ 千葉県 イナーメ信濃山形-EFT

612 1200374 鈴木 克明 ｽｽﾞｷ ｶﾂﾋﾛ 茨城県 エクストリームつくば

613 1401791 本田 峻大 ﾎﾝﾀﾞ ｼｭﾝﾀ 東京都 EsperanceStage我逢人・山口

614 1201737 伊東 佑馬 ｲﾄｳ ﾕｳﾏ 東京都 MKⅢ

615 0900141 今野 勲 ｺﾝﾉ ｲｻｵ 宮城県 エルドラード・エスペランサ

616 1200108 鶴岡 聖隆 ﾂﾙｵｶ ｷﾖﾀｶ 富山県 エルドラード・エスペランサ

617 1500299 伊藤 雅史 ｲﾄｳ ﾏｻｼ 千葉県 オッティモ

618 1500278 高橋 育 ﾀｶﾊｼ ｲｸ 千葉県 オッティモ

619 0400548 山田 健治 ﾔﾏﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 宮城県 カネコイングスJBCF

620 1400191 植田 春樹 ｳｴﾀﾞ ﾊﾙｷ 埼玉県 コムリン 

621 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

622 1201911 齋藤 全弘 ｻｲﾄｳ ﾏｻﾋﾛ 東京都 サイクルフリーダムレーシング

623 JBCFR05 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

624 1400079 島田 英樹 ｼﾏﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ 大阪府 Ｓａｋａｔａｎｉ Ｒａｃｉｎｇ

625 1301407 山崎 昌宣 ﾔﾏｻﾞｷ ｱｷﾉﾘ 大阪府 C-WASP

626 1500398 津田 悠義 ﾂﾀﾞ ﾕｳｷﾞ 愛知県 JBCF　J-Youth

627 1101802 林 和利 ﾊﾔｼ ｶｽﾞﾄｼ 栃木県 じてんしゃの杜

628 1400178 巽 克哉 ﾀﾂﾐ ｶﾂﾔ 栃木県 じてんしゃの杜

629 JBSHA05 田口 紀昭 ﾀｸﾞﾁ ﾉﾘｱｷ 埼玉県 シャークアイランド

630 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

631 1400135 川島 健人 ｶﾜｼﾏ ｹﾝﾄ 神奈川 湘南ベルマーレサイクル

632 1400144 相原 士穏 ｱｲﾊﾗ ｼｵﾝ 神奈川 湘南ベルマーレサイクル

633 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

634 JBBEC02 槐 野明 ｴﾝｼﾞｭ ﾉｱ 神奈川 湘南ベルマーレサイクル

635 1200606 門奈 芳生 ﾓﾝﾅ ﾖｼｵ 埼玉県 SQUADRA CORSE cicli HIDE

636 JBSBR02 松田 輝 ﾏﾂﾀﾞ ﾋｶﾙ 群馬県 ＳＵＢＡＲＵ ＲＴ

637 0100088 佐藤 成彦 ｻﾄｳ ｼｹﾞﾋｺ 茨城県 ＳＰＡＣＥ ＺＥＲＯＰＯＩＮＴ

638 JBSZP02 織戸 一樹 ｵﾘﾄ ｶｽﾞｷ 茨城県 ＳＰＡＣＥ ＺＥＲＯＰＯＩＮＴ

639 0400195 橋本 貴之 ﾊｼﾓﾄ ﾀｶﾕｷ 静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

640 1400013 永坂 允 ﾅｶﾞｻｶ ﾏｺﾄ 静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

641 JBSPA01 高村 昌克 ﾀｶﾑﾗ ﾏｻｶﾂ 静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

642 0300337 市橋 徹也 ｲﾁﾊｼ ﾃﾂﾔ 東京都 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ

643 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

644 1400425 相場 康雄 ｱｲﾊﾞ ﾔｽｵ 東京都 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ

645 JBRAV16 渋谷 卓馬 ｼﾌﾞﾔ ﾀｸﾏ 東京都 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ

646 JBRAV17 佐藤 浩大 ｻﾄｳ ｺｳﾀ 東京都 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ

647 JBRAV12 樋口 浩昭 ﾋｸﾞﾁ ﾋﾛｱｷ 東京都 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ

648 JBRAV13 下道 隆二 ｼﾀﾐﾁ ﾘｭｳｼﾞ 千葉県 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ

649 0700592 辻本 尚希 ﾂｼﾞﾓﾄ ﾅｵｷ 東京都 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ

650 1401674 檜村 奏太 ﾋﾑﾗ ｿｳﾀ 東京都 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ

651 1301789 大森 修平 ｵｵﾓﾘ ｼｭｳﾍｲ 神奈川 ＳＥＫＩＹＡ

652 JBGSE03 浅川 収 ｱﾜｶﾜ ｵｻﾑ 東京都 チーム GSエバーウィン

653 JBGSE08 杉浦 亮介 ｽｷﾞｳﾗ ﾘｮｳｽｹ 東京都 チーム GSエバーウィン

654 JBGSE04 浅川 大地 ｱｻｶﾜ ﾀﾞｲﾁ 東京都 チーム GSエバーウィン

655 1400148 福田 圭晃 ﾌｸﾀﾞ ﾖｼｱｷ 神奈川 Team BFY Racing

656 1500238 五十嵐 洸太 ｲｶﾞﾗｼ ｺｳﾀ 神奈川 Team BFY Racing

657 1500237 五十嵐 亮太 ｲｶﾞﾗｼ ﾘｮｳﾀ 神奈川 Team BFY Racing

658 1402251 白石 光 ｼﾗｲｼ ﾋｶﾙ 神奈川 Team BFY Racing

659 0901487 西野 智久 ﾆｼﾉ ﾄﾓﾋｻ 神奈川 チーム・ウォークライド

660 1401566 北原 茂明 ｷﾀﾊﾗ ｼｹﾞｱｷ 東京都 チーム オーベスト

661 1500792 大塚 秀人 ｵｵﾂｶ ﾋﾃﾞﾄ 東京都 チーム オーベスト
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662 1000383 佐藤 健二 ｻﾄｳ ｹﾝｼﾞ 東京都 チーム オーベスト

663 JBCUO05 平賀 康一 ﾋﾗｶﾞ ｺｳｲﾁ 東京都 Team CUORE

664 1500198 國定 洋光 ｸﾆｻﾀﾞ ﾋﾛﾐﾂ 東京都 Ｔｅａｍ ＦＩＴＴＥ

665 1400805 忍田 基明 ｵｼﾀﾞ ﾓﾄｱｷ 東京都 Ｔｅａｍ ＦＩＴＴＥ

666 1100220 東條 容明 ﾄｳｼﾞｮｳ ﾖｼｱｷ 新潟県 チームフィンズ

667 1101585 早川 知彦 ﾊﾔｶﾜ ﾄﾓﾋｺ 新潟県 チームフィンズ

668 1300372 森川 裕太 ﾓﾘｶﾜ ﾕｳﾀ 新潟県 チームフィンズ

669 1001938 酒井 真一 ｻｶｲ ｼﾝｲﾁ 東京都 チバポンズ

670 JBTSU01 小池 翔万 ｺｲｹ ｼｮｳﾏ 三重県 TSU RACING

671 1500425 山田 哲也 ﾔﾏﾀﾞ ﾃﾂﾔ 栃木県 NAMAZU PLUS TOCHIGI

672 1301378 村上 凌伍 ﾑﾗｶﾐ ﾘｮｳｺﾞ 北海道 なるしまフレンド

673 0501052 若生 正剛 ﾜｺｳ ｾｲｺﾞｳ 東京都 なるしまフレンド

674 0801516 福田 昌弘 ﾌｸﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 東京都 なるしまフレンド

675 1100881 村上 淳 ﾑﾗｶﾐ ｼﾞｭﾝ 東京都 なるしまフレンド

676 0800225 北川 雅一 ｷﾀｶﾞﾜ ﾏｻｶｽﾞ 東京都 なるしまフレンド

677 1400410 赤塚 宏 ｱｶﾂｶ ﾋﾛｼ 東京都 なるしまフレンド

678 1300289 印具 毅雄 ｲﾝｸﾞ ﾀｹｵ 東京都 なるしまフレンド

679 JBNFE08 平野 啓介 ﾋﾗﾉ ｹｲｽｹ 東京都 なるしまフレンド

680 JBNFE12 阿島 哲夫 ｱｼﾞﾏ ﾃﾂｵ 神奈川 なるしまフレンド

681 1402092 川野 健太 ｶﾜﾉ ｹﾝﾀ 東京都 日本ろう自転車競技協会

682 JBBMZ02 山路 幸洋 ﾔﾏｼﾞ ﾕｷﾋﾛ 千葉県 BMレーシングZUNOW

683 JBBMZ01 鈴木 進之介 ｽｽﾞｷ ｼﾝﾉｽｹ 千葉県 BMレーシングZUNOW

684 9700807 山口 洋平 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾖｳﾍｲ 千葉県 BMレーシングZUNOW

685 1300076 近藤 貴仁 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｶﾋﾄ 神奈川 HIRAKO.mode

686 1000211 馬場 克行 ﾊﾞﾊﾞ ｶﾂﾕｷ 神奈川 HIRAKO.mode

687 JBVCF04 瀬戸 龍太 ｾﾄ ﾘｭｳﾀ 福岡県 VC Fukuoka 

688 1400263 川口 諒人 ｶﾜｸﾞﾁ ﾘｮｳﾄ 栃木県 ブラウ・ブリッツェン

689 1100349 福島 康洋 ﾌｸｼﾏ ﾔｽﾋﾛ 栃木県 ブラウ・ブリッツェン

690 1500423 片桐 真一 ｶﾀｷﾞﾘ ｼﾝｲﾁ 栃木県 ブラウ・ブリッツェン

691 JBBBL05 金子 祐大 ｶﾈｺ ﾕｳﾀﾞｲ 栃木県 ブラウ・ブリッツェン

692 JBBBL04 菊地 優斗 ｷｸﾁ ﾕｳﾄ 栃木県 ブラウ・ブリッツェン

693 1402160 富元 久雄 ﾄﾐﾓﾄ ﾋｻｵ 埼玉県 Honda 栃木 JET

694 1402107 糀谷 貴宣 ｺｳｼﾞﾔ ﾀｶﾉﾘ 栃木県 Honda 栃木 JET

695 1402246 高柴 元 ﾀｶｼﾊﾞ ｹﾞﾝ 東京都 Maidservant Subject

696 JBUNT05 佐藤 圭司 ｻﾄｳ ｹｲｼﾞ 茨城県 Unity

697 JBUNT02 仲沢 周一 ﾅｶｻﾞﾜ ｼｭｳｲﾁ 茨城県 Unity

698 JBUNT03 山倉 朋之 ﾔﾏｸﾗ ﾄﾓﾕｷ 茨城県 Unity

699 JBUNT07 佐藤 壽晃 ｻﾄｳ ﾄｼｱｷ 茨城県 Unity

700 JBYSU04 長澤 和樹 ﾅｶﾞｻﾜ ｶｽﾞｷ 神奈川 YOKOSUKA UNO RACING

701 1401373 飯田 千暁 ｲｲﾀﾞ ﾁｱｷ 神奈川 横浜高校自転車競技部

702 1001682 倉野 稔也 ｸﾗﾉ ﾄｼﾔ 栃木県 RIDE Freaks

703 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

704 0600125 岡野 賢司 ｵｶﾉ ｹﾝｼﾞ 栃木県 ﾘﾍﾞﾙﾀｽTOCHIGI BICYCLE CLUB

705 JBTBC01 布施 知洋 ﾌｾ ﾄﾓﾋﾛ 埼玉県 ﾘﾍﾞﾙﾀｽTOCHIGI BICYCLE CLUB

706 1501559 高橋 幸也 ﾀｶﾊｼ ﾕｷﾔ 神奈川 Racing CUBE

707 JBTMY05 関根 啓総 ｾｷﾈ ﾋﾛﾐﾁ 埼玉県 Ｙ’ｓ Ｒｏａｄ

708 1500192 白井 真人 ｼﾗｲ ﾏｻﾄ 東京都 Ｙ’ｓ Ｒｏａｄ

709 1402069 窪田 墾 ｸﾎﾞﾀ ﾂﾄﾑ 愛知県 Ｙ’ｓ Ｒｏａｄ

710 1101583 金井 光春 ｶﾅｲ ﾐﾂﾊﾙ 埼玉県 Ｙ’ｓ Ｒｏａｄ

711 JBWCU02 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

712 JBWCU03 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

713 JBWCU07 前川 太一 ﾏｴｶﾜ ﾀｲﾁ 千葉県 湾岸サイクリング・ユナイテッド

714 JBWCU09 佐々木 隆宏 ｻｻｷ ﾀｶﾋﾛ 東京都 湾岸サイクリング・ユナイテッド

715 JBWCU01 井上 将 ｲﾉｳｴ ﾏｻﾙ 千葉県 湾岸サイクリング・ユナイテッド
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【クラスタ：F　レースレーティング：FF】　30名 2015.09.15

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 1201767 パターソン ジル ﾊﾟﾀｰｿﾝ ｼﾞﾙ 長崎県 ASAHI MUUR ZERO

804 0600818 星川 恵利奈 ﾎｼｶﾜ ｴﾘﾅ 香川県 ASAHI MUUR ZERO

805 1502456 東 夏海 ﾋｶﾞｼ ﾅﾂﾐ 和歌山 ASAHI MUUR ZERO

806 0900483 金子 広美 ｶﾈｺ ﾋﾛﾐ 東京都 イナーメ信濃山形-EFT

807 0801876 吉井 玲香 ﾖｼｲ ﾚｲｶ 茨城県 GROWING Racing Team

808 JBGRW03 八木沼 侑香 ﾔｷﾞﾇﾏ ﾕｶ 茨城県 GROWING Racing Team

809 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

810 1000382 角尾 恵 ｽﾐｵ ﾒｸﾞﾐ 東京都 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ

811 1402138 坂本 沙弥 ｻｶﾓﾄ ｻﾔ 東京都 Team CUORE

812 1301654 中原 恭恵 ﾅｶﾊﾗ ﾔｽｴ 広島県 チェリージャパン

813 1500148 小菅 華菜 ｺｽｶﾞ ﾊﾅ 神奈川 チェリージャパン

814 1500208 粟飯原 日奈 ｱｲﾊﾗ ﾋﾅ 東京都 チェリージャパン

815 1100515 前島 律子 ﾏｴｼﾞﾏ ﾘﾂｺ 東京都 チバポンズ

816 1101522 伊藤 杏菜 ｲﾄｳ ｱﾝﾅ 愛知県 Champion System Japan

817 0801083 菊池 香 ｷｸﾁ ｶｵﾘ 神奈川 なるしまフレンド

818 0800583 安田 朋子 ﾔｽﾀﾞ ﾄﾓｺ 東京都 なるしまフレンド

819 1201405 樫木 祥子 ｶｼｷ ｼｮｳｺ 東京都 Neilpryde - Nanshin Subaru Cycling 駒澤大学

820 0401441 智野 真央 ﾁﾉ ﾏｵ 東京都 Neilpryde - Nanshin Subaru Cycling 駒澤大学

821 1301645 新屋 瑛里 ｼﾝﾔ ｴﾘ 東京都 Neilpryde - Nanshin Subaru Cycling 駒澤大学

822 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

823 1000825 坂口 聖香 ｻｶｸﾞﾁ ｷﾖｶ 兵庫県 パナソニックレディース

824 0900635 合田 祐美子 ｺﾞｳﾀﾞ ﾕﾐｺ 岡山県 BH ASTIFO

825 JBIKA05 青木 紗矢香 ｱｵｷ ｻﾔｶ 北海道 BH ASTIFO

826 JBFTS02 伊藤 圭菜子 ｲﾄｳ ｶﾅｺ 神奈川 フィッツ

827 0301574 平松 智子 ﾋﾗﾏﾂ ﾄﾓｺ 愛知県 MUUR zero Velofutur

828 9700733 西 加南子 ﾆｼ ｶﾅｺ 千葉県 LUMINARIA

829 9702853 須藤 むつみ ｽﾄﾞｳ ﾑﾂﾐ 東京都 Ｒｅａｄｙ Ｇｏ Ｊａｐａｎ

830 1401956 吉岡 梨紗 ﾖｼｵｶ ﾘｻ 埼玉県 Ｒｅａｄｙ Ｇｏ Ｊａｐａｎ
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