
【クラスタ：P1　レースレーティング：A】 138名 2016.09.05

No. 選手ID 選手名 ｶﾅ 登録地 ﾁｰﾑ名

1 0100115 畑中 勇介 ﾊﾀﾅｶ ﾕｳｽｹ 東京都 Team UKYO

2 ESP0328 Jon Aberasturi Izaga ｼﾞｮﾝ ｱﾍﾞﾗｽﾄｩﾘ ｲｻﾞｶﾞ SPAIN Team UKYO

3 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

4 ESP1016 PUJOL Oscar ﾌﾟｼﾞｮﾙ ｵｽｶﾙ SPAIN Team UKYO

5 0701211 住吉 宏太 ｽﾐﾖｼ ｺｳﾀ 熊本県 Team UKYO

6 0501654 平井 栄一 ﾋﾗｲ ｴｲｲﾁ 神奈川 Team UKYO

7 1502357 今井 勇太 ｲﾏｲ ﾕｳﾀ 静岡県 Team UKYO

11 ESP1222 Jose VICENTE ﾎｾ ﾋﾞｾﾝﾃ SPAIN マトリックスパワータグ

12 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

13 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

14 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

15 1100726 田窪 賢次 ﾀｸﾎﾞ ｹﾝｼﾞ 大阪府 マトリックスパワータグ

16 0301347 佐野 淳哉 ｻﾉ ｼﾞｭﾝﾔ 静岡県 マトリックスパワータグ

17 9700347 土井 雪広 ﾄﾞｲ ﾕｷﾋﾛ 山形県 マトリックスパワータグ

21 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

22 0400843 鈴木 譲 ｽｽﾞｷ ﾕｽﾞﾙ 栃木県 宇都宮ブリッツェン

23 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

24 1100355 小野寺 玲 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾚｲ 栃木県 宇都宮ブリッツェン

25 0600844 阿部 嵩之 ｱﾍﾞ ﾀｶﾕｷ 栃木県 宇都宮ブリッツェン

26 1001732 堀 孝明 ﾎﾘ ﾀｶｱｷ 栃木県 宇都宮ブリッツェン

27 1001727 雨澤 毅明 ｱﾒｻﾞﾜ ﾀｹｱｷ 栃木県 宇都宮ブリッツェン

31 0501177 野中 竜馬 ﾉﾅｶ ﾘｮｳﾏ 広島県 KINAN Cycling Team

32 0801740 阿曽 光佑 ｱｿ ｺｳｽｹ 三重県 KINAN Cycling Team

33 0600869 中西 重智 ﾅｶﾆｼ ｼｹﾞﾄﾓ 滋賀県 KINAN Cycling Team

34 0801739 阿曽 圭佑 ｱｿ ｹｲｽｹ 三重県 KINAN Cycling Team

35 0400735 伊丹 健治 ｲﾀﾐ ｹﾝｼﾞ 神奈川 KINAN Cycling Team

41 0800942 吉岡 直哉 ﾖｼｵｶ ﾅｵﾔ 京都府 那須ブラーゼン

42 0900655 高木 三千成 ﾀｶｷﾞ ﾐﾁﾅﾘ 埼玉県 那須ブラーゼン

43 1201451 下島 将輝 ｼﾓｼﾞﾏ ﾏｻｷ 兵庫県 那須ブラーゼン

44 0400028 小坂 光 ｺｻｶ ﾋｶﾙ 長野県 那須ブラーゼン

45 0900064 西尾 勇人 ﾆｼｵ ﾊﾔﾄ 北海道 那須ブラーゼン

46 0901489 水野 恭兵 ﾐｽﾞﾉ ｷｮｳﾍｲ 山梨県 那須ブラーゼン

47 1300596 新城 銀二 ｱﾗｼﾛ ｷﾞﾝｼﾞ 沖縄県 那須ブラーゼン

51 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

52 0701113 木村 圭佑 ｷﾑﾗ ｹｲｽｹ 滋賀県 シマノレーシング

53 0800036 秋丸 湧哉 ｱｷﾏﾙ ﾕｳﾔ 大阪府 シマノレーシング

54 0801875 小橋 勇利 ｺﾊﾞｼ ﾕｳﾘ 愛媛県 シマノレーシング

55 0900861 湊 諒 ﾐﾅﾄ ﾘｮｳ 青森県 シマノレーシング

56 1000721 西村 大輝 ﾆｼﾑﾗ ﾋﾛｷ 東京都 シマノレーシング

57 1200626 水谷 翔 ﾐｽﾞﾀﾆ ｶｹﾙ 鹿児島 シマノレーシング

61 0900955 中村 龍太郎 ﾅｶﾑﾗ ﾘｭｳﾀﾛｳ 千葉県 イナーメ信濃山形

62 0700045 岩月 伸夫 ｲﾜﾂｷ ﾉﾌﾞｵ 愛知県 イナーメ信濃山形

63 0001389 遠藤 績穂 ｴﾝﾄﾞｳ ｾｷﾎ 千葉県 イナーメ信濃山形

64 1200215 豊田 勝徳 ﾄﾖﾀﾞ ｶﾂﾉﾘ 大阪府 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 1101679 佐野 千尋 ｻﾉ ﾁﾋﾛ 北海道 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 LEOMO Bellmare Racing team

72 1001902 米谷 隆志 ﾖﾈﾀﾆ ﾀｶｼ 東京都 LEOMO Bellmare Racing team

73 1500194 横塚 浩平 ﾖｺﾂｶ ｺｳﾍｲ 東京都 LEOMO Bellmare Racing team

74 0600361 中里 仁 ﾅｶｻﾞﾄ ﾏｻﾙ 群馬県 LEOMO Bellmare Racing team

75 1201250 古田 潤 ﾌﾙﾀ ｼﾞｭﾝ 東京都 LEOMO Bellmare Racing team

76 9701240 宮澤 崇史 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾀｶｼ JPCA LEOMO Bellmare Racing team
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77 0901780 加地 邦彦 ｶｼﾞ ｸﾆﾋｺ 東京都 LEOMO Bellmare Racing team

81 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

82 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

83 0900444 雨乞 竜己 ｱﾏｺﾞｲ ﾀﾂｷ 京都府 シエルヴォ奈良 MIYATA-MERIDA レーシングチーム

84 1000394 岸 崇仁 ｷｼ ﾀｶﾋﾄ 茨城県 シエルヴォ奈良 MIYATA-MERIDA レーシングチーム

85 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

86 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

87 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

91 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

92 1500596 兼松 大和 ｶﾈﾏﾂ ﾔﾏﾄ 大阪府 ウォークライド・シクロアカデミア

93 0100069 奈良 浩 ﾅﾗ ﾋﾛｼ 埼玉県 ウォークライド・シクロアカデミア

94 0901592 青木 峻二 ｱｵｷ ｼｭﾝｼﾞ 神奈川 ウォークライド・シクロアカデミア

95 1300179 風間 博之 ｶｻﾞﾏ ﾋﾛﾕｷ 神奈川 ウォークライド・シクロアカデミア

96 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

97 0800316 今田 裕一 ｲﾏﾀﾞ ﾕｳｲﾁ 神奈川 ウォークライド・シクロアカデミア

121 ESP0604 Javier Sarda Perez ﾊﾋﾞｴﾙ ｻﾗﾀﾞ ﾍﾟﾚｽ SPAIN VICTOIRE 広島

122 0800639 河賀 雄大 ｶｶﾞ ﾕｳﾀﾞｲ 広島県 VICTOIRE 広島

123 0800871 河内 一晟 ｺｳﾁ ｲｯｾｲ 広島県 VICTOIRE 広島

124 ARG0930 Marco Fabian Flores ﾏﾙｺ ﾌｧﾋﾞｱﾝ ﾌﾛｰﾚｽ ARGENTINA VICTOIRE 広島

125 1100565 宮田 久生 ﾐﾔﾀ ﾋｻｵ 広島県 VICTOIRE 広島

126 0800557 西川 昌宏 ﾆｼｶﾜ ﾏｻﾋﾛ 山口県 VICTOIRE 広島

127 1100616 杉山 文崇 ｽｷﾞﾔﾏ ﾌﾐﾀｶ 山口県 VICTOIRE 広島

131 FRA0228 Valade Jayson ｳﾞｧﾗﾄﾞ ｼﾞｪｿﾞﾝ FRANCE NEILPRYDE - NANSHIN SUBARU CYCLING TEAM

132 1401822 DESRIAC Loic ﾃﾞﾘｱｸ ﾛｲｯｸ 愛知県 NEILPRYDE - NANSHIN SUBARU CYCLING TEAM

133 FRA0417 Guezet Bruno ｹﾞｾﾞ ﾌﾞﾙﾉ FRANCE NEILPRYDE - NANSHIN SUBARU CYCLING TEAM

134 0600568 水野 貴行 ﾐｽﾞﾉ ﾀｶﾕｷ 愛知県 NEILPRYDE - NANSHIN SUBARU CYCLING TEAM

135 FRA0630 Guillaume Mouchard ｷﾞﾛｰﾑ ﾑｰｼｬﾙ FRANCE NEILPRYDE - NANSHIN SUBARU CYCLING TEAM

136 1401678 西 寅太郎 ﾆｼ ﾄﾗﾀﾛｳ 福岡県 NEILPRYDE - NANSHIN SUBARU CYCLING TEAM

141 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

142 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

143 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

144 0900457 近藤 正紀 ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾉﾘ 東京都 なるしまフレンド　レーシングチーム

145 1400408 伊藤 卓馬 ｲﾄｳ ﾀｸﾏ 東京都 なるしまフレンド　レーシングチーム

146 1301320 田中 忍 ﾀﾅｶ ｼﾉﾌﾞ 東京都 なるしまフレンド　レーシングチーム

151 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

152 0901755 野口 悠真 ﾉｸﾞﾁ ﾕｳﾏ 東京都 FIETS GROEN 日本ロボティクス

153 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

154 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

155 1300226 青柳 雅人 ｱｵﾔｷﾞ ﾏｻﾄ 千葉県 FIETS GROEN 日本ロボティクス

156 9702852 藤田 勉 ﾌｼﾞﾀ ﾂﾄﾑ 東京都 FIETS GROEN 日本ロボティクス

157 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

161 9900169 青木 誠 ｱｵｷ ﾏｺﾄ 東京都 ACQUA TAMA EURO-WORKS

162 0200172 平林 昌樹 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾏｻｷ 神奈川 ACQUA TAMA EURO-WORKS

163 1300630 川崎 卓治 ｶﾜｻｷ ﾀｸｼﾞ 岡山県 ACQUA TAMA EURO-WORKS

164 0900461 秋山 悟郎 ｱｷﾔﾏ ｺﾞﾛｳ 東京都 ACQUA TAMA EURO-WORKS

165 1402367 鈴木 達朗 ｽｽﾞｷ ﾀﾂﾛｳ 東京都 ACQUA TAMA EURO-WORKS

166 0100092 浜頭 恭 ﾊﾏｶﾞｼﾗ ﾔｽｼ 東京都 ACQUA TAMA EURO-WORKS

171 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

172 1502103 金子 宗平 ｶﾈｺ ｿｳﾍｲ 群馬県 群馬グリフィン・レーシングチーム

173 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・レーシングチーム

174 1200884 村田 雄耶 ﾑﾗﾀ ﾕｳﾔ 福岡県 群馬グリフィン・レーシングチーム

175 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

176 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

177 0100734 長沼 隆行 ﾅｶﾞﾇﾏ ﾀｶﾕｷ 栃木県 群馬グリフィン・レーシングチーム

181 1001745 畠山 和也 ﾊﾀｹﾔﾏ ｶｽﾞﾔ 宮城県 エルドラード東北

182 1300584 熊田 哲也 ｸﾏﾀ ﾃﾂﾔ 宮城県 エルドラード東北2/5



183 0210120 佐藤 利英 ｻﾄｳ ﾄｼﾋﾃﾞ 岩手県 エルドラード東北

184 1500560 舘岡 賢弥 ﾀﾃｵｶ ﾀｶﾋﾛ 茨城県 エルドラード東北

185 1300497 岩野 秀造 ｲﾜﾉ ｼｭｳｿﾞｳ 福島県 エルドラード東北

186 0401308 五十嵐 丈士 ｲｶﾞﾗｼ ﾀｹｼ 沖縄県 エルドラード東北

187 0901548 海藤 稜馬 ｶｲﾄﾞｳ ﾘｮｳﾏ 山形県 エルドラード東北

191 1000463 石井 祥平 ｲｼｲ ｼｮｳﾍｲ 神奈川 Honda 栃木

192 1201592 阿部 航大 ｱﾍﾞ ｺｳﾀﾞｲ 栃木県 Honda 栃木

193 1200062 川田 優作 ｶﾜﾀ ﾕｳｻｸ 栃木県 Honda 栃木

194 0901551 水間 健 ﾐｽﾞﾏ ﾀｹｼ 栃木県 Honda 栃木

195 1300346 河合 貴明 ｶﾜｲ ﾀｶｱｷ 栃木県 Honda 栃木

196 1001863 小林 宏志 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｼ 栃木県 Honda 栃木

197 1200341 小長谷 剛 ｺﾜｾ ﾂﾖｼ 栃木県 Honda 栃木

201 1502197 桐野 一道 ｷﾘﾉ ｶｽﾞﾐﾁ 京都府 VC Fukuoka・サイクルフリーダム

202 1000423 佐藤 信哉 ｻﾄｳ ｼﾝﾔ 福岡県 VC Fukuoka・サイクルフリーダム

203 1300024 佐藤 秀和 ｻﾄｳ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 埼玉県 VC Fukuoka・サイクルフリーダム

204 1201351 簑原 大介 ﾐﾉﾊﾗ ﾀｲｽｹ 福岡県 VC Fukuoka・サイクルフリーダム

205 1201347 井戸川 真一 ｲﾄﾞｶﾞﾜ ｼﾝｲﾁ 福岡県 VC Fukuoka・サイクルフリーダム

206 1201348 江川 哲治 ｴｶﾞﾜ ﾃﾂｼﾞ 福岡県 VC Fukuoka・サイクルフリーダム

207 1300237 岩佐 昭一 ｲﾜｻ ｼｮｳｲﾁ 千葉県 VC Fukuoka・サイクルフリーダム

211 0800223 米内 蒼馬 ﾖﾅｲ ｿｳﾏ 東京都 東京ヴェントス

212 1001679 早川 祐司 ﾊﾔｶﾜ ﾕｳｼﾞ 栃木県 東京ヴェントス

213 1101261 北見 涼 ｷﾀﾐ ﾘｮｳ 神奈川 東京ヴェントス

214 1000997 柳沼 龍佑 ﾔｷﾞﾇﾏ ﾘｭｳｽｹ 福島県 東京ヴェントス

215 1200528 佐々木 貴則 ｻｻｷ ﾀｶﾉﾘ 東京都 東京ヴェントス

216 1600252 丸山 英之 ﾏﾙﾔﾏ ﾋﾃﾞﾕｷ 東京都 東京ヴェントス

217 1502398 田渕 君幸 ﾀﾌﾞﾁ ｷﾐﾕｷ 東京都 東京ヴェントス

222 1500427 松井 敏文 ﾏﾂｲ ﾄｼﾌﾐ 栃木県 Team JBCF

225 9700394 齋藤 道明 ｻｲﾄｳ ﾐﾁｱｷ 福島県 Team JBCF

229 1001221 澤池 陵二 ｻﾜﾁ ﾘｮｳｼﾞ 長崎県 Team JBCF
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【クラスタ：E1　レースレーティング：B】 95名 2016.09.05

No. 選手ID 選手名 ｶﾅ 登録地 ﾁｰﾑ名

301 1001217 岩本 将平 ｲﾜﾓﾄ ｼｮｳﾍｲ 神奈川 アーティファクトレーシングチーム

302 1400170 山藤 祐輔 ｻﾞﾝﾄｳ ﾕｳｽｹ 神奈川 アーティファクトレーシングチーム

303 0900512 山野内 徹 ﾔﾏﾉｳﾁ ﾄｵﾙ 神奈川 atelierFLEUVE Racing

304 1000909 阿部 耕一 ｱﾍﾞ ｺｳｲﾁ 栃木県 OYAMA STARPLEX

305 0301731 金田 一 ｶﾈﾀﾞ ﾊｼﾞﾒ 茨城県 OYAMA STARPLEX

306 1200344 海老沼 武志 ｴﾋﾞﾇﾏ ﾀｹｼ 栃木県 OYAMA STARPLEX

307 0900227 鮎澤 誠治 ｱｲｻﾞﾜ ｾｲｼﾞ 長野県 快レーシング

308 1100420 小山 雄司 ｺﾔﾏ ﾕｳｼﾞ 長野県 快レーシング

309 0500349 井上 人志 ｲﾉｳｴ ﾋﾄｼ 大阪府 クラブシルベスト

310 9700734 井上 登士哉 ｲﾉｳｴ ﾄｼﾔ 愛媛県 クラブシルベスト

311 1301620 浜田 健志 ﾊﾏﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 大阪府 クラブシルベスト

312 1001438 李 宗雨 ﾘ ｿｳｳ 滋賀県 クラブシルベスト

313 1500607 今井 恭平 ｲﾏｲ ｷｮｳﾍｲ 長野県 グランペールサイクリングチーム

314 0800118 岸本 侑大 ｷｼﾓﾄ ﾕｷﾋﾛ 茨城県 GROWING Racing Team

315 9900113 高橋 利明 ﾀｶﾊｼ ﾄｼｱｷ 茨城県 GROWING Racing Team

316 1402279 森 勇太 ﾓﾘ ﾕｳﾀ 東京都 駒澤大学自転車部

317 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

318 1402358 吉田 勝雅 ﾖｼﾀﾞ ｶﾂﾏｻ 埼玉県 サイタマサイクルプロジェクト

319 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

320 1300075 佐川 祐太 ｻｶﾞﾜ ﾕｳﾀ 埼玉県 サイタマサイクルプロジェクト

321 1402160 富元 久雄 ﾄﾐﾓﾄ ﾋｻｵ 埼玉県 サイタマサイクルプロジェクト

322 1402356 和田 清秀 ﾜﾀﾞ ｷﾖﾋﾃﾞ 埼玉県 彩北ツブラーゼ

323 1001777 伊藤 晋一 ｲﾄｳ ｼﾝｲﾁ 神奈川 G.S.POSITIVO

324 1200347 小松 理 ｺﾏﾂ ｵｻﾑ 栃木県 じてんしゃの杜

325 1400180 今関 稔 ｲﾏｾﾞｷ ﾐﾉﾙ 栃木県 じてんしゃの杜

326 1100604 馬場 勝尚 ﾊﾞﾊﾞ ｶﾂﾋｻ 栃木県 じてんしゃの杜

327 1500153 島崎 一也 ｼﾏｻﾞｷ ｶｽﾞﾔ 埼玉県 シャークアイランド

328 0800023 和田山 尚史 ﾜﾀﾞﾔﾏ ﾀｶﾌﾐ 大阪府 侵略！！！

329 1300015 藤田 康祐 ﾌｼﾞﾀ ｺｳｽｹ 静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

330 1301588 大杉 直敬 ｵｵｽｷﾞ ﾅｵﾀｶ 静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

331 1502369 高村 昌克 ﾀｶﾑﾗ ﾏｻｶﾂ 静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

332 1300031 増田 弘誠 ﾏｽﾀﾞ ﾋﾛﾅｶﾞ 静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

333 9901846 大倉 健一 ｵｵｸﾗ ｹﾝｲﾁ 東京都 セオレーシング

334 1201534 富家 悠太 ﾄﾐﾔ ﾕｳﾀ 東京都 ＳＥＫＩＹＡ

335 1100018 石井 基朗 ｲｼｲ ﾓﾄｱｷ 静岡県 竹芝サイクルレーシング

336 1001939 越澤 友一 ｺｼｻﾞﾜ ﾕｳｲﾁ 東京都 竹芝サイクルレーシング

337 1300279 藤澤 直人 ﾌｼﾞｻﾜ ﾅｵﾄ 神奈川 竹芝サイクルレーシング

338 1500217 八幡 光哉 ﾔﾊﾀ ﾐﾂﾔ 東京都 TEAM SPORTS KID

339 0600618 飯沼 誠憲 ｲｲﾇﾏ ﾏｻﾉﾘ 東京都 Ｔｅａｍ ＦＩＴＴＥ

340 0501543 上村 立一 ｳｴﾑﾗ ﾘｭｳｲﾁ 埼玉県 チバポンズ

341 0301329 柴田 哲裕 ｼﾊﾞﾀ ｱｷﾋﾛ 東京都 チバポンズ

342 1400631 中井 雄策 ﾅｶｲ ﾕｳｻｸ 群馬県 TRC PANAMAREDS

343 1301464 中村 潤 ﾅｶﾑﾗ ｼﾞｭﾝ 東京都 docomo RT

344 1300365 小野寺 慶 ｵﾉﾃﾞﾗ ｹｲ 栃木県 栃木県立真岡工業高等学校自転車競技部

345 1300540 松井 大悟 ﾏﾂｲ ﾀﾞｲｺﾞ 石川県 トンデモクラブ ＣＳＫＡＧＡ

346 1000395 岡部 健太郎 ｵｶﾍﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 東京都 なるしまフレンド

347 1001649 伊藤 隼也 ｲﾄｳ ｼｭﾝﾔ 奈良県 パナソニックレーシング

348 0301143 安岡 勇 ﾔｽｵｶ ｲｻﾑ 東京都 Piacere YAMA Racing

349 1200080 加藤 周作 ｶﾄｳ ｼｭｳｻｸ 神奈川 FAST LANE Racing

350 0701060 増田 輝之 ﾏｽﾀﾞ ﾃﾙﾕｷ 千葉県 FAST LANE Racing

351 1000397 清水 洋一 ｼﾐｽﾞ ﾖｳｲﾁ 東京都 FAST LANE Racing

352 1000071 古屋 穂高 ﾌﾙﾔ ﾎﾀﾞｶ 神奈川 FAST LANE Racing

353 1201408 山田 将大 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 東京都 FAST LANE Racing
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354 9700951 黒川 隆之 ｸﾛｶﾜ ﾀｶﾕｷ 神奈川 フィッツ

355 1500271 石渡 誠一 ｲｼﾜﾀﾘ ｾｲｲﾁ 神奈川 フィッツ

356 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

357 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

358 9700666 新沼 光 ﾆｲﾇﾏ ｱｷﾗ 栃木県 ブラウ・ブリッツェン

359 1300371 岩崎 知宏 ｲﾜｻｷ ﾄﾓﾋﾛ 栃木県 ブラウ・ブリッツェン

360 1500421 佐藤 忠則 ｻﾄｳ ﾀﾀﾞﾉﾘ 栃木県 ブラウ・ブリッツェン

361 1400273 澤田 光 ｻﾜﾀﾞ ﾋｶﾙ 栃木県 ブラウ・ブリッツェン

362 1200649 野口 岳志 ﾉｸﾞﾁ ﾀｹｼ 長野県 ベロクラブ南信州

363 0801515 伊藤 舜紀 ｲﾄｳ ｼｭﾝｷ 北海道 ボンシャンス

364 1600385 小泉 亮一 ｺｲｽﾞﾐ ﾘｮｳｲﾁ 栃木県 Honda 栃木 JET

365 1100035 池田 朋介 ｲｹﾀﾞ ﾄﾓﾕｷ 静岡県 ミソノイレーシングチーム

366 1400047 菅谷 修 ｽｶﾞﾔ ｵｻﾑ 東京都 MIVRO

367 0600048 奥野 浩和 ｵｸﾉ ﾋﾛｶｽﾞ 大阪府 MUUR zero Velofutur

368 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

369 0100175 大橋 穂高 ｵｵﾊｼ ﾎﾀｶ 愛知県 ユーロード レーシング

370 1400148 福田 圭晃 ﾌｸﾀﾞ ﾖｼｱｷ 神奈川 横浜高校自転車競技部

371 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

372 1100488 岡 篤志 ｵｶ ｱﾂｼ 茨城県 弱虫ペダル サイクリングチーム

373 1301725 西島 優太郎 ﾆｼｼﾞﾏ ﾕｳﾀﾛｳ 北海道 弱虫ペダル サイクリングチーム

374 0800315 栗栖 嵩 ｸﾘｽ ﾀｶｼ 北海道 弱虫ペダル サイクリングチーム

375 0601352 織田 聖 ｵﾀﾞ ﾋｼﾞﾘ 埼玉県 弱虫ペダル サイクリングチーム

376 1001103 長塚 寿生 ﾅｶﾞﾂｶ ﾄｼｷ 茨城県 弱虫ペダル サイクリングチーム

377 1001672 古谷 崇 ｺﾔ ﾀｶｼ 栃木県 RIDE Freaks

378 0400076 中井 光博 ﾅｶｲ ﾐﾂﾋﾛ 岐阜県 ラヴニールあづみの

379 0800429 菅根 利明 ｽｶﾞﾈ ﾄｼｱｷ 群馬県 ラヴニールあづみの

380 0900362 小島 泰一 ｺｼﾞﾏ ﾔｽｶｽﾞ 愛知県 RITCHEY BREZZA カミハギRT

381 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

382 1400132 半澤 雄高 ﾊﾝｻﾞﾜ ﾕﾀｶ 東京都 LinkTOHOKU

383 0300866 渡邉 正光 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾐﾂ 福島県 LinkTOHOKU

384 0500900 相笠 翔太 ｱｲｶﾞｻ ｼｮｳﾀ 福島県 LinkTOHOKU

385 1402036 森田 裕紀 ﾓﾘﾀ ﾋﾛﾉﾘ 茨城県 LinkTOHOKU

386 1500192 白井 真人 ｼﾗｲ ﾏｻﾄ 東京都 Ｙ’ｓ Ｒｏａｄ

387 1201799 関根 啓総 ｾｷﾈ ﾋﾛﾐﾁ 埼玉県 Ｙ’ｓ Ｒｏａｄ

388 0800224 川原 建太郎 ｶﾜﾊﾗ ｹﾝﾀﾛｳ 東京都 Ｙ’ｓ Ｒｏａｄ

389 1201601 鈴木 克明 ｽｽﾞｷ ｶﾂｱｷ 埼玉県 Ｙ’ｓ Ｒｏａｄ

390 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

391 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

392 1101715 飯嶋 睦 ｲｲｼﾞﾏ ﾑﾂﾐ 千葉県 湾岸サイクリング・ユナイテッド

393 1500253 石塚 将人 ｲｼｽﾞｶ ﾏｻﾄ 千葉県 湾岸サイクリング・ユナイテッド

394 1500261 村口 裕樹 ﾑﾗｸﾞﾁ ﾕｳｷ 千葉県 湾岸サイクリング・ユナイテッド

395 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
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