
【クラスタ：E1　レースレーティング：B】 99名 2017.03.21

No. 選手ID 選手名 ｶﾅ 地域 ﾁｰﾑ名
2 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

3 0800607 前田 公平 ﾏｴﾀﾞ ｺｳﾍｲ 東京都 弱虫ペダル サイクリングチーム

5 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

12 1001114 金田 聡士 ｶﾈﾀﾞ ｻﾄｼ 鳥取県 AVENTURA AIKOH VICTORIA RACING

20 1300056 比護 任 ﾋｺﾞ ｱﾀﾙ 大阪府 イナーメ信濃山形-EFT

30 0500349 井上 人志 ｲﾉｳｴ ﾋﾄｼ 大阪府 VC VELOCE

31 9700734 井上 登士哉 ｲﾉｳｴ ﾄｼﾔ 愛媛県 VC VELOCE

33 0800194 上田 貴史 ｳｴﾀﾞ ﾀｶｼ 大阪府 VC VELOCE

35 9701872 近藤 智彦 ｺﾝﾄﾞｳ ﾄﾓﾋｺ 大阪府 VC VELOCE

36 1100274 藤田 耕志 ﾌｼﾞﾀ ﾀｶｼ 大阪府 VC VELOCE

37 0200002 猪又 靖 ｲﾉﾏﾀ ｷﾖｼ 北海道 VC VELOCE

39 1300543 宮前 昭宏 ﾐﾔﾏｴ ｱｷﾋﾛ 大阪府 VC VELOCE

40 0900099 加藤 浩生 ｶﾄｳ ﾋﾛｵ 大阪府 VC VELOCE

42 1500068 小原 洋未 ｵﾊﾗ ﾋﾛﾐ 兵庫県 VC VELOCE

43 1301949 鴻池 凌 ｺｳﾉｲｹ ﾘｮｳ 京都府 VC VELOCE

44 1001438 李 宗雨 ﾘ ｿｳｳ 滋賀県 VC VELOCE

47 1501497 皿谷 宏人 ｻﾗｶﾞｲ ﾋﾛﾄ 広島県 エキップ　ティラン

52 1300268 東 智博 ﾋｶﾞｼ ﾄﾓﾋﾛ 東京都 MK?

58 0200431 宮口 直之 ﾐﾔｸﾞﾁ ﾅｵﾕｷ 広島県 eNShare Cycling Team

61 0301731 金田 一 ｶﾈﾀﾞ ﾊｼﾞﾒ 茨城県 OYAMA STARPLEX

65 1100420 小山 雄司 ｺﾔﾏ ﾕｳｼﾞ 長野県 快レーシング

66 1201616 吉森 大晃 ﾖｼﾓﾘ ﾋﾛｱｷ 奈良県 GALANTE NARA 

74 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

90 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

99 1000051 武平 純一 ﾀｹﾋﾗ ｼﾞｭﾝｲﾁ 大阪府 Ｓａｋａｔａｎｉ Ｒａｃｉｎｇ

101 1201243 吉田 優一 ﾖｼﾀﾞ ﾕｳｲﾁ 奈良県 ZAS　Racing

103 1001777 伊藤 晋一 ｲﾄｳ ｼﾝｲﾁ 神奈川 G.S.POSITIVO

105 1301407 山崎 昌宣 ﾔﾏｻﾞｷ ｱｷﾉﾘ 大阪府 CWASPアタリ前田

108 1402214 藤田 隼也 ﾌｼﾞﾀ ｼﾞｭﾝﾔ 大阪府 ZIPPY CYCLE CLUB

121 1300023 江口 宗光 ｴｸﾞﾁ ﾑﾈﾐﾂ 静岡県 Squadra di LAVORANTE

122 1601918 中村 永 ﾅｶﾑﾗ ﾊﾙｶ 静岡県 Squadra di LAVORANTE

123 1500042 尾鷲 猛 ｵﾜｼ ﾀｹｼ 静岡県 Squadra di LAVORANTE

126 1600068 中川 直樹 ﾅｶｶﾞﾜ ﾅｵｷ 静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

127 1502369 高村 昌克 ﾀｶﾑﾗ ﾏｻｶﾂ 静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

128 1301588 大杉 直敬 ｵｵｽｷﾞ ﾅｵﾀｶ 静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

136 0001593 杉本 敦志 ｽｷﾞﾓﾄ ｱﾂｼ 静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

142 9901846 大倉 健一 ｵｵｸﾗ ｹﾝｲﾁ 東京都 セオレーシング

145 1300141 東 健司 ﾋｶﾞｼ ｹﾝｼﾞ 神奈川 ＳＥＫＩＹＡ

146 1500603 森本 玄達 ﾓﾘﾓﾄ ﾋﾛﾐﾁ 岡山県 SAUCE DEVELOPMENT

151 1502291 糸川 典往 ｲﾄｶﾞﾜ ﾉﾘﾕｷ 島根県 soleil de lest

166 0800639 河賀 雄大 ｶｶﾞ ﾕｳﾀﾞｲ 広島県 Team UKYO Reve

170 1600606 長谷川 彰浩 ﾊｾｶﾞﾜ ｱｷﾋﾛ 広島県 Team UKYO Reve

174 1501770 岩本 克也 ｲﾜﾓﾄ ｶﾂﾔ 山口県 Team UKYO Reve

176 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

178 1100271 二川 和成 ﾆｶﾜ ｶｽﾞﾅﾘ 大阪府 チーム スクアドラ

181 1200028 堀田 貴洋 ﾎｯﾀ ﾀｶﾋﾛ 岡山県 ﾁｰﾑ 岡山

182 1200030 青江 良治 ｱｵｴ ﾖｼﾊﾙ 岡山県 ﾁｰﾑ 岡山

187 1400295 大森 健一 ｵｵﾓﾘ ｹﾝｲﾁ 広島県 Team Kermis Cross

188 1400294 本田 弘典 ﾎﾝﾀﾞ ﾋﾛﾉﾘ 広島県 Team Kermis Cross

191 1200454 布施 利実 ﾌｾ ﾄｼﾐ 埼玉県 TEAM SANREMO

192 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

208 1100700 松本 秀一 ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 愛媛県 TEAM LUPPI

209 1100638 山岡 健人 ﾔﾏｵｶ ｹﾝﾄ 愛媛県 TEAM LUPPI
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210 1300762 森 正存 ﾓﾘ ﾏｻﾉﾌﾞ 愛媛県 TEAM LUPPI

212 0601400 大濱 篤史 ｵｵﾊﾏ ｱﾂｼ 大阪府 チバポンズ

222 1201709 川瀬 章史 ｶﾜｾ ｱｷﾌﾐ 愛知県 DESTRA

224 0000251 佐々木 健 ｻｻｷ ﾀｹｼ 愛知県 天狗党

226 9700879 藤井 壮太 ﾌｼﾞｲ ｿｳﾀ 長野県 東洋水産ロードレース部

229 9701689 福田 透 ﾌｸﾀﾞ ﾄｵﾙ 滋賀県 ナカガワＡＳ・Ｋ’デザイン

231 1600013 森田 正徳 ﾓﾘﾀ ﾏｻﾉﾘ 大阪府 ナカガワＡＳ・Ｋ’デザイン

232 9702985 東畠 信行 ﾋｶﾞｼﾊﾞﾀ ﾉﾌﾞﾕｷ 大阪府 ナカガワＡＳ・Ｋ’デザイン

234 1402369 上原 嗣則 ｳｴﾊﾗ ﾂｸﾞﾉﾘ 東京都 なるしまフレンド

242 1400107 山本 哲哉 ﾔﾏﾓﾄ ﾃﾂﾔ 和歌山 ネクストリーム・うどん虹や

243 1500001 後藤 東洋士 ｺﾞﾄｳ ﾋﾛｼ 大阪府 ネクストリーム・うどん虹や

256 0400052 前川 元 ﾏｴｶﾜ ﾊｼﾞﾑ 兵庫県 BC.ANELLO

257 1001076 村尾 政彦 ﾑﾗｵ ﾏｻﾋｺ 大阪府 BC.ANELLO

258 0200476 岡林 秀樹 ｵｶﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞｷ 長野県 B-SOUL

263 1000397 清水 洋一 ｼﾐｽﾞ ﾖｳｲﾁ 東京都 FAST LANE Racing

264 1201408 山田 将大 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 東京都 FAST LANE Racing

265 1200071 原 拓 ﾊﾗ ﾀｸ 神奈川 FAST LANE Racing

266 1300044 野間 貴裕 ﾉﾏ ﾀｶﾋﾛ 大阪府 VC AVANZARE

268 1201348 江川 哲治 ｴｶﾞﾜ ﾃﾂｼﾞ 福岡県 VC Fukuoka 

273 1500217 八幡 光哉 ﾔﾊﾀ ﾐﾂﾔ 東京都 FORCE

274 1500192 白井 真人 ｼﾗｲ ﾏｻﾄ 東京都 FORCE

277 1200597 田中 数馬 ﾀﾅｶ ｶｽﾞﾏ 東京都 FORCE

281 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

282 9700666 新沼 光 ﾆｲﾇﾏ ｱｷﾗ 栃木県 ブラウ・ブリッツェン

287 1500505 築山 元樹 ﾂｷﾔﾏ ｹﾞﾝｷ 岡山県 ＦＲＥＥＳＰＥＥＤ

288 1500813 堀田 耕司 ﾎｯﾀ ｺｳｼﾞ 愛知県 BREZZA-KAMIHAGI

289 1001682 倉野 稔也 ｸﾗﾉ ﾄｼﾔ 栃木県 BREZZA-KAMIHAGI

295 1400291 渡部 譲二 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｮｳｼﾞ 広島県 voyAge cycling team

299 0901303 亀岡 晋也 ｶﾒｵｶ ｼﾝﾔ 愛媛県 masahikomifune.com CyclingTeam

300 0300335 松並 俊雄 ﾏﾂﾅﾐ ﾄｼｵ 大阪府 masahikomifune.com CyclingTeam

307 1400155 平林 飛都 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾀｶﾄ 愛媛県 松山聖陵高等学校

308 1301684 廣本 凌也 ﾋﾛﾓﾄ ﾘｮｳﾔ 愛媛県 松山聖陵高等学校

310 1400047 菅谷 修 ｽｶﾞﾔ ｵｻﾑ 東京都 MIVRO

312 0600048 奥野 浩和 ｵｸﾉ ﾋﾛｶｽﾞ 大阪府 MUUR zero Velofutur

313 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

314 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

321 1200445 岡本 順 ｵｶﾓﾄ ｼﾞｭﾝ 山口県 山口県自転車競技連盟

322 1000714 佐々木 暖 ｻｻｷ ﾀﾞﾝ 奈良県 EURO-WORKS Racing

323 1201366 宮地 孝行 ﾐﾔﾁ ﾀｶﾕｷ 大阪府 EURO-WORKS Racing

324 1100076 角田 光隆 ｽﾐﾀﾞ ﾐﾂﾀｶ 奈良県 EURO-WORKS Racing

328 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

334 0300866 渡邉 正光 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾐﾂ 福島県 LinkTOHOKU

336 1402184 岩崎 晶雲 ｲﾜｻｷ ｼｮｳｳﾝ 福島県 LinkTOHOKU

343 1100040 小山 洋平 ｺﾔﾏ ﾖｳﾍｲ 神奈川 Racing CUBE

356 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

358 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
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【クラスタ：E2　レースレーティング：C】 57名 2017.03.21

No. 選手ID 選手名 ｶﾅ 地域 ﾁｰﾑ名
401 0700706 碇 優太 ｲｶﾘ ﾕｳﾀ 福井県 ISnet fukui cycling team

402 0100833 船山 崇 ﾌﾅﾔﾏ ﾀｶｼ 東京都 ACQUA TAMA

403 0500362 森下 大剛 ﾓﾘｼﾀ ﾀﾞｲｺﾞｳ 愛知県 イナーメ信濃山形-EFT

404 1600024 天野 壮悠 ｱﾏﾉ ﾀｹﾊﾙ 大阪府 VC VELOCE

405 1502726 松浦 正己 ﾏﾂｳﾗ ﾏｻｷ 広島県 エキップ　ティラン

406 1200491 宮村 浩平 ﾐﾔﾑﾗ ｺｳﾍｲ 三重県 KINAN AACA

407 9802045 宮川 淳 ﾐﾔｶﾜ ｼﾞｭﾝ 石川県 ケッヘルブイシースプートニク

408 1600693 荒木 樹 ｱﾗｷ ﾀｽﾞﾙ 石川県 ケッヘルブイシースプートニク

409 0000310 服部 健一 ﾊｯﾄﾘ ｹﾝｲﾁ 大阪府 Ｓａｋａｔａｎｉ Ｒａｃｉｎｇ

410 1100081 高塚 武彦 ﾀｶﾂｶ ﾀｹﾋｺ 大阪府 ZAS　Racing

411 1300132 河内 博行 ｶﾜﾁ ﾋﾛﾕｷ 大阪府 ZAS　Racing

412 1100015 伊藤 隆久 ｲﾄｳ ﾀｶﾋｻ 滋賀県 ZAS　Racing

413 1400352 村山 司 ﾑﾗﾔﾏ ﾂｶｻ 奈良県 ZAS　Racing

414 1400043 戸梶 創 ﾄｶｼﾞ ﾊｼﾞﾒ 大阪府 CWASPアタリ前田

415 0001146 福島 陽児 ﾌｸｼﾏ ﾖｳｼﾞ 大阪府 シマノドリンキング

416 1000283 進藤 祐史 ｼﾝﾄﾞｳ ﾕｳｼﾞ 大阪府 シマノドリンキング

417 0800172 土屋 尚友 ﾂﾁﾔ ﾋｻﾄﾓ 埼玉県 SQUADRA CORSE cicli HIDE

418 1500039 清水 佑太 ｼﾐｽﾞ ﾕｳﾀ 静岡県 Squadra di LAVORANTE

419 0900006 杉原 和剛 ｽｷﾞﾊﾗ ｶｽﾞﾋｻ 静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

420 0500062 平岡 恒哲 ﾋﾗｵｶ ﾂﾈｱｷ 静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

421 0700359 清水 琢矢 ｼﾐｽﾞ ﾀｸﾔ 香川県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

422 1200035 三上 勇輝 ﾐｶﾐ ﾕｳｷ 大阪府 SAUCE DEVELOPMENT

423 1500211 高橋 叶平 ﾀｶﾊｼ ｷｮｳﾍｲ 広島県 Team UKYO Reve

424 0700166 古野 修 ﾌﾙﾉ ｵｻﾑ 京都府 TEAM☆ルパン・ttm

425 0500076 伊勢 洋人 ｲｾ ﾋﾛﾄ 大阪府 チーム　ＷＥＡＥＫＥＮＤ

426 9702244 杉野 和宏 ｽｷﾞﾉ ｶｽﾞﾋﾛ 岡山県 ﾁｰﾑ 岡山

427 0400368 中西 一太郎 ﾅｶﾆｼ ｲﾁﾀﾛｳ 岡山県 ﾁｰﾑ 岡山

428 1600829 下島 海人 ｼﾓｼﾞﾏ ｶｲﾄ 兵庫県 Team Kermis Cross

429 1501424 菅谷 照生 ｽｶﾞﾔ ﾃﾙｷ 山梨県 チーム・コバリン

430 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

431 1500273 小牧 宏成 ｺﾏｷ ﾋﾛﾅﾘ 石川県 TEAM MODENA

432 1100431 二俣 雄哉 ﾌﾀﾏﾀ ﾕｳﾔ 愛知県 DESTRA

433 1100458 久保田 寛隆 ｸﾎﾞﾀ ﾋﾛﾀｶ 愛知県 DESTRA

434 1400655 石河 良介 ｲｼｶﾜ ﾘｮｳｽｹ 愛知県 天狗党

435 0210383 下村 英男 ｼﾓﾑﾗ ﾋﾃﾞｵ 大阪府 ナカガワＡＳ・Ｋ’デザイン

436 0700119 別府 敬司 ﾍﾞｯﾌﾟ ｹｲｼﾞ 大阪府 ナカガワＡＳ・Ｋ’デザイン

437 1600015 石井 和明 ｲｼｲ ｶｽﾞｱｷ 大阪府 Nasu Fan Club

438 1000007 林 岳 ﾊﾔｼ ﾀｶｼ 大阪府 Nasu Fan Club

439 JB17133 井手 道康 ｲﾃﾞ ﾐﾁﾔｽ 愛知県 ネクストリーム・うどん虹や

440 JB17135 Eisenmenger Jason ｱｲｾﾞﾝﾐﾝｶﾞｰ ｼﾞｪｲｿﾝ 大阪府 ネクストリーム・うどん虹や

441 1500309 森川 晃行 ﾓﾘｶﾜ ｱｷﾕｷ 奈良県 ネクストリーム・うどん虹や

442 1001574 池田 慎治 ｲｹﾀﾞ ｼﾝｼﾞ 大阪府 ネクストリーム・うどん虹や

443 1600007 橋本 陽介 ﾊｼﾓﾄ ﾖｳｽｹ 大阪府 ネクストリーム・うどん虹や

444 1501960 村井 寛 ﾑﾗｲ ﾋﾛｼ 大阪府 パナソニックレーシング

445 1602688 森栄 晃彦 ﾓﾘｻｶ ｱｷﾋｺ 東京都 パラティアムTOKYO

446 0001623 坂本 恵一 ｻｶﾓﾄ ｹｲｲﾁ 大阪府 BC.ANELLO

447 1300170 山科 竜一郎 ﾔﾏｼﾅ ﾘｭｳｲﾁﾛｳ 兵庫県 VC AVANZARE

448 1600137 宮本 健太郎 ﾐﾔﾓﾄ ｹﾝﾀﾛｳ 福岡県 VC Fukuoka 

449 1600244 野口 泰 ﾉｸﾞﾁ ﾔｽｼ 東京都 FORCE

450 1100171 恒次 真 ﾂﾈﾂｸﾞ ﾏｺﾄ 岡山県 ＦＲＥＥＳＰＥＥＤ

451 9701965 山田 哲志 ﾔﾏﾀﾞ ｻﾄｼ 大阪府 本町クラブ

452 1301690 藤野 竜弥 ﾌｼﾞﾉ ﾀﾂﾔ 愛媛県 松山聖陵高等学校

453 1600287 宍戸 宗太 ｼｼﾄﾞ ｿｳﾀ 東京都 MIVRO
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454 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

455 1502702 中川 大使 ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｲｼ 京都府 モジュマ  エリアゼロナナゴ

456 1101262 大堀 雅行 ｵｵﾎﾘ ﾏｻﾕｷ 熊本県 Road Racing Team PURPLE MONKEY

457 1500212 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

4/7



【クラスタ：E3　レースレーティング：D】 58名 2017.03.21

No. 選手ID 選手名 ｶﾅ 地域 ﾁｰﾑ名
601 0901268 廣瀬 元輝 ﾋﾛｾ ﾊﾙｷ 福井県 ISnet fukui cycling team

602 9702003 岸本 伊織 ｷｼﾓﾄ ｲｵﾘ 愛知県 イナーメ信濃山形-EFT

603 JB17496 篠田 淳史 ｼﾉﾀﾞ ｱﾂｼ 愛知県 インパルス

604 1600023 天野 弘章 ｱﾏﾉ ﾋﾛｱｷ 大阪府 VC VELOCE

605 1600512 高石 光博 ﾀｶｲｼ ﾐﾂﾋﾛ 大阪府 VC VELOCE

606 JB17444 早苗 拓海 ｻﾅｴ ﾀｸﾐ 広島県 エキップ　ティラン

607 JB17437 三谷 卓也 ﾐﾀﾆ ﾀｸﾔ 広島県 エキップ　ティラン

608 JB17621 鹿内 勇佑 ｼｶﾅｲ ﾕｳｽｹ 広島県 eNShare Cycling Team

609 JB17142 藤家 広大 ﾄｳｹ ｺｳﾀﾞｲ 栃木県 OYAMA STARPLEX

610 1601917 熊谷 飛鳥 ｸﾏｶﾞｲ ｱｽｶ  関西大学Cycle Racing Team

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

612 1600694 遠田 武史 ﾄｵﾀﾞ ﾀｹｼ 石川県 ケッヘルブイシースプートニク

613 1600690 西野 輝之 ﾆｼﾉ ﾃﾙﾕｷ 石川県 ケッヘルブイシースプートニク

614 JB17198 山崎 雅也 ﾔﾏｻﾞｷ ﾏｻﾔ 石川県 ケッヘルブイシースプートニク

615 1400362 加塩 弘一 ｶｼｵ ｺｳｲﾁ 岐阜県 KOGMA Racing

616 9701810 松本 貞行 ﾏﾂﾓﾄ ｻﾀﾞﾕｷ 京都府 Ｓａｋａｔａｎｉ Ｒａｃｉｎｇ

617 JB17277 山下 龍星 ﾔﾏｼﾀ ﾘｭｳｾｲ 大阪府 Ｓａｋａｔａｎｉ Ｒａｃｉｎｇ

618 JB17235 前田 堅一朗 ﾏｴﾀﾞ ｹﾝｲﾁﾛｳ 大阪府 CWASPアタリ前田

619 JB17036 松村 長人 ﾏﾂﾑﾗ ﾅｶﾞﾄ 奈良県 ZIPPY CYCLE CLUB

620 1301462 駒崎 洋太 ｺﾏｻｷ ﾋﾛﾀｶ 京都府 ZIPPY CYCLE CLUB

621 JB17126 辻本 青矢 ﾂｼﾞﾓﾄ ｾｲﾔ 静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

622 1602252 山中 集平 ﾔﾏﾅｶ ｼｭｳﾍｲ 岡山県 SAUCE DEVELOPMENT

623 JB17107 後藤 大輝 ｺﾞﾄｳ ﾀﾞｲｷ 大分県 SAUCE DEVELOPMENT

624 JB17226 芦田 勇樹 ｱｼﾀﾞ ﾕｳｷ － soleil de lest

625 0601701 増山 覚 ﾏｽﾔﾏ ｻﾄﾙ 京都府 TEAM AMUSE

626 1600006 石橋 征司 ｲｼﾊﾞｼ ｾｲｼﾞ 大阪府 TEAM　all out

627 JB17471 中田 圭亮 ﾅｶﾀ ｹｲｽｹ 大阪府 TEAM　all out

628 1602079 佐藤 伊織 ｻﾄｳ ｲｵﾘ 東京都 TEAM SPORTS KID

629 1501423 山本 哲央 ﾔﾏﾓﾄ ﾃﾂｵ 山梨県 TEAM SPORTS KID

630 1500030 田中 契 ﾀﾅｶ ﾋｻｼ 大阪府 チーム　アベノバ

631 1300385 古川 哲也 ﾌﾙｶﾜ ﾃﾂﾔ 大阪府 チーム　ＷＥＡＥＫＥＮＤ

632 1602048 西岡 靖記 ﾆｼｵｶ ﾔｽｷ 広島県 Team Kermis Cross

633 JB17147 稲垣 善信 ｲﾅｶﾞｷ ﾖｼﾉﾌﾞ 愛知県 Ｔｅａｍまるいちエヴァディオ

634 1500259 石野 佑介 ｲｼﾉ ﾕｳｽｹ 石川県 TEAM MODENA

635 1601841 寺内 僚汰 ﾃﾗｳﾁ ﾘｮｳﾀ 奈良県 TRAILBLAZER

636 1602670 池 侑樹 ｲｹ ﾕｳｷ 新潟県 TRAILBLAZER

637 1502768 藤原 周司 ﾌｼﾞﾜﾗ ｼｭｳｼﾞ 大阪府 ネクストリーム・うどん虹や

638 JB17170 天野 大地 ｱﾏﾉ ﾀﾞｲﾁ 大阪府 ネクストリーム・うどん虹や

639 JB17233 中西 啓太 ﾅｶﾆｼ ｹｲﾀ 大阪府 パナソニックレーシング

640 1502722 山本 康雄 ﾔﾏﾓﾄ ﾔｽｵ 神奈川 パラティアムTOKYO

641 1601139 高木 英行 ﾀｶｷﾞ ﾋﾃﾞﾕｷ 京都府 PRT KOSEKI

642 1600226 田中 雄介 ﾀﾅｶ ﾕｳｽｹ 東京都 FORCE

643 1600414 新沼 颯 ﾆｲﾇﾏ ﾊﾔﾃ 栃木県 ブラウ・ブリッツェン

644 1201917 西村 裕司 ﾆｼﾑﾗ ﾋﾛｼ 京都府 PRESTO

645 0601135 西村 隼人 ﾆｼﾑﾗ ﾊﾔﾄ 京都府 PRESTO

646 JB17370 末澤 正太郎 ｽｴｻﾞﾜ ｼｮｳﾀﾛｳ 愛知県 BREZZA-KAMIHAGI

647 JB17238 松原 陸 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾘｸ 広島県 voyAge cycling team

648 1200156 天春 雄也 ｱﾏｶﾞｽ ﾕｳﾔ 三重県 MAX SPEED 97

649 1500173 中川 泰我 ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｲｶﾞ 愛媛県 松山聖陵高等学校

650 1502767 大平 竜太郎 ｵｵﾋﾗ ﾘｭｳﾀﾛｳ 愛媛県 松山聖陵高等学校

651 1601629 祖母井 佑樹 ｳﾊﾞｶﾞｲ ﾕｳｷ 愛媛県 松山聖陵高等学校

652 0800763 佐藤 竜一 ｻﾄｳ ﾘｭｳｲﾁ 埼玉県 MIVRO

653 1502208 佐合 真大 ｻｺﾞｳ ﾏｻﾄ 岐阜県 名岐ベンド
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654 1502209 佐合 海大 ｻｺﾞｳ ﾋﾛﾄ 岐阜県 名岐ベンド

655 JB17035 勝水 拓也 ｶﾂﾐｽﾞ ﾀｸﾔ 奈良県 EURO-WORKS Racing

656 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

657 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

658 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
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【クラスタ：F　レースレーティング：F】 12名 2017.03.21

No. 選手ID 選手名 ｶﾅ 地域 ﾁｰﾑ名
1 9701485 唐見 実世子 ｶﾗﾐ ﾐﾖｺ 茨城県 弱虫ペダル サイクリングチーム

28 1500393 中里 友香 ﾅｶｻﾞﾄ ﾕｶ 広島県 eNShare Cycling Team

82 1500022 安藤 奏子 ｱﾝﾄﾞｳ ｶﾅｺ 大阪府 チーム スクアドラ

89 JB17077 周藤 真実 ｽﾄｳ ﾏﾐ 大阪府 チーム　ＷＥＡＥＫＥＮＤ

149 1502784 野口 佳子 ﾉｸﾞﾁ ｹｲｺ 東京都 FORCE

156 0501522 北野 寿枝 ｷﾀﾉ ﾋｻｴ 広島県 voyAge cycling team

157 1201909 小田 恵利花 ｵﾀﾞ ｴﾘｶ 東京都 Honda 栃木

160 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

162 1301359 棟近 陽子 ﾑﾈﾁｶ ﾖｳｺ 奈良県 EURO-WORKS Racing

164 1500188 原田 悦子 ﾊﾗﾀﾞ ｴﾂｺ 徳島県 UNIVERS

169 1101522 伊藤 杏菜 ｲﾄｳ ｱﾝﾅ 愛知県 Live GARDEN BICI STELLE

170 800184 福本 千佳 ﾌｸﾓﾄ ﾁｶ 大阪府 Live GARDEN BICI STELLE
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