
【クラスタ：P1　レースレーティング：AAA】　96名 2017.10.03

No. 選手ID 選手名 ｶﾅ 登録地 ﾁｰﾑ名

1 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

2 0400843 鈴木 譲 ｽｽﾞｷ ﾕｽﾞﾙ 栃木県 宇都宮ブリッツェン

3 0500716 飯野 智行 ｲｲﾉ ﾄﾓﾕｷ 栃木県 宇都宮ブリッツェン

4 1000720 馬渡 伸弥 ﾏﾜﾀﾘ ｼﾝﾔ 東京都 宇都宮ブリッツェン

5 1100355 小野寺 玲 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾚｲ 栃木県 宇都宮ブリッツェン

6 1100488 岡 篤志 ｵｶ ｱﾂｼ 茨城県 宇都宮ブリッツェン

7 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

8 0600844 阿部 嵩之 ｱﾍﾞ ﾀｶﾕｷ 栃木県 宇都宮ブリッツェン

11 1300861 Jose VICENTE ﾎｾ ﾋﾞｾﾝﾃ 東京都 マトリックスパワータグ

12 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

13 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

14 1500367 AIRAN Fernandez ｱｲﾗﾝ ﾌｪﾙﾅﾝﾃﾞｽ 大阪府 マトリックスパワータグ

15 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

16 9700347 土井 雪広 ﾄﾞｲ ﾕｷﾋﾛ 東京都 マトリックスパワータグ

21 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

22 0701113 木村 圭佑 ｷﾑﾗ ｹｲｽｹ 滋賀県 シマノレーシング

23 1000721 西村 大輝 ﾆｼﾑﾗ ﾋﾛｷ 東京都 シマノレーシング

24 0900861 湊 諒 ﾐﾅﾄ ﾘｮｳ 青森県 シマノレーシング

25 1200626 水谷 翔 ﾐｽﾞﾀﾆ ｶｹﾙ 鹿児島 シマノレーシング

26 0900704 秋田 拓磨 ｱｷﾀ ﾀｸﾏ 福井県 シマノレーシング

27 0900212 横山 航太 ﾖｺﾔﾏ ｺｳﾀ 長野県 シマノレーシング

28 1000442 小山 貴大 ｺﾔﾏ ﾀｶﾋﾛ 群馬県 シマノレーシング

51 0800942 吉岡 直哉 ﾖｼｵｶ ﾅｵﾔ 京都府 那須ブラーゼン

52 1201451 下島 将輝 ｼﾓｼﾞﾏ ﾏｻｷ 兵庫県 那須ブラーゼン

53 1000394 岸 崇仁 ｷｼ ﾀｶﾋﾄ 茨城県 那須ブラーゼン

54 1301587 柴田 雅之 ｼﾊﾞﾀ ﾏｻﾕｷ 京都府 那須ブラーゼン

55 1300596 新城 銀二 ｱﾗｼﾛ ｷﾞﾝｼﾞ 沖縄県 那須ブラーゼン

56 0900064 西尾 勇人 ﾆｼｵ ﾊﾔﾄ 北海道 那須ブラーゼン

61 0700546 安原 大貴 ﾔｽﾊﾗ ﾀﾞｲｷ 大阪府 シエルヴォ奈良 MIYATA-MERIDA レーシングチーム

62 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

63 9701956 向川 尚樹 ﾑｶｲｶﾞﾜ ﾅｵｷ 大阪府 シエルヴォ奈良 MIYATA-MERIDA レーシングチーム

64 1201456 中川 智 ﾅｶｶﾞﾜ ｻﾄｼ 奈良県 シエルヴォ奈良 MIYATA-MERIDA レーシングチーム

65 9701052 山本 雅道 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾐﾁ 神奈川 シエルヴォ奈良 MIYATA-MERIDA レーシングチーム

66 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

67 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

81 1500194 横塚 浩平 ﾖｺﾂｶ ｺｳﾍｲ 東京都 LEOMO Bellmare Racing team

91 0700045 岩月 伸夫 ｲﾜﾂｷ ﾉﾌﾞｵ 愛知県 イナーメ信濃山形

92 1401797 大東 泰弘 ﾀﾞｲﾄｳ ﾔｽﾋﾛ 愛知県 イナーメ信濃山形

93 0500435 福留 康介 ﾌｸﾄﾞﾒ ｺｳｽｹ 岡山県 イナーメ信濃山形

94 1502527 小山 智也 ｺﾔﾏ ﾄﾓﾔ 大阪府 イナーメ信濃山形

101 1201592 阿部 航大 ｱﾍﾞ ｺｳﾀﾞｲ 栃木県 Honda 栃木

102 1001863 小林 宏志 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｼ 栃木県 Honda 栃木

103 0901551 水間 健 ﾐｽﾞﾏ ﾀｹｼ 栃木県 Honda 栃木

104 1600385 小泉 亮一 ｺｲｽﾞﾐ ﾘｮｳｲﾁ 栃木県 Honda 栃木

105 1300346 河合 貴明 ｶﾜｲ ﾀｶｱｷ 栃木県 Honda 栃木

111 1400374 谷 順成 ﾀﾆ ｼﾞｭﾝｾｲ 岐阜県 VICTOIRE 広島

112 0201014 大塚 航 ｵｵﾂｶ ﾜﾀﾙ 京都府 VICTOIRE 広島

113 1400034 白川 幸希 ｼﾗｶﾜ ｺｳｷ 岡山県 VICTOIRE 広島

114 0600791 藤岡 克磨 ﾌｼﾞｵｶ ｶﾂﾏ 徳島県 VICTOIRE 広島

115 1100616 杉山 文崇 ｽｷﾞﾔﾏ ﾌﾐﾀｶ 山口県 VICTOIRE 広島

116 0800557 西川 昌宏 ﾆｼｶﾜ ﾏｻﾋﾛ 山口県 VICTOIRE 広島

117 1500381 藤川 淳 ﾌｼﾞｶﾜ ｼﾞｭﾝ 広島県 VICTOIRE 広島
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118 1600829 下島 海人 ｼﾓｼﾞﾏ ｶｲﾄ 兵庫県 VICTOIRE 広島

141 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

142 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

143 1600505 設楽 彗斗 ｼﾀﾞﾗ ｹｲﾄ 大阪府 VC Fukuoka・サイクルフリーダム

144 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

145 1502253 李 正明 ﾘ ﾏｻｱｷ 福岡県 VC Fukuoka・サイクルフリーダム

146 1600363 赤木 亮介 ｱｶｷﾞ ﾘｮｳｽｹ 長崎県 VC Fukuoka・サイクルフリーダム

151 1301575 大前 翔 ｵｵﾏｴ ｶｹﾙ 神奈川 東京ヴェントス

152 0900655 高木 三千成 ﾀｶｷﾞ ﾐﾁﾅﾘ 埼玉県 東京ヴェントス

153 0801515 伊藤 舜紀 ｲﾄｳ ｼｭﾝｷ 北海道 東京ヴェントス

154 1200528 佐々木 貴則 ｻｻｷ ﾀｶﾉﾘ 東京都 東京ヴェントス

155 1500213 菊地 悠介 ｷｸﾁ ﾘｮｳｽｹ 神奈川 東京ヴェントス

156 1300159 村田 幸希 ﾑﾗﾀ ｺｳｷ 神奈川 東京ヴェントス

157 1101261 北見 涼 ｷﾀﾐ ﾘｮｳ 神奈川 東京ヴェントス

161 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

162 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

163 1200062 川田 優作 ｶﾜﾀ ﾕｳｻｸ 栃木県 群馬グリフィン・レーシングチーム

171 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

172 1502783 宇賀 隆貴 ｳｶﾞ ﾘｭｳｷ 東京都 FIETS GROEN 日本ロボティクス

173 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

174 1200031 高橋 伸成 ﾀｶﾊｼ ﾉﾌﾞｼｹﾞ 静岡県 FIETS GROEN 日本ロボティクス

175 1300114 山口 雄大 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｹﾋﾛ 神奈川 FIETS GROEN 日本ロボティクス

176 0901531 中鶴 友樹 ﾅｶﾂﾙ ﾄﾓｷ 沖縄県 FIETS GROEN 日本ロボティクス

177 1101605 元山 高嶺 ﾓﾄﾔﾏ ﾀｶﾈ 大阪府 FIETS GROEN 日本ロボティクス

178 1100640 高野 翔太 ﾀｶﾉ ｼｮｳﾀ 大阪府 FIETS GROEN 日本ロボティクス

181 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

182 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

183 1602063 松島 拓人 ﾏﾂｼﾏ ﾀｸﾄ 神奈川 なるしまフレンド　レーシングチーム

184 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

185 0500037 櫻井 一輝 ｻｸﾗｲ ﾓﾄｷ 静岡県 なるしまフレンド　レーシングチーム

186 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

187 0800315 栗栖 嵩 ｸﾘｽ ﾀｶｼ 北海道 なるしまフレンド　レーシングチーム

188 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

191 9900169 青木 誠 ｱｵｷ ﾏｺﾄ 東京都 ACQUA TAMA EURO-WORKS

192 0900461 秋山 悟郎 ｱｷﾔﾏ ｺﾞﾛｳ 東京都 ACQUA TAMA EURO-WORKS

193 0100092 浜頭 恭 ﾊﾏｶﾞｼﾗ ﾔｽｼ 東京都 ACQUA TAMA EURO-WORKS

194 1401954 須崎 尚樹 ｽｻｷ ﾅｵｷ 東京都 ACQUA TAMA EURO-WORKS

195 1100087 田中 信行 ﾀﾅｶ ﾉﾌﾞﾕｷ 奈良県 ACQUA TAMA EURO-WORKS

201 1500560 舘岡 賢弥 ﾀﾃｵｶ ﾀｶﾋﾛ 茨城県 エルドラード東北

202 1300540 松井 大悟 ﾏﾂｲ ﾀﾞｲｺﾞ 石川県 エルドラード東北

203 1400913 萩原 啓 ﾊｷﾞﾊﾗ ｻﾄｼ 愛知県 エルドラード東北

204 9700200 梶木 恒介 ｶｼﾞｷ ｺｳｽｹ 宮城県 エルドラード東北

205 1301786 野上 太一 ﾉｶﾞﾐ ﾀｲﾁ 愛知県 エルドラード東北

206 JB16669 Javier Sarda Perez ﾊﾋﾞｴﾙ ｻﾗﾀﾞ ﾍﾟﾚｽ SPAIN エルドラード東北

【主催者推薦枠・オープン】　3名 2017.10.03

No. 選手ID 選手名 ｶﾅ 登録地 ﾁｰﾑ名

701 1001773 山本 大喜 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻｷ 奈良県 JAPAN ナショナルチーム

702 1100358 石上 優大 ｲｼｶﾞﾐ ﾏｻﾋﾛ 神奈川 JAPAN ナショナルチーム

703 1001692 黒枝 咲哉 ｸﾛｴﾀﾞ ｻﾔ 大分県 JAPAN ナショナルチーム
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【クラスタ：E1　レースレーティング：B】　68名 2017.10.03

No. 選手ID 選手名 ｶﾅ 登録地 ﾁｰﾑ名

21 1400051 佐藤 耕司 ｻﾄｳ ｺｳｼﾞ 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

46 1500398 津田 悠義 ﾂﾀﾞ ﾕｳｷﾞ 愛知県 EQADS

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

84 0801856 小野 琢万 ｵﾉ ﾀｸﾏ 埼玉県 サイクルフリーダム・レーシング

114 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

119 0500055 藤岡 徹也 ﾌｼﾞｵｶ ﾃﾂﾔ 兵庫県 シルベスト スタッフチーム

120 0800023 和田山 尚史 ﾜﾀﾞﾔﾏ ﾀｶﾌﾐ 大阪府 侵略！！！

141 1301936 野中 秀樹 ﾉﾅｶ ﾋﾃﾞｷ 東京都 セオレーシング

143 1101927 小倉 秀彦 ｵｸﾞﾗ ﾋﾃﾞﾋｺ 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

185 1502466 井上 健志 ｲﾉｳｴ ﾀｹｼ 熊本県 チームGINRIN熊本

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

200 1301674 三浦 正志 ﾐｳﾗ ﾏｻｼ 宮崎県 チームヤーボー

201 1600149 中村 駿佑 ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ 宮崎県 チームヤーボー

202 1000281 内田 晋平 ｳﾁﾀﾞ ｼﾝﾍﾟｲ 宮崎県 チームヤーボー

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

212 0601400 大濱 篤史 ｵｵﾊﾏ ｱﾂｼ 大阪府 チバポンズ

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

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

235 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

237 1500427 松井 敏文 ﾏﾂｲ ﾄｼﾌﾐ 栃木県 なるしまフレンド

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

259 1200307 桂 慶浩 ｶﾂﾗ ﾖｼﾋﾛ 福岡県 Pinazou Test Team

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 

271 1500271 石渡 誠一 ｲｼﾜﾀﾘ ｾｲｲﾁ 神奈川 フィッツ

273 1500217 八幡 光哉 ﾔﾊﾀ ﾐﾂﾔ 東京都 FORCE

275 1400141 長妻 暁 ﾅｶﾞﾂﾏ ｱｷﾗ 神奈川 FORCE

276 1600277 森 拓也 ﾓﾘ ﾀｸﾔ 東京都 FORCE

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

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

319 1401791 本田 峻大 ﾎﾝﾀﾞ ｼｭﾝﾀ 東京都 山口県自転車競技連盟

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

323 1201366 宮地 孝行 ﾐﾔﾁ ﾀｶﾕｷ 大阪府 EURO-WORKS Racing
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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 グランペールサイクリングチーム

341 1201905 渡邊 友一 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓｶｽﾞ 福島県 LinkTOHOKU

350 0800224 川原 建太郎 ｶﾜﾊﾗ ｹﾝﾀﾛｳ 東京都 Ｙ’ｓ Ｒｏａｄ

354 0700657 河合 達朗 ｶﾜｲ ﾀﾂﾛｳ 宮崎県 Ｙ’ｓ Ｒｏａｄ

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

359 1500258 前川 太一 ﾏｴｶﾜ ﾀｲﾁ 千葉県 湾岸サイクリング・ユナイテッド

360 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

361 0500821 山口 史明 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾌﾐｱｷ 千葉県 湾岸サイクリング・ユナイテッド

377 1301690 藤野 竜弥 ﾌｼﾞﾉ ﾀﾂﾔ 愛媛県 松山聖陵高等学校

378 1700086 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

410 1300170 山科 竜一郎 ﾔﾏｼﾅ ﾘｭｳｲﾁﾛｳ 兵庫県 VC AVANZARE

432 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

445 1500775 中村 やすし ﾅｶﾑﾗ ﾔｽｼ 福岡県 VC Fukuoka 

446 1400204 秋田 智和 ｱｷﾀ ﾄﾓｶｽﾞ 福岡県 VC Fukuoka 

449 0901123 菅野 正明 ｶﾝﾉ ﾏｻｱｷ 東京都 LinkTOHOKU

【主催者推薦枠・オープン】　4名 2017.10.03

No. 選手ID 選手名 ｶﾅ 登録地 ﾁｰﾑ名

704 0901156 伊東 泰輝 ｲﾄｳ ﾀｲｷ 大分県 大分県選抜

705 1200804 高橋 優斗 ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾄ 大分県 大分県選抜

706 1200808 高橋 宗一郎 ﾀｶﾊｼ ｿｳｲﾁﾛｳ 大分県 大分県選抜

707 1200807 阿部 将大 ｱﾍﾞ ﾏｻﾋﾛ 大分県 大分県選抜
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【クラスタ：E2　レースレーティング：C】　33名 2017.10.03

No. 選手ID 選手名 ｶﾅ 登録地 ﾁｰﾑ名

501 1700251 羽上田 明彦 ﾊｼﾞｮｳﾀﾞ ｱｷﾋｺ 神奈川 アーティファクトレーシングチーム

502 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

503 1402325 小関 寛 ｺｾｷ ﾋﾛｼ 広島県 eNShare Cycling Team

504 1600679 谷脇 正一 ﾀﾆﾜｷ ﾏｻｶｽﾞ 千葉県 サイクルフリーダム・レーシング

505 1200585 田川 寛明 ﾀｶﾞﾜ ﾋﾛｱｷ 大阪府 CWASPアタリ前田

506 0800487 山下 秀剛 ﾔﾏｼﾀ ﾋﾃﾞﾀｶ 三重県 スポルテック

507 1500211 高橋 叶平 ﾀｶﾊｼ ｷｮｳﾍｲ 広島県 Team UKYO Reve

508 1400862 西崎 太郎 ﾆｼｻﾞｷ ﾀﾛｳ 福岡県 TEAM SKYROCKETS

509 1600071 柳楽 諭 ﾅｷﾞﾗ ｻﾄｼ 広島県 Team Kermis Cross

510 1400292 富永 将宇 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾏｻﾀｶ 広島県 Team Kermis Cross

511 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

513 1601815 松尾 利仁 ﾏﾂｵ ﾄｼﾋﾄ 福岡県 Team Sciroco

514 1600349 伊藤 大輔 ｲﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ 大分県 津末レーシング

516 1201199 三重野 将章 ﾐｴﾉ ﾏｻｱｷ 大分県 津末レーシング

517 1100571 平瀬 遼 ﾋﾗｾ ﾘｮｳ 愛知県 天狗党

519 1502296 若林 孝紀 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾀｶﾉﾘ 広島県 備北

521 1502196 中森 大樹 ﾅｶﾓﾘ ﾀｲｷ 福岡県 VC Fukuoka 

522 9800367 吉川 勝 ﾖｼｶﾜ ﾏｻﾙ 茨城県 フィッツ

523 1600276 香川 宏太 ｶｶﾞﾜ ｺｳﾀ 東京都 フィッツ

524 1500224 後藤 圭史 ｺﾞﾄｳ ｹｲｼﾞ 東京都 FORCE

525 1500347 川上 豪仁 ｶﾜｶﾐ ﾀｹﾋﾄ 福岡県 Ｂｌｕｅ Ｇｒａｓｓ

527 1200566 濱口 浩紀 ﾊﾏｸﾞﾁ ﾋﾛｷ 愛知県 BREZZA-KAMIHAGI

528 1502247 横手 徳広 ﾖｺﾃ ﾄｸﾋﾛ 福岡県 voyAge cycling team

530 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

534 1600456 山崎 博志 ﾔﾏｻﾞｷ ﾋﾛｼ 千葉県 湾岸サイクリング・ユナイテッド

535 0900283 徳永 易丈 ﾄｸﾅｶﾞ ﾔｽﾀｹ 愛媛県 チーム大永山

536 1201903 杉村 敏章 ｽｷﾞﾑﾗ ﾄｼｱｷ 愛媛県 チーム大永山

537 1502584 本田 一樹 ﾎﾝﾀﾞ ｶｽﾞｷ 大分県 津末レーシング

538 1100633 西村 幸大 ﾆｼﾑﾗ ｺｳﾀﾞｲ 愛知県 DENSO RACING

539 1402110 近藤　 尚弥 ｺﾝﾄﾞｳ ﾅｵﾔ 愛知県 DENSO RACING

540 0700311 野口 英智 ﾉｸﾞﾁ ﾋﾃﾞﾄﾓ 福岡県 ＰＡＲＡＢＯＬＡイワイシーガル

541 1700201 満上 亘 ﾐﾂｶﾐ ﾜﾀﾙ 福岡県 VC Fukuoka 

542 1300434 笹木 哲雄 ｻｻｷ ﾃﾂｵ 沖縄県 VC Fukuoka 
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【クラスタ：E3　レースレーティング：D】　45名 2017.10.03

No. 選手ID 選手名 ｶﾅ 登録地 ﾁｰﾑ名

602 1700036 早苗 拓海 ｻﾅｴ ﾀｸﾐ 広島県 エキップ　ティラン

603 1501498 下山 洋平 ｻｶﾞﾔﾏ ﾖｳﾍｲ 広島県 エキップ　ティラン

604 1700538 八木 健太 ﾔｷﾞ ｹﾝﾀ 高知県 サイクルワークスＴＴ

607 JB17047 山崎  徹 ﾔﾏｻﾞｷ ﾄｵﾙ 大阪府 シルベスト スタッフチーム

610 1200439 古東 克敏 ｺﾄｳ ｶﾂﾄｼ 千葉県 セオレーシング

611 1502173 佐藤 憲博 ｻﾄｳ ﾉﾘﾋﾛ 大分県 セレクシオン南九州

612 1701966 中村 典 ﾅｶﾑﾗ ﾂｶｻ 福岡県 セレクシオン南九州

613 1701237 後藤 大輝 ｺﾞﾄｳ ﾀﾞｲｷ 大分県 SAUCE DEVELOPMENT

614 1401665 萬谷 和志 ﾏﾝﾀﾆ ｶｽﾞｼ 岡山県 SAUCE DEVELOPMENT

615 1400271 柿原 和貴 ｶｷﾊﾗ ｶｽﾞｷ 大阪府 soleil de lest

616 1701083 藤田 良平 ﾌｼﾞﾀ ﾘｮｳﾍｲ 大阪府 soleil de lest

617 1400501 蓑田 幸作 ﾐﾉﾀﾞ ｺｳｻｸ 熊本県 チームGINRIN熊本

618 1001823 上手 勇輝 ｶﾐﾃ ﾕｳｷ 広島県 Team Kermis Cross

619 1400290 坂井 誠臣 ｻｶｲ ﾏｻｵﾐ 広島県 Team Kermis Cross

621 1700372 村上 隆弘 ﾑﾗｶﾐ ﾀｶﾋﾛ 大分県 Team Sciroco

622 1402349 濱砂 友輝 ﾊﾏｽﾅ ﾕｳｷ 大分県 Team Sciroco

623 1201696 高橋 勇登 ﾀｶﾊｼ ｲｻﾄ 愛媛県 チーム大永山

624 1702977 大岡 佑誠 ｵｵｵｶ ﾕｳｾｲ 愛媛県 TEAM LUPPI

625 1700456 福永 将太 ﾌｸﾅｶﾞ ｼｮｳﾀ 大分県 津末レーシング

626 1502583 佐藤 弘典 ｻﾄｳ ﾋﾛﾉﾘ 大分県 津末レーシング

627 1700806 神尊 隆治 ｺｳｿ ﾘｭｳｼﾞ 大分県 津末レーシング

628 1700199 深堀 理 ﾌｶﾎﾘ ﾏｻﾙ 福岡県 ＰＡＲＡＢＯＬＡイワイシーガル

629 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

631 1700035 花田 金之介 ﾊﾅﾀﾞ ｷﾝﾉｽｹ 大阪府 備北

632 1000211 馬場 克行 ﾊﾞﾊﾞ ｶﾂﾕｷ 神奈川 HIRAKO.mode

633 1700207 森下 遼太 ﾓﾘｼﾀ ﾘｮｳﾀ 福岡県 VC Fukuoka 

634 1703117 山田 悠斗 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾄ 福岡県 VC Fukuoka 

635 1600765 永田 豪 ﾅｶﾞﾀ ｺﾞｳ 千葉県 Blanche Racing Team

637 1700039 松原 陸 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾘｸ 広島県 voyAge cycling team

638 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

639 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

640 1300490 時繁 佑舞 ﾄｷｼｹﾞ ﾕｳﾏ 山口県 山口県自転車競技連盟

642 1700804 廣田 淳一 ﾋﾛﾀ ｼﾞｭﾝｲﾁ 大分県 ROPPO RACING 

643 1700735 西嶋 康二郎 ﾆｼｼﾞﾏ ｺｳｼﾞﾛｳ 大分県 ROPPO RACING 

644 0700891 六峰 亘 ﾑﾂﾐﾈ ﾜﾀﾙ 大分県 ROPPO RACING 

645 1601921 山下 健一 ﾔﾏｼﾀ ｹﾝｲﾁ 大分県 ROPPO RACING 

646 1400094 小田島 篤 ｵﾀﾞｼﾏ ｱﾂｼ 千葉県 湾岸サイクリング・ユナイテッド

647 1702582 佐藤 竜也 ｻﾄｳ ﾀﾂﾔ 千葉県 湾岸サイクリング・ユナイテッド

648 1703007 西田 光宏 ﾆｼﾀﾞ ﾐﾂﾋﾛ 熊本県 セレクシオン南九州

649 0600646 中嶋 敏郎 ﾅｶｼﾏ ﾄｼﾛｳ 山口県 チームサイクルプラス

650 1700734 畑 洋介 ﾊﾀ ﾖｳｽｹ 大分県 津末レーシング

651 1501416 宮本 賢一 ﾐﾔﾓﾄ ｹﾝｲﾁ 大分県 津末レーシング

652 1700586 甲斐 俊裕 ｶｲ ﾄｼﾋﾛ 大分県 津末レーシング

653 1400198 坂澤 茂樹 ｻｶｻﾞﾜ ｼｹﾞｷ 福岡県 ＰＡＲＡＢＯＬＡイワイシーガル

654 1601620 中村 健二 ﾅｶﾑﾗ ｹﾝｼﾞ 福岡県 ＰＡＲＡＢＯＬＡイワイシーガル
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【クラスタ：F　レースレーティング：F】　16名 2017.10.03

No. 選手ID 選手名 ｶﾅ 登録地 ﾁｰﾑ名

3 1201405 樫木 祥子 ｶｼｷ ｼｮｳｺ 東京都 AVENTURA AIKOH VICTORIA RACING

7 1502773 雑加 啓子 ｻｲｶ ｹｲｺ 千葉県 イナーメ信濃山形-F

58 1500149 島崎 典子 ｼﾏｻﾞｷ ﾉﾘｺ 埼玉県 シャークアイランド

77 1301657 仲村 陽子 ﾅｶﾑﾗ ﾖｳｺ 沖縄県 竹芝サイクルレーシング

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 1602704 久木野 衣美 ｸｷﾉ ｴﾐ 鹿児島 TEAM YOU CAN

104 1100515 前島 律子 ﾏｴｼﾞﾏ ﾘﾂｺ 東京都 チバポンズ

118 1200505 簑原 由加利 ﾐﾉﾊﾗ ﾕｶﾘ 東京都 日本ろう自転車競技協会

138 1600133 近藤 由美 ｺﾝﾄﾞｳ ﾕﾐ 福岡県 VC Fukuoka 

139 1600364 田方 佐矢子 ﾀｶﾀ ｻﾔｺ 長崎県 VC Fukuoka 

143 1600651 関谷 てるみ ｾｷﾔ ﾃﾙﾐ 神奈川 フィッツ

149 1502784 野口 佳子 ﾉｸﾞﾁ ｹｲｺ 東京都 FORCE

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

183 0900635 合田 祐美子 ｺﾞｳﾀﾞ ﾕﾐｺ 岡山県 BH BIORACER
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