
【クラスタ:E3-1組　レースレーティング:D】　　52名 2017.04.26
No. 選手ID 選手名 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
503 1701092 間所 洋 ﾏﾄﾞｺﾛ ﾋﾛｼ 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
507 JB17572 藤村 和正 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
509 1700036 早苗 拓海 ｻﾅｴ ﾀｸﾐ 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
513 0400883 香川 祐太 ｶｶﾞﾜ ﾕｳﾀ 広島県 eNShare Cycling Team
515 1402287 井上 陽二郎 ｲﾉｳｴ ﾖｳｼﾞﾛｳ 東京都 GYOTOKU TEAM OF RACING
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
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
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
523 1402338 比良 和巳 ﾋﾗ ｶｽﾞﾐ 鹿児島 セレクシオン南九州
525 1600433 田中 滉介 ﾀﾅｶ ｺｳｽｹ 広島県 SAUCE DEVELOPMENT
527 1701083 藤田 良平 ﾌｼﾞﾀ ﾘｮｳﾍｲ 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
531 1700001 村岡 耕吉 ﾑﾗｵｶ ｺｳｷﾁ 広島県 Team UKYO Reve
533 1502521 磯田 友賀 ｲｿﾀﾞ ﾄﾓｶｽﾞ 京都府 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
537 JB17449 角南 雄太 ｽﾅﾐ ﾕｳﾀ － 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
541 1201661 梶谷 明直 ｶｼﾞﾀﾆ ｱｷﾅｵ 岡山県 ﾁｰﾑ 岡山
543 1301687 外村 貴司 ｿﾄﾑﾗ ﾀｶｼ 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
547 1700048 村上 智昭 ﾑﾗｶﾐ ﾄﾓｱｷ 広島県 Team Kermis Cross
549 1402349 濱砂 友輝 ﾊﾏｽﾅ ﾕｳｷ 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
553 1700792 米田 晋 ﾖﾈﾀﾞ ｽｽﾑ 福岡県 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
557 1700806 神尊 隆治 ｺｳｿ ﾘｭｳｼﾞ 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
561 1700102 高橋 学 ﾀｶﾊｼ ﾏﾅﾌﾞ 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
565 1601000 和田 晃一 ﾜﾀﾞ ｺｳｲﾁ 大阪府 TRAILBLAZER
567 1700019 當麻 雄大 ﾄｳﾏ ﾕｳﾀﾞｲ 大阪府 ナカガワＡＳ・Ｋʼデザイン
569 1200387 老 昭浩 ｵｲ ｱｷﾋﾛ 大阪府 ナカガワＡＳ・Ｋʼデザイン
571 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
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
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
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
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
581 1700044 野村 和弘 ﾉﾑﾗ ｶｽﾞﾋﾛ 広島県 備北
583 1600132 藤田 雅彦 ﾌｼﾞﾀ ﾏｻﾋｺ 福岡県 VC Fukuoka 
585 1700201 満上 亘 ﾐﾂｶﾞﾐ ﾜﾀﾙ 福岡県 VC Fukuoka 
587 1502582 西村 公一 ﾆｼﾑﾗ ｺｳｲﾁ 大分県 Ｂｌｕｅ Ｇｒａｓｓ
589 1700367 細川 貴弘 ﾎｿｶﾜ ﾀｶﾋﾛ 岡山県 voyAge cycling team
591 1700046 藤井 翼 ﾌｼﾞｲ ﾂﾊﾞｻ 広島県 voyAge cycling team
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
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
597 0500928 堀田 大輔 ﾎｯﾀ ﾀﾞｲｽｹ 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
601 1700735 西嶋 康二郎 ﾆｼｼﾞﾏ ｺｳｼﾞﾛｳ 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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【クラスタ:E3-2組　レースレーティング:D】　　51名 2017.04.26
No. 選手ID 選手名 ｶﾅ 登録地 ﾁｰﾑ名
502 1700450 丸茂 裕和 ﾏﾙﾓ ﾋﾛｶｽﾞ 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
506 1600023 天野 弘章 ｱﾏﾉ ﾋﾛｱｷ 大阪府 VC VELOCE
508 1700037 三谷 卓也 ﾐﾀﾆ ﾀｸﾔ 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
512 1300631 岩本 真樹 ｲﾜﾓﾄ ﾏｻｷ 島根県 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
516 1700538 八木 健太 ﾔｷﾞ ｹﾝﾀ 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
520 JB17600 藤原 励 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾂﾄﾑ 高知県 サイクルワークスＴＴ
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
524 1701237 後藤 大輝 ｺﾞﾄｳ ﾀﾞｲｷ 大分県 SAUCE DEVELOPMENT
526 1500928 淡井 裕太 ｱﾜｲ ﾕｳﾀ 兵庫県 SAUCE DEVELOPMENT
528 1400271 柿原 和貴 ｶｷﾊﾗ ｶｽﾞｷ 大阪府 soleil de lest
530 1301678 早稲田 亮太 ﾜｾﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 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
534 JB17470 塩塚 誠 ｼｵﾂﾞｶ ﾏｺﾄ 大阪府 TEAM all out
536 JB17692 早瀬 利宇 ﾊﾔｾ ﾘｭｳ 大阪府 TEAM 闇練 MANA 大杉走輪
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
540 JB17117 増田 遼歩 ﾏｽﾀﾞ ﾊﾙﾄ 大阪府 チーム アベノバ
542 1400501 蓑田 幸作 ﾐﾉﾀﾞ ｺｳｻｸ 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
546 1600345 重本 明彦 ｼｹﾞﾓﾄ ｱｷﾋｺ 山口県 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
550 1600755 土肥 幸成 ﾄﾞｲ ｺｳｾｲ 大分県 Team Sciroco
552 1700372 村上 隆弘 ﾑﾗｶﾐ ﾀｶﾋﾛ 大分県 Team Sciroco
554 JB17157 岩尾 大河 ｲﾜｵ ﾀｲｶﾞ 大分県 Team Sciroco
556 1600349 伊藤 大輔 ｲﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ 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
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
562 1700100 青木 義男 ｱｵｷ ﾖｼｵ 広島県 ＴＮＧレーシング広島
564 1700369 小竹守 敦哉 ｺﾀｹﾓﾘ ｱﾂﾔ 岡山県 TRAILBLAZER
566 1601992 前原 直幸 ﾏｴﾊﾗ ﾅｵﾕｷ 大阪府 ナカガワＡＳ・Ｋʼ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・Ｋʼ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・Ｋʼデザイン
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
574 1601945 福島 寛史 ﾌｸｼﾏ ﾋﾛｼ 岡山県 パラティアムTOKYO
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
578 1700199 深堀 理 ﾌｶﾎﾘ ﾏｻﾙ 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
582 1700195 小川 旦 ｵｶﾞﾜ ﾀﾞﾝ 福岡県 VC Fukuoka 
584 1700207 森下 遼太 ﾓﾘｼﾀ ﾘｮｳﾀ 福岡県 VC Fukuoka 
586 1700218 竹内 碧海 ﾀｹｳﾁ ｱｱｵｲ 福岡県 VC Fukuoka 
588 1700039 松原 陸 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾘｸ 広島県 voyAge cycling team
590 1700043 藤田 宏平 ﾌｼﾞﾀ ｺｳﾍｲ 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
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
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
598 1601028 清水 敏郎 ｼﾐｽﾞ ﾄｼﾛｳ 愛媛県 MONTA Racing Team
600 1601921 山下 健一 ﾔﾏｼﾀ ｹﾝｲﾁ 大分県 ROPPO RACING 
602 1700804 廣田 淳一 ﾋﾛﾀ ｼﾞｭﾝｲﾁ 大分県 ROPPO RACING 
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