
【クラスタ：E1　レースレーティング：Bh 】 18名 2016.07.25

No. 選手ID 選手名 ｶﾅ 登録地 ﾁｰﾑ名
401 1200140 海保 洋平 ｶｲﾎ ﾖｳﾍｲ 千葉県 AQULS内房レーシング

402 0601273 松木 健治 ﾏﾂｷ ｹﾝｼﾞ 大阪府 クラブシルベスト

403 1101928 安永 亮 ﾔｽﾅｶﾞ ｱｷﾗ 東京都 竹芝サイクルレーシング

404 1600606 長谷川 彰浩 ﾊｾｶﾞﾜ ｱｷﾋﾛ 広島県 Team UKYO Reve

405 0300992 田仲 康矢 ﾀﾅｶ ｺｳﾔ 沖縄県 チームGINRIN熊本

406 1100563 真嶋 伸一郎 ﾏｼﾞﾏ ｼﾝｲﾁﾛｳ 広島県 チーム・ケンズ

407 9702601 津末 浩平 ﾂｽｴ ｺｳﾍｲ 大分県 津末レーシング

408 1400758 公文 拓真 ｸﾓﾝ ﾀｸﾏ 徳島県 徳島サイクルレーシング

409 0400052 前川 元 ﾏｴｶﾜ ﾊｼﾞﾑ 兵庫県 BC.ANELLO

410 1100616 杉山 文崇 ｽｷﾞﾔﾏ ﾌﾐﾀｶ 山口県 フィールズ･オン･アース山口

411 1201352 森 幸一 ﾓﾘ ｺｳｲﾁ 福岡県 VC Fukuoka 

412 1200022 幡司 勝 ﾊﾀｼ ﾏｻﾙ 広島県 voyAge cycling team

413 0600048 奥野 浩和 ｵｸﾉ ﾋﾛｶｽﾞ 大阪府 MUUR zero Velofutur

414 1100374 後藤 孝太郎 ｺﾞﾄｳ ｺｳﾀﾛｳ 福岡県 八ヶ岳 CYCLING CLUB

415 1001247 大村 英哉 ｵｵﾑﾗ ﾌｻﾔ 熊本県 Road Racing Team PURPLE MONKEY

416 0700657 河合 達朗 ｶﾜｲ ﾀﾂﾛｳ 宮崎県 Ｙ’ｓ Ｒｏａｄ

417 1100702 三次 匠 ﾐﾖｼ ﾀｸﾐ 広島県 VICTOIREしまなみ

418 9700734 井上 登士哉 ｲﾉｳｴ ﾄｼﾔ 愛媛県 クラブシルベスト
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【クラスタ：E2　レースレーティング：Ch 】 16名 2016.07.25

No. 選手ID 選手名 ｶﾅ 登録地 ﾁｰﾑ名
421 1502190 齋藤 寛太 ｻｲﾄｳ ｶﾝﾀ 茨城県 ヴァンヴァートサイクリングチーム

422 1301407 山崎 昌宣 ﾔﾏｻﾞｷ ｱｷﾉﾘ 大阪府 CWASP RAVITAILLEMENT

423 1500603 森本 玄達 ﾓﾘﾓﾄ ﾋﾛﾐﾁ 岡山県 SAUCE DEVELOPMENT

424 1600352 服平 和樹 ﾌｸﾍﾞ ｶｽﾞｷ 大分県 SAUCE DEVELOPMENT

425 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

426 1101885 鶴田 和弘 ﾂﾙﾀ ｶｽﾞﾋﾛ 神奈川 チーム大永山

427 1301674 三浦 正志 ﾐｳﾗ ﾏｻｼ 宮崎県 チームヤーボー

428 1000281 内田 晋平 ｳﾁﾀﾞ ｼﾝﾍﾟｲ 宮崎県 チームヤーボー

429 1100700 松本 秀一 ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 愛媛県 TEAM LUPPI

430 1100638 山岡 健人 ﾔﾏｵｶ ｹﾝﾄ 愛媛県 TEAM LUPPI

431 1400602 岩切 弘輝 ｲﾜｷﾘ ﾋﾛｷ 大分県 津末レーシング

432 0700311 野口 英智 ﾉｸﾞﾁ ﾋﾃﾞﾄﾓ 福岡県 ＰＡＲＡＢＯＬＡイワイシーガル

433 1200445 岡本 順 ｵｶﾓﾄ ｼﾞｭﾝ 山口県 フィールズ･オン･アース山口

434 1400204 秋田 智和 ｱｷﾀ ﾄﾓｶｽﾞ 福岡県 VC Fukuoka 

435 1500375 齋藤 俊輔 ｻｲﾄｳ ｼｭﾝｽｹ 広島県 voyAge cycling team

436 0901303 亀岡 晋也 ｶﾒｵｶ ｼﾝﾔ 愛媛県 masahikomifune.com CyclingTeam
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【クラスタ：E3　レースレーティング：Dh 】 38名 2016.07.25

No. 選手ID 選手名 ｶﾅ 登録地 ﾁｰﾑ名
441 1602034 松井 大輝 ﾏﾂｲ ﾀﾞｲｷ 茨城県 ヴァンヴァートサイクリングチーム

442 1600647 黒木 靖朗 ｸﾛｷﾞ ﾔｽｵ 宮崎県 エイル宮崎レーシング

443 1500745 後藤 壮平 ｺﾞﾄｳ ｿｳﾍｲ 奈良県 CLOUD 9ers

444 1600677 仲山 大地 ﾅｶﾔﾏ ﾀﾞｲﾁ 大分県 セレクシオン南九州

445 1400505 宮本 利徳 ﾐﾔﾓﾄ ﾄｼﾉﾘ 熊本県 セレクシオン南九州

446 1600596 石川 勉 ｲｼｶﾜ ﾂﾄﾑ 熊本県 セレクシオン南九州

447 1500211 高橋 叶平 ﾀｶﾊｼ ｷｮｳﾍｲ 広島県 Team UKYO Reve

448 0901407 今井 基裕 ｲﾏｲ ﾓﾄﾋﾛ 東京都 チーム・ウォークライド

449 1600525 安武 英治 ﾔｽﾀｹ ｴｲｼﾞ 熊本県 チームGINRIN熊本

450 1500377 山本 浩史 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛｼ 広島県 チーム・ケンズ

451 1601921 山下 健一 ﾔﾏｼﾀ ｹﾝｲﾁ 大分県 チームシロッコ

452 1402349 濱砂 友輝 ﾊﾏｽﾅ ﾕｳｷ 大分県 チームシロッコ

453 1601815 松尾 利仁 ﾏﾂｵ ﾄｼﾋﾄ 福岡県 チームシロッコ

454 1601816 橋爪 佑輔 ﾊｼﾂﾞﾒ ﾕｳｽｹ 福岡県 チームシロッコ

455 1400777 藤村 修平 ﾌｼﾞﾑﾗ ｼｭｳﾍｲ 宮崎県 チームヤーボー

456 1501830 早瀬 康博 ﾊﾔｾ ﾔｽﾋﾛ 宮崎県 チームヤーボー

457 1600149 中村 俊佑 ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ 宮崎県 チームヤーボー

458 1600936 村田 慎也 ﾑﾗﾀ ｼﾝﾔ 大分県 津末レーシング

459 1201199 三重野 将章 ﾐｴﾉ ﾏｻｱｷ 大分県 津末レーシング

460 1600349 伊藤 大輔 ｲﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ 大分県 津末レーシング

461 1501417 今冨 紳夫 ｲﾏﾄﾐ ﾉﾌﾞｵ 大分県 津末レーシング

462 1502584 本田 一樹 ﾎﾝﾀﾞ ｶｽﾞｷ 大分県 津末レーシング

463 1501416 宮本 賢一 ﾐﾔﾓﾄ ｹﾝｲﾁ 大分県 津末レーシング

464 1502583 佐藤 弘典 ｻﾄｳ ﾋﾛﾉﾘ 大分県 津末レーシング

465 1400198 坂澤 茂樹 ｻｶｻﾞﾜ ｼｹﾞｷ 福岡県 ＰＡＲＡＢＯＬＡイワイシーガル

466 1601620 中村 健二 ﾅｶﾑﾗ ｹﾝｼﾞ 福岡県 ＰＡＲＡＢＯＬＡイワイシーガル

467 1601621 平田 仁 ﾋﾗﾀ ｼﾞﾝ 福岡県 ＰＡＲＡＢＯＬＡイワイシーガル

468 1601619 吉武 和則 ﾖｼﾀｹ ｶｽﾞﾉﾘ 福岡県 ＰＡＲＡＢＯＬＡイワイシーガル

469 1600363 赤木 亮介 ｱｶｷﾞ ﾘｮｳｽｹ 長崎県 VC Fukuoka 

470 1602143 青山 優希 ｱｵﾔﾏ ﾕｳｷ 長崎県 VC Fukuoka 

471 1500775 中村 やすし ﾅｶﾑﾗ ﾔｽｼ 福岡県 VC Fukuoka 

472 1601219 松下 直暉 ﾏﾂｼﾀ ﾅｵｷ 東京都 フィッツ

473 1500347 川上 豪仁 ｶﾜｶﾐ ﾀｹﾋﾄ 福岡県 Ｂｌｕｅ Ｇｒａｓｓ

474 1602159 山下 勝人 ﾔﾏｼﾀ ｶﾂﾋﾄ 福岡県 Ｂｌｕｅ Ｇｒａｓｓ

475 1600066 佐々木 均 ｻｻｷ ﾋﾄｼ 広島県 voyAge cycling team

476 1502247 横手 徳広 ﾖｺﾃ ﾄｸﾋﾛ 広島県 voyAge cycling team

477 1600069 樋原 祐司 ﾋﾊﾗ ﾕｳｼﾞ 広島県 voyAge cycling team

478 1500399 石川 豊久 ｲｼｶﾜ ﾄﾖﾋｻ 愛知県 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：Fh 】 4名 2016.07.25

No. 選手ID 選手名 ｶﾅ 登録地 ﾁｰﾑ名
491 JB16672 Lee Min-Hye ｲ ﾐﾝﾋ KOREA Neilpryde - Nanshin Subaru Cycling Team

492 1600133 近藤 由美 ｺﾝﾄﾞｳ ﾕﾐ 福岡県 VC Fukuoka 

493 1600364 田方 佐矢子 ﾀｶﾀ ｻﾔｺ 長崎県 VC Fukuoka 

494 1401921 古庄 友美 ﾌﾙｼｮｳ ﾄﾓﾐ 熊本県 Road Racing Team PURPLE MONKEY
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