
【クラスタ︓E3 決勝1組】　110名　スタート時間 15︓05 2017.03.14
No. ID 選手名 ｶﾅ 登録地 ﾁｰﾑ名
522 JB17004 鎌田 真輝 ｶﾏﾀ ﾏｻﾊﾙ － アーティファクトレーシングチーム
524 JB17006 羽上田 明彦 ﾊｼﾞｮｳﾀﾞ ｱｷﾋｺ － アーティファクトレーシングチーム
526 1100198 岩崎 基規 ｲﾜｻｷ ﾓﾄﾉﾘ 埼玉県 ACQUA TAMA
528 JB17527 伊藤 啓吾 ｲﾄｳ ｹｲｺﾞ 東京都 あらかわZoo Racing
530 1602183 扇原 勇二 ｵｵｷﾞﾊﾗ ﾕｳｼﾞ 東京都 あらかわZoo Racing
533 JB17650 吉岡 拓哉 ﾖｼｵｶ ﾀｸﾔ － イナーメ信濃山形-EFT
541 1602034 松井 大輝 ﾏﾂｲ ﾀﾞｲｷ 茨城県 ウィンディー筑波
544 1602676 原田 敬文 ﾊﾗﾀﾞ ﾀｶﾌﾐ 東京都 VENTOS FRECCIA
546 1402194 浜田 大雅 ﾊﾏﾀﾞ ﾀｲｶﾞ 大阪府 EQADS
548 1502415 古谷 寛世 ﾌﾙﾔ ｶﾝｾｲ 茨城県 エクストリームつくば
552 JB17610 森 紀侑 ﾓﾘ ﾉﾘﾕｷ 栃木県 FM730
554 JB17619 大岩 充 ｵｵｲﾜ ﾐﾂﾙ 栃木県 FM730
557 1601898 藤川 凌 ﾌｼﾞｶﾜ ﾘｮｳ 栃木県 FM730
560 1100486 本図 範夫 ﾓﾄｽﾞ ﾉﾘｵ 千葉県 オッティモ・JMSDF下総
562 1500274 大石 尚広 ｵｵｲｼ ﾅｵﾋﾛ 千葉県 オッティモ・JMSDF下総
564 JB17142 藤家 広大 ﾄｳｹ ｺｳﾀﾞｲ 栃木県 OYAMA STARPLEX
566 1602425 大和田 伸一 ｵｵﾜﾀﾞ ｼﾝｲﾁ 茨城県 オンザロード
570 1602464 小泉 文人 ｺｲｽﾞﾐ ﾌﾐﾄ 千葉県 GYOTOKU TEAM OF RACING
572 JB17027 ⾦⼦ 健未 ｶﾈｺ ﾀｹﾐ 千葉県 GYOTOKU TEAM OF RACING
574 1601982 櫻井 秀治 ｻｸﾗｲ ﾋﾃﾞﾊﾙ 東京都 グランディヴェルレーシングチーム
576 1601914 岡田 朗緋 ｵｶﾀﾞ ﾛｳﾋ 大阪府 駒澤大学⾃転⾞部
578 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
580 JB17411 ⾦井 優 ｶﾅｲ ﾕｳ 千葉県 サイクルフリーダム・レーシング
582 JB17305 井出 貴士 ｲﾃﾞ ﾀｶｼ 埼玉県 サイタマサイクルプロジェクト
585 1600397 宮森 隆幸 ﾐﾔﾓﾘ ﾀｶﾕｷ 栃木県 彩北ツブラーゼ
588 JB17682 川久保 大海 ｶﾜｸﾎﾞ ﾋﾛﾐ 埼玉県 彩北ツブラーゼ
591 JB16338 川人 大樹 ｶﾜﾋﾄ ﾋﾛｷ － GSエバーウィン
593 JB17236 徳田 龍太 ﾄｸﾀﾞ ﾘｭｳﾀ 大阪府 CWASPアタリ前田
598 1600227 市川 俊哉 ｲﾁｶﾜ ﾄｼﾔ 東京都 シャークアイランド
600 1602486 瀬田 昌彦 ｾﾀ ﾏｻﾋｺ 埼玉県 シャークアイランド
603 1500041 佐々木 洸 ｻｻｷ ﾀｹｼ 静岡県 Squadra di LAVORANTE
605 1101595 藤澤 浩 ﾌｼﾞｻﾜ ﾋﾛｼ 栃木県 ＳＵＢＡＲＵ ＲＴ
608 1401605 ⻑尾 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
614 1001898 坂藤 高 ｻｶﾄｳ ﾀｶｼ 埼玉県 大福屋
616 JB17628 藤瀬 賢樹 ﾌｼﾞｾ ｹﾝｼﾞｭ 千葉県 Team ⾃転⾞処 風輪
619 JB17625 今井 雄一 ｲﾏｲ ﾕｳｲﾁ 東京都 Team ⾃転⾞処 風輪
621 1602079 佐藤 伊織 ｻﾄｳ ｲｵﾘ 東京都 TEAM SPORTS KID
623 1600206 福田 雄斗 ﾌｸﾀﾞ ﾕｳﾄ 神奈川 Team BFY Racing
628 1500280 安江 拓⾺ ﾔｽｴ ﾀｸﾏ 神奈川 Team ARI
630 0600985 二階堂 尚志 ﾆｶｲﾄﾞｳ ﾀｶｼ 神奈川 チーム・ウォークライド
632 JB17374 鳥倉 必勝 ﾄﾘｸﾗ ﾋｯｼｮｳ 神奈川県チーム・ウォークライド
635 9700788 藤橋 亮 ﾌｼﾞﾊｼ ﾘｮｳ 千葉県 チーム・チェブロ
637 1600295 佐藤 裕太 ｻﾄｳ ﾕｳﾀ 東京都 TEAM YOU CAN
641 1600331 神⼾ 駿 ｶﾝﾍﾞ ｼｭﾝ 群⾺県 TRC PANAMAREDS
644 JB17390 山本 真也 ﾔﾏﾓﾄ ｼﾝﾔ － TRC PANAMAREDS
646 1502364 小徳 修平 ｺﾄｸ ｼｭｳﾍｲ 栃木県 栃木県⽴真岡⼯業高等学校⾃転⾞競技部
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648 1502362 田村 介 ﾀﾑﾗ ﾀｽｸ 栃木県 栃木県⽴真岡⼯業高等学校⾃転⾞競技部
650 1502365 石島 翼 ｲｼｼﾞﾏ ﾂﾊﾞｻ 栃木県 栃木県⽴真岡⼯業高等学校⾃転⾞競技部
652 1601955 本間 豪紀 ﾎﾝﾏ ﾋﾃﾞﾄｼ 東京都 NAK Racing
656 1001402 谷口 義典 ﾔｸﾞﾁ ﾖｼﾉﾘ 茨城県 なるしまフレンド
659 1602688 森栄 晃彦 ﾓﾘｻｶ ｱｷﾋｺ 東京都 パラティアムTOKYO
661 1502783 宇賀 隆貴 ｳｶﾞ ﾘｭｳｷ 東京都 フィッツ
664 JB17563 田村 元厚 ﾀﾑﾗ ﾕｷｱﾂ 東京都 FORCE
666 1600414 新沼 颯 ﾆｲﾇﾏ ﾊﾔﾃ 栃木県 ブラウ・ブリッツェン
668 1602084 海藤 颯 ｶｲﾄｳ ﾊﾔﾃ 栃木県 ブラウ・ブリッツェン
670 JB17055 本田 将矢 ﾎﾝﾀﾞ ﾏｻﾔ 栃木県 ブラウ・ブリッツェン
672 1602074 半田 ⼦⻯ ﾊﾝﾀﾞ ｼﾘｭｳ 栃木県 ブラウ・ブリッツェン
674 JB17054 石下 翔太 ｲｼｹﾞ ｼｮｳﾀ 栃木県 ブラウ・ブリッツェン
676 JB17052 酒井 舜 ｻｶｲ ｼｭﾝ 栃木県 ブラウ・ブリッツェン
678 JB17048 浅野 涼太 ｱｻﾉ ﾘｮｳﾀ 栃木県 ブラウ・ブリッツェン
680 1500234 高橋 滉太郎 ﾀｶﾊｼ ｺｳﾀﾛｳ 東京都 Blanche Racing Team
682 1301393 森 光流 ﾓﾘ ﾋｶﾙ 千葉県 Blanche Racing Team
686 0900835 石渕 哲 ｲｼﾌﾞﾁ ｻﾄｼ 茨城県 Honda 栃木 JET
689 JB17317 飯島 康友 ｲｲｼﾞﾏ ﾔｽﾄﾓ 栃木県 Honda 栃木 JET
691 1600667 名渕 光希 ﾅﾌﾞﾁ ｺｳｷ 栃木県 Honda 栃木 JET
693 JB17680 松木 忠宏 ﾏﾂｷ ﾀﾀﾞﾋﾛ 東京都 MIVRO
696 1502209 佐合 海大 ｻｺﾞｳ ﾋﾛﾄ 岐阜県 名岐ベンド
699 1600314 磯崎 直樹 ｲｿｻﾞｷ ﾅｵｷ 茨城県 Unity
701 1602681 原田 裕貴 ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾛｷ 神奈川県YOKOSUKA UNO RACING
703 1502111 相原 晴一朗  ｱｲﾊﾗ ｾｲﾁﾛｳ 神奈川 横浜高校⾃転⾞競技部
705 1602023 徳山 ⾒晴 ﾄｸﾔﾏ ﾐﾊﾙ 神奈川 横浜高校⾃転⾞競技部
707 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
709 1602062 中村 元紀 ﾅｶﾑﾗ ﾓﾄｷ 神奈川 横浜高校⾃転⾞競技部
711 1502525 前川 広大 ﾏｴｶﾞﾜ ｺｳﾀﾞｲ 三重県 弱虫ペダル サイクリングチーム
715 1600392 海⽼原 一久 ｴﾋﾞﾊﾗ ｶｽﾞﾋｻ 栃木県 RIDE Freaks
719 0001374 関本 耕司 ｾｷﾓﾄ ｺｳｼﾞ 栃木県 ﾘﾍﾞﾙﾀｽTOCHIGI BICYCLE CLUB
721 9702882 吉池 司 ﾖｼｲｹ ﾂｶｻ 神奈川 Racing CUBE
724 JB17550 菊川 実紀 ｷｸｶﾞﾜ ﾐﾉﾘ 東京都 Roppongi Express
726 1502420 飯田 修平 ｲｲﾀﾞ ｼｭｳﾍｲ 神奈川 Ｙʼｓ Ｒｏａｄ
730 JB17376 小川 亮 ｵｶﾞﾜ ﾘｮｳ 千葉県 湾岸サイクリング・ユナイテッド
732 JB17530 桂 正吾 ｶﾂﾗ ｼｮｳｺﾞ 東京都 あらかわZoo Racing
734 1602419 高橋 伸明 ﾀｶﾊｼ ﾉﾌﾞｱｷ 茨城県 イナーメ信濃山形-EFT
736 JB17097 高橋 勇二 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｼﾞ 茨城県 ウィンディー筑波
738 1602698 柴崎 奏大 ｼﾊﾞｻｷ ｿｳﾀ 埼玉県 VENTOS FRECCIA
740 1602262 服部 富剛 ﾊｯﾄﾘ ﾄﾐﾋｻ 埼玉県 EXTENDED VAX SAYAMA
742 1601910 関野 匠 ｾｷﾉ ﾀｸﾐ 茨城県 エクストリームつくば
744 1602463 石井 能将 ｲｼｲ ﾉﾘﾏｻ 千葉県 GYOTOKU TEAM OF RACING
746 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
748 1600225 丹野 沙⾳志 ﾀﾝﾉ ｻﾄｼ 埼玉県 グランペールサイクリングチーム
750 1500222 ⻫藤 茂 ｻｲﾄｳ ｼｹﾞﾙ 東京都 コムリン 
752 1600170 ⿊澤 涼太 ｸﾛｻﾜ ﾘｮｳﾀ 埼玉県 彩北ツブラーゼ
754 JB17423 皆川 孝 ﾐﾅｶﾞﾜ ﾀｹｼ 新潟県 サガミレーシング
756 1600841 佐藤 和昭 ｻﾄｳ ｶｽﾞｱｷ 東京都 synerzy
758 1500305 下道 隆二 ｼﾓﾐﾁ 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
760 9701181 小坂 正則 ｺｻｶ ﾏｻﾉﾘ ⻑野県 スワコレーシングチーム
762 JB17289 河村 敦人 ｶﾜﾑﾗ ｱﾂﾄ 埼玉県 大福屋
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764 1602414 吉澤 祐介 ﾖｼｻﾞﾜ ﾕｳｽｹ 東京都 Team SHIDO
766 1301642 中野 江一郎 ﾅｶﾉ ｺｳｲﾁﾛｳ 神奈川 チーム・ウォークライド
768 JB17200 須藤 良太 ｽﾄﾞｳ ﾘｮｳﾀ 埼玉県 TeamTacke
770 JB17242 岩澤 庸介 ｲﾜｻﾜ ﾖｳｽｹ 東京都 Ｔｅａｍ ＦＩＴＴＥ
772 0000156 深尾 淳 ﾌｶｵ ｼﾞｭﾝ 東京都 チームリマサンズ
774 JB17391 山中 学 ﾔﾏﾅｶ ﾏﾅﾌﾞ － TRC PANAMAREDS
776 1201591 中村 魁斗 ﾅｶﾑﾗ ｶｲﾄ 栃木県 日本体育大学
778 1400890 鈴木 悦⽣ ｽｽﾞｷ ｴﾂｵ 神奈川 HAMMER!!BROS
780 1000020 石井 庸義 ｲｼｲ ﾉﾌﾞﾖｼ 千葉県 BMレーシングZUNOW
782 JB17377 臼倉 健一 ｳｽｸﾗ ｹﾝｲﾁ 千葉県 BMレーシングZUNOW
784 1602689 ⻑谷川 真博 ﾊｾｶﾞﾜ ﾏｻﾋﾛ 神奈川 PHANTOM 湘南
786 JB17319 ⻑尾 知宏 ﾅｶﾞｵ ﾄﾓﾋﾛ 栃木県 Honda 栃木 JET
788 1601523 橋本 優樹 ﾊｼﾓﾄ ﾕｳｷ 神奈川 横浜高校⾃転⾞競技部
790 0801516 福田 昌弘 ﾌｸﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 東京都 Roppongi Express
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【クラスタ︓E3 決勝2組】　109名　スタート時間 15︓50 2017.03.14
No. ID 選手名 ｶﾅ 登録地 ﾁｰﾑ名
523 JB17002 武井 裕 ﾀｹｲ ﾕｳ － アーティファクトレーシングチーム
525 JB17662 奥澤 優也 ｵｸｻﾞﾜ ﾕｳﾔ － AutoBahnGotemba
527 JB17526 田島 誠 ﾀｼﾞﾏ ﾏｺﾄ 東京都 あらかわZoo Racing
529 JB17532 川島 悠甫 ｶﾜｼﾏ ﾕｳｽｹ 東京都 あらかわZoo Racing
531 JB17529 平澤 聖人 ﾋﾗｻﾜ ｻﾄﾙ 埼玉県 あらかわZoo Racing
534 1602690 吉江 元 ﾖｼｴ ﾊｼﾞﾒ 茨城県 イナーメ信濃山形-EFT
542 1501888 海野 晋作 ｳﾐﾉ ｼﾝｻｸ 東京都 VENTOS FRECCIA
545 1602211 永富 一騎 ﾅｶﾞﾄﾐ ｶｽﾞｷ 東京都 VENTOS FRECCIA
547 1601015 佐藤 翔太 ｻﾄｳ ｼｮｳﾀ 埼玉県 EXTENDED VAX SAYAMA
551 JB17618 五⽉⼥ 智史 ｿｳﾄﾒ ｻﾄｼ 栃木県 FM730
553 JB17617 清水 晃⽣ ｼﾐｽﾞ ｱｷｵ 栃木県 FM730
556 0701623 福田 真也 ﾌｸﾀﾞ ｼﾝﾔ 栃木県 FM730
558 JB17611 石川 遼 ｲｼｶﾜ ﾘｮｳ 栃木県 FM730
561 1600450 上⻄ 宏治 ｳｴﾆｼ ｺｳｼﾞ 千葉県 オッティモ・JMSDF下総
563 1001243 坂本 真吾 ｻｶﾓﾄ ｼﾝｺﾞ 栃木県 OYAMA STARPLEX
565 JB17143 山崎 遼大 ﾔﾏｻﾞｷ ﾘｮｳﾀ 栃木県 OYAMA STARPLEX
569 1000153 大野 守人 ｵｵﾉ ﾓﾘﾄ 京都府 カネコイングスJBCF
571 1402287 井上 陽二郎 ｲﾉｳｴ ﾖｳｼﾞﾛｳ 東京都 GYOTOKU TEAM OF RACING
573 1600513 宮崎 真一郎 ﾐﾔｻﾞｷ ｼﾝｲﾁﾛｳ 山形県 クラブ二輪倶
575 1602266 須藤 実 ｽﾄﾞｳ ﾐﾉﾙ 福島県 グランディヴェルレーシングチーム
577 1101348 松村 尚毅 ﾏﾂﾑﾗ ﾅｵｷ 東京都 CORSA Pelucchi
579 JB17250 ⻄石垣 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
581 JB17213 波田野 達 ﾊﾀﾉ ｲﾀﾙ 千葉県 サイクルフリーダム・レーシング
583 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
587 JB17681 鷲野 向一 ﾜｼﾉ ｺｳｲﾁ 埼玉県 彩北ツブラーゼ
589 1501215 杉浦 亮介 ｽｷﾞｳﾗ ﾘｮｳｽｹ 東京都 GSエバーウィン
592 JB17410 清水 英樹 ｼﾐｽﾞ ﾋﾃﾞｷ － GSエバーウィン
597 0200553 小沼 良 ｵﾇﾏ ﾘｮｳ 埼玉県 シャークアイランド
599 1500121 和田 健二 ﾜﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 埼玉県 シャークアイランド
602 JB17152 新井 学 ｱﾗｲ ﾏﾅﾌﾞ 埼玉県 シャークアイランド
604 JB17671 山賀 裕太 ﾔﾏｶﾞ ﾕｳﾀ 東京都 Squadra di LAVORANTE
606 0200113 石川 紀隆 ｲｼｶﾜ ﾉﾘﾀｶ 東京都 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ
610 1600250 小川 陽大 ｵｶﾞﾜ ﾖｳﾀﾞｲ 東京都 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ
615 1301921 小島 大輝 ｺｼﾞﾏ ﾀﾞｲｷ 新潟県 Ｗ．Ｖ．ＯＴＡ-twin
618 JB17629 倉持 和弘 ｸﾗﾓﾁ ｶｽﾞﾋﾛ 千葉県 Team ⾃転⾞処 風輪
620 JB17630 峯岸 佑太 ﾐﾈｷﾞｼ ﾕｳﾀ 千葉県 Team ⾃転⾞処 風輪
622 1500238 五⼗嵐 洸太 ｲｶﾗｼ ｺｳﾀ 神奈川 Team BFY Racing
626 JB17362 大森 勇弥 ｵｵﾓﾘ ﾕｳﾔ 神奈川県Team BFY Racing
629 JBTAR05 渡邉 敏 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾄｼ 神奈川 Team ARI
631 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
634 1502430 岡野 輝 ｵｶﾉ ｱｷﾗ 千葉県 TEAM GIRO 360
636 1502785 渡辺 耶斗 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾔﾄ 東京都 Ｔｅａｍ ＦＩＴＴＥ
638 1300010 鈴木 史⻯ ｽｽﾞｷ ｼﾘｭｳ 静岡県 Team Eurasia - IRC TIRE
643 1600332 佐藤 駿 ｻﾄｳ ｼｭﾝ 群⾺県 TRC PANAMAREDS
645 1502363 荒木 知 ｱﾗｷ ｻﾄｼ 栃木県 栃木県⽴真岡⼯業高等学校⾃転⾞競技部
647 1502361 荒井 遼河 ｱﾗｲ ﾘｮｳｶﾞ 栃木県 栃木県⽴真岡⼯業高等学校⾃転⾞競技部

第１回 JBCF 宇都宮ロードレース

4 / 6 



649 1601640 北村 重裕 ｷﾀﾑﾗ ｼｹﾞﾋﾛ 栃木県 栃木県⽴真岡⼯業高等学校⾃転⾞競技部
651 1100352 鈴木 涼也 ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾔ 栃木県 TRAILBLAZER
654 1600254 佐々木 智史 ｻｻｷ ｻﾄｼ 東京都 なるしまフレンド
658 1600645 高森 史弥 ﾀｶﾓﾘ ﾌﾐﾋﾛ 神奈川 HAMMER!!BROS
660 1502260 江上 正造 ｴｶﾞﾐ ｼｮｳｿﾞｳ 福岡県 VC Fukuoka 
662 1401122 平澤 輝一 ﾋﾗｻﾜ ｷｲﾁ 静岡県 フィッツ
665 JB17562 桶野 純平 ｵｹﾉ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 東京都 FORCE
667 1500419 菊地 優斗 ｷｸﾁ ﾕｳﾄ 栃木県 ブラウ・ブリッツェン
669 JB17057 早津 大輔 ﾊﾔﾂ ﾀﾞｲｽｹ 栃木県 ブラウ・ブリッツェン
671 JB17051 松崎 琢仁 ﾏﾂｻﾞｷ ﾀｸﾐ 栃木県 ブラウ・ブリッツェン
673 JB17050 加藤 直翔 ｶﾄｳ ﾅｵﾄ 栃木県 ブラウ・ブリッツェン
675 JB17056 茂木 大⾶ ﾓﾃｷﾞ ﾋﾛﾄ 栃木県 ブラウ・ブリッツェン
677 JB17049 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
679 1600764 大澤 勇 ｵｵｻﾜ ｲｻﾑ 千葉県 Blanche Racing Team
681 0700594 布施 光 ﾌｾ ﾋｶﾙ 埼玉県 Blanche Racing Team
684 1501749 渡辺 智則 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓﾉﾘ 千葉県 Blanche Racing Team
688 JB17318 菅谷 真⾏ ｽｶﾞﾔ ﾏｻﾕｷ 栃木県 Honda 栃木 JET
690 JB17316 パク ジョンオン ﾊﾟｸ ｼﾞｮﾝｵﾝ 栃木県 Honda 栃木 JET
692 1400135 川島 健人 ｶﾜｼﾏ ｹﾝﾄ 神奈川 MIVRO
695 1502208 佐合 真大 ｻｺﾞｳ ﾏｻﾄ 岐阜県 名岐ベンド
697 1600280 梅津 亮 ｳﾒﾂ ﾘｮｳ 東京都 Maidservant Subject
700 1501094 ⻑澤 和樹 ﾅｶﾞｻﾜ ｶｽﾞｷ 神奈川 YOKOSUKA UNO RACING
702 1402251 白石 光 ｼﾗｲｼ ﾋｶﾙ 神奈川 横浜高校⾃転⾞競技部
704 1602022 吉田 光希 ﾖｼﾀﾞ ｺｳｷ 神奈川 横浜高校⾃転⾞競技部
706 1501922 上原 瑠⽣ ｳｴﾊﾗ ﾘｭｳｾｲ 神奈川 横浜高校⾃転⾞競技部
708 1602060 添田 龍児 ｿｴﾀﾞ ﾘｭｳｼﾞ 神奈川 横浜高校⾃転⾞競技部
710 1602061 山之内 壮真 ﾔﾏﾉｳﾁ ｿｳﾏ 神奈川 横浜高校⾃転⾞競技部
712 1502178 赤荻 秀弥 ｱｶｵｷﾞ ｼｭｳﾔ 栃木県 弱虫ペダル サイクリングチーム
718 9700528 横田 正美 ﾖｺﾀ ﾏｻﾐ 栃木県 ﾘﾍﾞﾙﾀｽTOCHIGI BICYCLE CLUB
720 JB17655 宇賀持 凌 ｳｶﾞﾓﾁ ﾘｮｳ 栃木県 ﾘﾍﾞﾙﾀｽTOCHIGI BICYCLE CLUB
722 1601337 中山 風 ﾅｶﾔﾏ ﾌｳ 神奈川 Racing CUBE
725 1602706 國⾒ 洋光 ｸﾆﾐ ﾋﾛﾐﾂ 東京都 Roppongi Express
727 1301739 福山 碧斗 ﾌｸﾔﾏ ｱｵﾄ 東京都 湾岸サイクリング・ユナイテッド
731 1201485 橋口 潤一郎 ﾊｼｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ 東京都 ACQUA TAMA
733 JB17528 伊川 潤哉 ｲｶﾜ ｼﾞｭﾝﾔ 東京都 あらかわZoo Racing
735 JB16457 石森 充昭 ｲｼﾓﾘ ﾐﾂｱｷ 神奈川県イナーメ信濃山形-EFT
737 JB17014 丸山 孝⾏ ﾏﾙﾔﾏ ﾀｶﾕｷ 茨城県 ウィンディー筑波
739 1600232 安田 大希 ﾔｽﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 埼玉県 EXTENDED VAX SAYAMA
741 JB17103 鈴木 雄介 ｽｽﾞｷ ﾕｳｽｹ 千葉県 EXTENDED VAX SAYAMA
743 1600572 吉田 達也 ﾖｼﾀﾞ ﾀﾂﾔ 宮城県 エルドラード・エスペランサ
745 1500267 平田 和夫 ﾋﾗﾀ ｶｽﾞｵ 千葉県 GYOTOKU TEAM OF RACING
747 JB17031 新井 良平 ｱﾗｲ ﾘｮｳﾍｲ 東京都 グランディヴェルレーシングチーム
749 0100056 三本木 昭仁 ｻﾝﾎﾞﾝｷﾞ ｱｷﾋﾄ 福島県 郡山サイクルフレンズ
751 JB17034 原 英明 ﾊﾗ ﾋﾃﾞｱｷ 東京都 コムリン 
753 1101633 沼 幸夫 ﾇﾏ ﾕｷｵ 新潟県 サガミレーシング
755 1601220 ⻑澤 渉 ﾅｶﾞｻﾜ ﾜﾀﾙ 東京都 GSエバーウィン
757 JB17151 齋藤 和正 ｻｲﾄｳ ｶｽﾞﾏｻ 埼玉県 シャークアイランド
759 1500678 田中 英祐 ﾀﾅｶ ｴｲｽｹ 東京都 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ
761 JB17477 近藤 豪 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｹｼ 埼玉県 晴嵐サイクリングクラブ
763 JB17626 日暮 将和 ﾋｸﾞﾗｼ ﾏｻｶｽﾞ 千葉県 Team ⾃転⾞処 風輪
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765 1200079 古川 肇栄 ﾌﾙｶﾜ ﾓﾄﾋﾃﾞ 神奈川 Team BFY Racing
767 JB17186 藤本 怜 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾚｲ 千葉県 TEAM GIRO 360
769 1600256 田中 大介 ﾀﾅｶ ﾀﾞｲｽｹ 東京都 Ｔｅａｍ ＦＩＴＴＥ
771 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
773 1000376 福岡 実 ﾌｸｵｶ ﾐﾉﾙ 東京都 チバポンズ
775 1301129 小松 正和 ｺﾏﾂ ﾏｻｶｽﾞ 神奈川県なるしまフレンド
777 1301199 當原 隼人 ﾄｳﾊﾞﾙ ﾊﾔﾄ 沖縄県 日本体育大学
779 1502717 大川 和哉 ｵｵｶﾜ ｶｽﾞﾔ 東京都 パラティアムTOKYO
781 1500713 鈴木 進之介 ｽｽﾞｷ ｼﾝﾉｽｹ 千葉県 BMレーシングZUNOW
783 1600203 麻中 俊輔 ｱｻﾅｶ ｼｭﾝｽｹ 神奈川 PHANTOM 湘南
785 1600765 永田 豪 ﾅｶﾞﾀ ｺﾞｳ 千葉県 Blanche Racing Team
787 1602279 山田 祥太 ﾔﾏﾀﾞ ｼｮｳﾀ 茨城県 Unity
789 JB17677 加藤 隆秀 ｶﾄｳ ﾀｶﾋﾃﾞ 神奈川 Racing CUBE
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