第6回 JBCF きらら浜クリテリウム
【クラスタ：E1 レースレーティング：B】 59名
No. 選手ID
選手名

2017.04.28
ｶﾅ

登録地

ﾁｰﾑ名

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

34

1301620 浜田 健志

ﾊﾏﾀﾞ ｹﾝｼﾞ

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

42

1500068 小原 洋未

ｵﾊﾗ ﾋﾛﾐ

兵庫県 VC VELOCE

47

1501497 皿谷 宏人

ｻﾗｶﾞｲ ﾋﾛﾄ

広島県 エキップ

54

1100702 三次 匠

ﾐﾖｼ ﾀｸﾐ

広島県 eNShare Cycling Team

57

0401579 伊藤 翔吾

ｲﾄｳ ｼｮｳｺﾞ

広島県 eNShare Cycling Team

58

0200431 宮口 直之

ﾐﾔｸﾞﾁ ﾅｵﾕｷ

広島県 eNShare Cycling Team

67

1500397 堀川 滉太

ﾎﾘｶﾜ ｺｳﾀ

岡山県 関西高等学校

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

105 1301407 山崎 昌宣

ﾔﾏｻﾞｷ ｱｷﾉﾘ

大阪府 CWASPアタリ前田

142 9901846 大倉 健一

ｵｵｸﾗ ｹﾝｲﾁ

東京都 セオレーシング

146 1500603 森本 玄達

ﾓﾘﾓﾄ ﾋﾛﾐﾁ

岡山県 SAUCE DEVELOPMENT

147 1600352 服平 和樹

ﾌｸﾍﾞ ｶｽﾞｷ

大分県 SAUCE DEVELOPMENT

152 1100305 磯田 竜介

ｲｿﾀﾞ ﾘｭｳｽｹ

香川県 Tyrell Kagawa Racing

166 0800639 河賀 雄大

ｶｶﾞ ﾕｳﾀﾞｲ

広島県 Team UKYO Reve

167 1100565 宮田 久生

ﾐﾔﾀ ﾋｻｵ

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

183 0800830 中村 誠

ﾅｶﾑﾗ ﾏｺﾄ

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

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

210 1300762 森 正存

ﾓﾘ ﾏｻﾉﾌﾞ

愛媛県 TEAM LUPPI

217 1400602 岩切 弘輝

ｲﾜｷﾘ ﾋﾛｷ

大分県 津末レーシング

218 9702601 津末 浩平

ﾂｽｴ ｺｳﾍｲ

大分県 津末レーシング

219 9800897 宮成 國仁

ﾐﾔﾅﾘ ｸﾆﾋﾄ

大分県 津末レーシング

228 1301464 中村 潤

ﾅｶﾑﾗ ｼﾞｭﾝ

東京都 docomo RT

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

230 1200918 薗田 将人

ｿﾉﾀﾞ ﾏｻﾄ

愛媛県 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

240 1500015 竹内 和城

ﾀｹｳﾁ ｶｽﾞｷ

大阪府 ネクストリーム・うどん虹や

241 1300409 根田 裕司

ﾈﾀﾞ ﾕｳｼﾞ

大阪府 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

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

270 1300249 今倉 慎司

ｲﾏｸﾗ ｼﾝｼﾞ

福岡県 VC Fukuoka

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

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
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ティラン

315 1001941 藤井 倫洋

ﾌｼﾞｲ ﾄﾓﾋﾛ

京都府 モジュマ エリアゼロナナゴ

316 0200369 熊本 大五郎

ｸﾏﾓﾄ ﾀﾞｲｺﾞﾛｳ

兵庫県 八ヶ岳 CYCLING CLUB

320 0801454 井上 無我

ｲﾉｳｴ ﾑｶﾞ

山口県 山口県自転車競技連盟

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

324 1100076 角田 光隆

ｽﾐﾀﾞ ﾐﾂﾀｶ

奈良県 EURO-WORKS Racing

325 1001922 森 俊夫

ﾓﾘ ﾄｼｵ

奈良県 EURO-WORKS Racing

345 1001247 大村 英哉

ｵｵﾑﾗ ﾌｻﾔ

熊本県 Road Racing Team PURPLE MONKEY

382 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

383 1600829 下島 海人

ｼﾓｼﾞﾏ ｶｲﾄ

兵庫県 Team Kermis Cross

390 1100857 日野 竜嘉

ﾋﾉ ﾀﾂﾖｼ

愛媛県 ボンシャンス
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第6回 JBCF きらら浜クリテリウム
【クラスタ：E2 レースレーティング：C】 59名
No. 選手ID
選手名

2017.04.28
ｶﾅ

登録地

ﾁｰﾑ名

401 1300697 中村 邦男

ﾅｶﾑﾗ ｸﾆｵ

長崎県 ウィズラン

402 1600024 天野 壮悠

ｱﾏﾉ ﾀｹﾊﾙ

大阪府 VC VELOCE

403 1201133 田崎 竜成

ﾀｻｷ ﾘｭｳｾｲ

鹿児島 エイル宮崎レーシング

404 1502726 松浦 正己

ﾏﾂｳﾗ ﾏｻｷ

広島県 エキップ

ティラン

405 0200433 酒居 良和

ｻｶｲ ﾖｼｶｽﾞ

広島県 エキップ

ティラン

406 1402394 広瀬 竜太

ﾋﾛｾ ﾘｭｳﾀ

京都府 CLOUD 9ers

407 0000334 有澤 広昭

ｱﾘｻﾜ ﾋﾛｱｷ

兵庫県 グランデパール播磨

408 1301468 山本 修司

ﾔﾏﾓﾄ ｼｭｳｼﾞ

大阪府 Ｓａｋａｔａｎｉ Ｒａｃｉｎｇ

409 1100081 高塚 武彦

ﾀｶﾂｶ ﾀｹﾋｺ

大阪府 ZAS Racing

410 1300132 河内 博行

ｶﾜﾁ ﾋﾛﾕｷ

大阪府 ZAS Racing

411 1200241 紺谷 龍生

ｺﾝﾀﾆ ﾀﾂｵ

京都府 ZAS Racing

412 1000362 村井 忠

ﾑﾗｲ ﾏｺﾄ

奈良県 ZAS Racing

413 1300266 本田 博

ﾎﾝﾀﾞ ﾋﾛｼ

大阪府 CWASPアタリ前田

414 1500311 番場 慶太郎

ﾊﾞﾝﾊﾞ ｹｲﾀﾛｳ

千葉県 シャークアイランド

415 0801314 高橋 真吾

ﾀｶﾊｼ ｼﾝｺﾞ

東京都 SAUCE DEVELOPMENT

416 1502126 杭田 翔太

ｸｴﾀﾞ ｼｮｳﾀ

岡山県 SAUCE DEVELOPMENT

417 1500211 高橋 叶平

ﾀｶﾊｼ ｷｮｳﾍｲ

広島県 Team UKYO Reve

418 1700750 若代 健

ﾜｶｼﾛ ﾀｹｼ

大阪府 TEAM

419 1500025 佐藤 友飛

ｻﾄｳ ﾕｳﾄ

大阪府 チーム スクアドラ

420 1500026 山本 淳史

ﾔﾏﾓﾄ ｱﾂｼ

大阪府 チーム スクアドラ

421 0000382 三村 尚

ﾐﾑﾗ ﾀｶｼ

岡山県 ﾁｰﾑ 岡山

422 1600071 柳楽 諭

ﾅｷﾞﾗ ｻﾄｼ

広島県 Team Kermis Cross

423 1400292 富永 将宇

ﾄﾐﾅｶﾞ ﾏｻﾀｶ

広島県 Team Kermis Cross

424 1600075 坂川 達行

ｻｶｶﾞﾜ ﾀﾂﾕｷ

広島県 Team Kermis Cross

425 1600067 兵頭 大地

ﾋｮｳﾄﾞｳ ﾀﾞｲﾁ

広島県 Team Kermis Cross

426 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

427 1600157 畑上 壽太

ﾊﾀｶﾞﾐ ﾋｻﾀ

和歌山 TEAM SANREMO

428 1601815 松尾 利仁

ﾏﾂｵ ﾄｼﾋﾄ

福岡県 Team Sciroco

429 1201903 杉村 敏章

ｽｷﾞﾑﾗ ﾄｼｱｷ

愛媛県 チーム大永山

430 1402325 小関 寛

ｺｾｷ ﾋﾛｼ

広島県 徳島サイクルレーシング

431 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

432 9702903 樫脇 哲也

ｶｼﾜｷ ﾃﾂﾔ

徳島県 ナカガワＡＳ・Ｋ’デザイン

433 1602205 鈴木 大

ｽｽﾞｷ ﾀﾞｲ

広島県 なるしまフレンド

434 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

435 1700028 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

436

ｶﾈｺ ﾘｭｳｽｹ

大阪府 ネクストリーム・うどん虹や

437 1400705 森野 裕太

ﾓﾘﾉ ﾕｳﾀ

山口県 ネクストリーム・うどん虹や

438 1501960 村井 寛

ﾑﾗｲ ﾋﾛｼ

大阪府 パナソニックレーシング

439 0210435 日隈 優輔

ﾋｸﾞﾏ ﾕｳｽｹ

山口県 Pinazou Test Team

440 1502296 若林 孝紀

ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾀｶﾉﾘ

広島県 備北

441 1600137 宮本 健太郎

ﾐﾔﾓﾄ ｹﾝﾀﾛｳ

福岡県 VC Fukuoka

442 1502196 中森 大樹

ﾅｶﾓﾘ ﾀｲｷ

福岡県 VC Fukuoka

443 1400204 秋田 智和

ｱｷﾀ ﾄﾓｶｽﾞ

福岡県 VC Fukuoka

444 0800054 湧川 将樹

ﾜｸｶﾞﾜ ﾏｻｷ

山口県 Ｂｌｕｅ Ｇｒａｓｓ

445 1500347 川上 豪仁

ｶﾜｶﾐ ﾀｹﾋﾄ

福岡県 Ｂｌｕｅ Ｇｒａｓｓ

446 1600066 佐々木 均

ｻｻｷ ﾋﾄｼ

広島県 voyAge cycling team

447 1502247 横手 徳広

ﾖｺﾃ ﾄｸﾋﾛ

広島県 voyAge cycling team

448 1600073 秋嶋 優佑

ｱｷｼﾏ ﾕｳｽｹ

広島県 voyAge cycling team

449 1500379 成田 恒輝

ﾅﾘﾀ ｺｳｷ

広島県 voyAge cycling team

JB17136 金子 隆亮
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all out

450 1602190 竹内 成

ﾀｹｳﾁ ﾅﾙ

香川県 ボンシャンス

451 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

452 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

453 1502478 神野 悠作

ｼﾞﾝﾉ ﾕｳｻｸ

大阪府 八ヶ岳 CYCLING CLUB

454 0100423 真鍋 英祐

ﾏﾅﾍﾞ ｴｲｽｹ

山口県 山口県自転車競技連盟

455 0600651 平野 政一

ﾋﾗﾉ ﾏｻｶｽﾞ

山口県 山口県自転車競技連盟

456 1701199 勝水 拓也

ｶﾂﾐｽﾞ ﾀｸﾔ

奈良県 EURO-WORKS Racing

457 1101262 大堀 雅行

ｵｵﾎﾘ ﾏｻﾕｷ

熊本県 Road Racing Team PURPLE MONKEY

458 1400034 白川 幸希

ｼﾗｶﾜ ｺｳｷ

岡山県 鷲羽レーシング

459 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
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第6回 JBCF きらら浜クリテリウム
【クラスタ：E3 レースレーティング：D】 103名
No. 選手ID
選手名

2017.04.28
ｶﾅ

登録地

ﾁｰﾑ名

501 1700002 神垣 雅俊

ｶﾐｶﾞｷ ﾏｻﾄｼ

広島県 Aki Rising Bicycle team

502 1700450 丸茂 裕和

ﾏﾙﾓ ﾋﾛｶｽﾞ

広島県 Aki Rising Bicycle team

503 1701092 間所 洋

ﾏﾄﾞｺﾛ ﾋﾛｼ

広島県 Aki Rising Bicycle team

504 1700685 菅村 篤

ｽｶﾞﾑﾗ ｱﾂｼ

広島県 Aki Rising Bicycle team

505 1402238 園田 康訓

ｿﾉﾀﾞ ﾔｽﾉﾘ

長崎県 ウィズラン

506 1600023 天野 弘章

ｱﾏﾉ ﾋﾛｱｷ

大阪府 VC VELOCE

507

ﾌｼﾞﾑﾗ ｶｽﾞﾏｻ

兵庫県 ウオズミサイクルレーシング

508 1700037 三谷 卓也

ﾐﾀﾆ ﾀｸﾔ

広島県 エキップ

ティラン

509 1700036 早苗 拓海

ｻﾅｴ ﾀｸﾐ

広島県 エキップ

ティラン

510 1700755 城本 成司

ｼﾛﾓﾄ ｾｲｼﾞ

広島県 エキップ

ティラン

511 1601925 梅澤 幹太

ｳﾒｻﾞﾜ ｶﾝﾀ

愛媛県 エキップユーレーシング

512 1300631 岩本 真樹

ｲﾜﾓﾄ ﾏｻｷ

島根県 eNShare Cycling Team

513 0400883 香川 祐太

ｶｶﾞﾜ ﾕｳﾀ

広島県 eNShare Cycling Team

514 1502700 塚本 隼

ﾂｶﾓﾄ ﾊﾔﾄ

大阪府 大阪工業大学サイクリング部

515 1402287 井上 陽二郎

ｲﾉｳｴ ﾖｳｼﾞﾛｳ

東京都 GYOTOKU TEAM OF RACING

516 1700538 八木 健太

ﾔｷﾞ ｹﾝﾀ

高知県 サイクルワークスＴＴ

517 1600118 原田 龍一

ﾊﾗﾀﾞ ﾘｭｳｲﾁ

高知県 サイクルワークスＴＴ

518 1600120 山本 健太郎

ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝﾀﾛｳ

高知県 サイクルワークスＴＴ

519 1400032 岡部 嘉照

ｵｶﾍﾞ ﾖｼﾃﾙ

高知県 サイクルワークスＴＴ

520

ﾌｼﾞﾜﾗ ﾂﾄﾑ

高知県 サイクルワークスＴＴ

521 1501432 西山 正臣

ﾆｼﾔﾏ ﾏｻｵﾐ

福岡県 セレクシオン南九州

522 1500363 久野 広将

ﾋｻﾉ ｺｳｽｹ

熊本県 セレクシオン南九州

523 1402338 比良 和巳

ﾋﾗ ｶｽﾞﾐ

鹿児島 セレクシオン南九州

524 1701237 後藤 大輝

ｺﾞﾄｳ ﾀﾞｲｷ

大分県 SAUCE DEVELOPMENT

525 1600433 田中 滉介

ﾀﾅｶ ｺｳｽｹ

広島県 SAUCE DEVELOPMENT

526 1500928 淡井 裕太

ｱﾜｲ ﾕｳﾀ

兵庫県 SAUCE DEVELOPMENT

527 1701083 藤田 良平

ﾌｼﾞﾀ ﾘｮｳﾍｲ

大阪府 soleil de lest

528 1400271 柿原 和貴

ｶｷﾊﾗ ｶｽﾞｷ

大阪府 soleil de lest

529 1700708 建部 有宏

ﾀﾃﾍﾞ ｱﾘﾋﾛ

兵庫県 soleil de lest

530 1301678 早稲田 亮太

ﾜｾﾀﾞ ﾘｮｳﾀ

広島県 Team UKYO Reve

531 1700001 村岡 耕吉

ﾑﾗｵｶ ｺｳｷﾁ

広島県 Team UKYO Reve

532 1600006 石橋 征司

ｲｼﾊﾞｼ ｾｲｼﾞ

大阪府 TEAM

all out

533 1502521 磯田 友賀

ｲｿﾀﾞ ﾄﾓｶｽﾞ

京都府 TEAM

all out

534

JB17470 塩塚 誠

ｼｵﾂﾞｶ ﾏｺﾄ

大阪府 TEAM

all out

535

JB17448 石田 拓也

ｲｼﾀﾞ ﾀｸﾔ

大阪府 TEAM 闇練 MANA 大杉走輪

536

JB17692 早瀬 利宇

ﾊﾔｾ ﾘｭｳ

大阪府 TEAM 闇練 MANA 大杉走輪

537

JB17449 角南 雄太

ｽﾅﾐ ﾕｳﾀ

538

JB17445 稗田 正佳

ﾋｴﾀﾞ ﾏｻﾖｼ

大阪府 TEAM 闇練 MANA 大杉走輪

539 1602598 玉田 旭

ﾀﾏﾀﾞ ｱｷﾗ

東京都 チーム

アベノバ

540

ﾏｽﾀﾞ ﾊﾙﾄ

大阪府 チーム

アベノバ

541 1201661 梶谷 明直

ｶｼﾞﾀﾆ ｱｷﾅｵ

岡山県 ﾁｰﾑ 岡山

542 1400501 蓑田 幸作

ﾐﾉﾀﾞ ｺｳｻｸ

熊本県 チームGINRIN熊本

543 1301687 外村 貴司

ｿﾄﾑﾗ ﾀｶｼ

熊本県 チームGINRIN熊本

544 1602669 武富 正芳

ﾀｹﾄﾐ ﾏｻﾖｼ

熊本県 チームGINRIN熊本

545 1400290 坂井 誠臣

ｻｶｲ ﾏｻｵﾐ

広島県 Team Kermis Cross

546 1600345 重本 明彦

ｼｹﾞﾓﾄ ｱｷﾋｺ

山口県 Team Kermis Cross

547 1700048 村上 智昭

ﾑﾗｶﾐ ﾄﾓｱｷ

広島県 Team Kermis Cross

548 1601009 松岡 陽平

ﾏﾂｵｶ ﾖｳﾍｲ

岡山県 チーム・ケンズ

549 1402349 濱砂 友輝

ﾊﾏｽﾅ ﾕｳｷ

大分県 Team Sciroco

JB17572 藤村 和正

JB17600 藤原 励

JB17117 増田 遼歩

－
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TEAM 闇練 MANA 大杉走輪

550 1600755 土肥 幸成

ﾄﾞｲ ｺｳｾｲ

大分県 Team Sciroco

551 1601816 橋爪 佑輔

ﾊｼﾂﾞﾒ ﾕｳｽｹ

福岡県 Team Sciroco

552 1700372 村上 隆弘

ﾑﾗｶﾐ ﾀｶﾋﾛ

大分県 Team Sciroco

553 1700792 米田 晋

ﾖﾈﾀﾞ ｽｽﾑ

福岡県 Team Sciroco

554

ｲﾜｵ ﾀｲｶﾞ

大分県 Team Sciroco

555 1000248 佐崎 拓郎

ｻｻﾞｷ ﾀｸﾛｳ

愛媛県 チーム大永山

556 1600349 伊藤 大輔

ｲﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ

大分県 津末レーシング

557 1700806 神尊 隆治

ｺｳｿ ﾘｭｳｼﾞ

大分県 津末レーシング

558 1700734 畑 洋介

ﾊﾀ ﾖｳｽｹ

大分県 津末レーシング

559

JB17085 安東 宏高

ｱﾝﾄﾞｳ ﾋﾛﾀｶ

大分県 津末レーシング

560 1700456 福永 将太

ﾌｸﾅｶﾞ ｼｮｳﾀ

大分県 津末レーシング

561 1700102 高橋 学

ﾀｶﾊｼ ﾏﾅﾌﾞ

広島県 ＴＮＧレーシング広島

562 1700100 青木 義男

ｱｵｷ ﾖｼｵ

広島県 ＴＮＧレーシング広島

563 1600561 西野 雅文

ﾆｼﾉ ﾏｻﾌﾐ

徳島県 徳島サイクルレーシング

564 1700369 小竹守 敦哉

ｺﾀｹﾓﾘ ｱﾂﾔ

岡山県 TRAILBLAZER

565 1601000 和田 晃一

ﾜﾀﾞ ｺｳｲﾁ

大阪府 TRAILBLAZER

566 1601992 前原 直幸

ﾏｴﾊﾗ ﾅｵﾕｷ

大阪府 ナカガワＡＳ・Ｋ’デザイン

567 1700019 當麻 雄大

ﾄｳﾏ ﾕｳﾀﾞｲ

大阪府 ナカガワＡＳ・Ｋ’デザイン

568 1201702 宮本 福一

ﾐﾔﾓﾄ ﾌｸｲﾁ

高知県 ナカガワＡＳ・Ｋ’デザイン

569 1200387 老 昭浩

ｵｲ ｱｷﾋﾛ

大阪府 ナカガワＡＳ・Ｋ’デザイン

570 0200998 小賀野 晃

ｵｶﾞﾉ ｱｷﾗ

滋賀県 ナカガワＡＳ・Ｋ’デザイン

571

ｱﾏﾉ ﾀﾞｲﾁ

大阪府 ネクストリーム・うどん虹や

572 1401106 岸本 亮祐

ｷｼﾓﾄ ﾘｮｳｽｹ

大阪府 ネクストリーム・うどん虹や

573 1700026 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

574 1601945 福島 寛史

ﾌｸｼﾏ ﾋﾛｼ

岡山県 パラティアムTOKYO

575 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

576 1700196 田村 信之

ﾀﾑﾗ ﾉﾌﾞﾕｷ

福岡県 ＰＡＲＡＢＯＬＡイワイシーガル

577 1700197 水町 勝彦

ﾐｽﾞﾏﾁ ｶﾂﾋｺ

福岡県 ＰＡＲＡＢＯＬＡイワイシーガル

578 1700199 深堀 理

ﾌｶﾎﾘ ﾏｻﾙ

福岡県 ＰＡＲＡＢＯＬＡイワイシーガル

579 1700198 川口 照悟

ｶﾜｸﾞﾁ ｼｮｳｺﾞ

福岡県 ＰＡＲＡＢＯＬＡイワイシーガル

580 1700035 花田 金之介

ﾊﾅﾀﾞ ｷﾝﾉｽｹ

福岡県 備北

581 1700044 野村 和弘

ﾉﾑﾗ ｶｽﾞﾋﾛ

広島県 備北

582 1700195 小川 旦

ｵｶﾞﾜ ﾀﾞﾝ

福岡県 VC Fukuoka

583 1600132 藤田 雅彦

ﾌｼﾞﾀ ﾏｻﾋｺ

福岡県 VC Fukuoka

584 1700207 森下 遼太

ﾓﾘｼﾀ ﾘｮｳﾀ

福岡県 VC Fukuoka

585 1700201 満上 亘

ﾐﾂｶﾞﾐ ﾜﾀﾙ

福岡県 VC Fukuoka

586 1700218 竹内 碧海

ﾀｹｳﾁ ｱｱｵｲ

福岡県 VC Fukuoka

587 1502582 西村 公一

ﾆｼﾑﾗ ｺｳｲﾁ

大分県 Ｂｌｕｅ Ｇｒａｓｓ

588 1700039 松原 陸

ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾘｸ

広島県 voyAge cycling team

589 1700367 細川 貴弘

ﾎｿｶﾜ ﾀｶﾋﾛ

岡山県 voyAge cycling team

590 1700043 藤田 宏平

ﾌｼﾞﾀ ｺｳﾍｲ

広島県 voyAge cycling team

591 1700046 藤井 翼

ﾌｼﾞｲ ﾂﾊﾞｻ

広島県 voyAge cycling team

592 1700368 高田 玲

ﾀｶﾀ ﾚｲ

岡山県 ボンシャンス

593 1602394 石崎 寛太郎

ｲｼｻﾞｷ ｶﾝﾀﾛｳ

愛媛県 松山城南高等学校 自転車競技部

594 1502590 北宅 柊麻

ｷﾀﾔ ﾄｳﾏ

大阪府 松山城南高等学校 自転車競技部

595 1700828 渡邊 諒馬

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳﾏ

愛媛県 松山城南高等学校 自転車競技部

596 1700353 田中 龍太朗

ﾀﾅｶ ﾘｭｳﾀﾛｳ

京都府 モジュマ エリアゼロナナゴ

597 0500928 堀田 大輔

ﾎｯﾀ ﾀﾞｲｽｹ

愛媛県 MONTA Racing Team

598 1601028 清水 敏郎

ｼﾐｽﾞ ﾄｼﾛｳ

愛媛県 MONTA Racing Team

599 1700388 平井 貴志

ﾋﾗｲ ﾀｶｼ

山形県 山口県自転車競技連盟

600 1601921 山下 健一

ﾔﾏｼﾀ ｹﾝｲﾁ

大分県 ROPPO RACING

601 1700735 西嶋 康二郎

ﾆｼｼﾞﾏ ｺｳｼﾞﾛｳ

大分県 ROPPO RACING

JB17157 岩尾 大河

JB17170 天野 大地
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602 1700804 廣田 淳一

ﾋﾛﾀ ｼﾞｭﾝｲﾁ

大分県 ROPPO RACING

603 0700891 六峰 亘

ﾑﾂﾐﾈ ﾜﾀﾙ

大分県 ROPPO RACING
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第6回 JBCF きらら浜クリテリウム
【クラスタ：F レースレーティング：F】 15名
No. 選手ID
選手名
1

2017.04.28
ｶﾅ

登録地

ﾁｰﾑ名

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

30

1500756 白井 彩

ｼﾗｲ ｱﾔ

山口県 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

88

1600018 堀江 みちこ

ﾎﾘｴ ﾐﾁｺ

大阪府 チーム

91

1401321 根岸 恵美

ﾈｷﾞｼ ｴﾐ

岡山県 ﾁｰﾑ 岡山

93

1700003 明本 舞帆

ｱｹﾓﾄ ﾏﾎ

広島県 Team Kermis Cross

98

JB17162 久木野 衣美

ｸｷﾉ ｴﾐ

鹿児島 TEAM YOU CAN

110 1600558 川上 唯

ｶﾜｶﾐ ﾕｲ

徳島県 徳島サイクルレーシング

140 1700200 岩吉 ちひろ

ｲﾜﾖｼ ﾁﾋﾛ

福岡県 VC Fukuoka

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

169 1101522 伊藤 杏菜

ｲﾄｳ ｱﾝﾅ

愛知県 Live GARDEN BICI STELLE

170 0800184 福本 千佳

ﾌｸﾓﾄ ﾁｶ

大阪府 Live GARDEN BICI STELLE
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アベノバ

