第２回 JBCF しゅうなんクリテリウム
【クラスタ：E1 レースレーティング：B 】 55名
No. 選手ID
選手名
ｶﾅ

2017.10.16
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

41

0800652 辻 邦浩

ﾂｼﾞ ｸﾆﾋﾛ

京都府 VC VELOCE

42

1500068 小原 洋未

ｵﾊﾗ ﾋﾛﾐ

兵庫県 VC VELOCE

56

1600101 山根 真吾

ﾔﾏﾈ ｼﾝｺﾞ

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

65

1100420 小山 雄司

ｺﾔﾏ ﾕｳｼﾞ

長野県 快レーシング

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

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

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

107

0300357 一色 寛之

ｲｯｼｷ ﾋﾛﾕｷ

京都府 CIERVO NARA ELITE

142

9901846 大倉 健一

ｵｵｸﾗ ｹﾝｲﾁ

東京都 セオレーシング

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

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

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

224

0000251 佐々木 健

ｻｻｷ ﾀｹｼ

愛知県 天狗党

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

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

237

1500427 松井 敏文

ﾏﾂｲ ﾄｼﾌﾐ

栃木県 なるしまフレンド

256

0400052 前川 元

ﾏｴｶﾜ ﾊｼﾞﾑ

兵庫県 BC.ANELLO

259

1200307 桂 慶浩

ｶﾂﾗ ﾖｼﾋﾛ

福岡県 Pinazou Test Team

268

1201348 江川 哲治

ｴｶﾞﾜ ﾃﾂｼﾞ

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

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

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

318

0001174 酒井 孝典

ｻｶｲ ｺｳｽｹ

大阪府 八ヶ岳 CYCLING CLUB

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

325

1001922 森 俊夫

ﾓﾘ ﾄｼｵ

奈良県 EURO-WORKS Racing
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345

1001247 大村 英哉

ｵｵﾑﾗ ﾌｻﾔ

熊本県 Road Racing Team PURPLE MONKEY

350

0800224 川原 建太郎

ｶﾜﾊﾗ ｹﾝﾀﾛｳ

東京都 Ｙ’ｓ Ｒｏａｄ

379

0001623 坂本 恵一

ｻｶﾓﾄ ｹｲｲﾁ

大阪府 BC.ANELLO

398

1602190 竹内 成

ﾀｹｳﾁ ﾅﾙ

香川県 ボンシャンス

445

1500775 中村 やすし

ﾅｶﾑﾗ ﾔｽｼ

福岡県 VC Fukuoka

447

1502455 田中 隆太

ﾀﾅｶ ﾘｭｳﾀ

広島県 voyAge cycling team

471

1101262 大堀 雅行

ｵｵﾎﾘ ﾏｻﾕｷ

熊本県 Road Racing Team PURPLE MONKEY
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第２回 JBCF しゅうなんクリテリウム
【クラスタ：E2 レースレーティング：C 】 40名
No. 選手ID
選手名
ｶﾅ

2017.10.16
登録地

ﾁｰﾑ名

501

1001239 大坪 優介

ｵｵﾂﾎﾞ ﾕｳｽｹ

北海道 NSR

502

1602598 玉田 旭

ﾀﾏﾀﾞ ｱｷﾗ

東京都 CWASPアタリ前田

503

1500414 谷口 勝

ﾀﾆｸﾞﾁ ｼｮｳ

大阪府 CWASPアタリ前田

504

1200585 田川 寛明

ﾀｶﾞﾜ ﾋﾛｱｷ

大阪府 CWASPアタリ前田

505

1400043 戸梶 創

ﾄｶｼﾞ ﾊｼﾞﾒ

大阪府 CWASPアタリ前田

506

1200035 三上 勇輝

ﾐｶﾐ ﾕｳｷ

大阪府 SAUCE DEVELOPMENT

507

0500433 加藤 俊介

ｶﾄｳ ｼｭﾝｽｹ

香川県 Tyrell Kagawa Racing

508

1500211 高橋 叶平

ﾀｶﾊｼ ｷｮｳﾍｲ

広島県 Team UKYO Reve

509

0500076 伊勢 洋人

ｲｾ ﾋﾛﾄ

大阪府 チーム

512

1600071 柳楽 諭

ﾅｷﾞﾗ ｻﾄｼ

広島県 Team Kermis Cross

513

1600075 坂川 達行

ｻｶｶﾞﾜ ﾀﾂﾕｷ

広島県 Team Kermis Cross

514

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

516

1201903 杉村 敏章

ｽｷﾞﾑﾗ ﾄｼｱｷ

愛媛県 チーム大永山

518

1101235 森 智大

ﾓﾘ ﾄﾓﾋﾛ

徳島県 徳島サイクルレーシング

519

1600019 久保田 航太

ｸﾎﾞﾀ ｺｳﾀ

大阪府 TRAILBLAZER

520

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

521

1501960 村井 寛

ﾑﾗｲ ﾋﾛｼ

大阪府 パナソニックレーシング

523

1700201 満上 亘

ﾐﾂｶﾐ ﾜﾀﾙ

福岡県 VC Fukuoka

524

1500347 川上 豪仁

ｶﾜｶﾐ ﾀｹﾋﾄ

福岡県 Ｂｌｕｅ Ｇｒａｓｓ

525

1502247 横手 徳広

ﾖｺﾃ ﾄｸﾋﾛ

福岡県 voyAge cycling team

529

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

530

1400244 福野 純一

ﾌｸﾉ ｼﾞｭﾝｲﾁ

栃木県 ﾘﾍﾞﾙﾀｽTOCHIGI BICYCLE CLUB

531

1600695 喜多 義昭

ｷﾀ ﾖｼｱｷ

石川県 ケッヘルブイシースプートニク

532

1100282 前田 真吾

ﾏｴﾀﾞ ｼﾝｺﾞ

大阪府 ZAS

533

0500685 清水 一弘

ｼﾐｽﾞ ｶｽﾞﾋﾛ

富山県 Team SHIDO

534

0101035 三田 雅之

ﾐﾀ ﾏｻﾕｷ

大阪府 TEAM☆ルパン・ttm

535

0000382 三村 尚

ﾐﾑﾗ ﾀｶｼ

岡山県 ﾁｰﾑ 岡山

536

0600094 溝原 誠

ﾐｿﾞﾊﾗ ﾏｺﾄ

岡山県 ﾁｰﾑ 岡山

537

1400292 富永 将宇

ﾄﾐﾅｶﾞ ﾏｻﾀｶ

広島県 Team Kermis Cross

538

1201199 三重野 将章

ﾐｴﾉ ﾏｻｱｷ

大分県 津末レーシング

539

1700635 森 聖吾

ﾓﾘ ｾｲｺﾞ

徳島県 徳島サイクルレーシング

540

9702438 宮本 泰典

ﾐﾔﾓﾄ ﾔｽﾉﾘ

徳島県 徳島サイクルレーシング

541

1100552 片山 紳

ｶﾀﾔﾏ ｼﾝﾔ

徳島県 徳島サイクルレーシング

542

1602205 鈴木 大

ｽｽﾞｷ ﾀﾞｲ

広島県 なるしまフレンド

543

1502296 若林 孝紀

ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾀｶﾉﾘ

広島県 備北

544

0800054 湧川 将樹

ﾜｸｶﾞﾜ ﾏｻｷ

山口県 Ｂｌｕｅ Ｇｒａｓｓ

545

1700043 藤田 宏平

ﾌｼﾞﾀ ｺｳﾍｲ

広島県 voyAge cycling team

547

1700207 森下 遼太

ﾓﾘｼﾀ ﾘｮｳﾀ

福岡県 VC Fukuoka

548

1700036 早苗 拓海

ｻﾅｴ ﾀｸﾐ

広島県 エキップ

549

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
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Racing

ティラン

第２回 JBCF しゅうなんクリテリウム
【クラスタ：E3 レースレーティング：D 】 51名
No. 選手ID
選手名
ｶﾅ

2017.10.16
登録地

ﾁｰﾑ名

603

1700412 廣政 哲治

ﾋﾛﾏｻ ﾃﾂｼﾞ

神奈川 ＶＩＶＡ☆ＺＡＰＰＥＩ極

605

1703353 植田 恒平

ｳｴﾀﾞ ｺｳﾍｲ

兵庫県 ウオズミサイクルレーシング

608

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

609

1101767 小林 研太

ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝﾀ

北海道 NSR

611

1402287 井上 陽二郎

ｲﾉｳｴ ﾖｳｼﾞﾛｳ

東京都 GYOTOKU TEAM OF RACING

612

1700538 八木 健太

ﾔｷﾞ ｹﾝﾀ

高知県 サイクルワークスＴＴ

613

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

614

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

618

1200439 古東 克敏

ｺﾄｳ ｶﾂﾄｼ

千葉県 セオレーシング

619

1701966 中村 典

ﾅｶﾑﾗ ﾂｶｻ

福岡県 セレクシオン南九州

621

1502667 藤原 慶之

ﾌｼﾞﾊﾗ ﾖｼﾕｷ

京都府 SAUCE DEVELOPMENT

623

1700001 村岡 耕吉

ﾑﾗｵｶ ｺｳｷﾁ

広島県 Team UKYO Reve

625

1300385 古川 哲也

ﾌﾙｶﾜ ﾃﾂﾔ

大阪府 チーム

626

1602048 西岡 靖記

ﾆｼｵｶ ﾔｽｷ

広島県 Team Kermis Cross

627

1500484 小口 瞳史

ｵｸﾞﾁ ﾋﾄｼ

北海道 Team Kermis Cross

628

1601009 松岡 陽平

ﾏﾂｵｶ ﾖｳﾍｲ

岡山県 チーム・ケンズ

631

1000248 佐崎 拓郎

ｻｻﾞｷ ﾀｸﾛｳ

愛媛県 チーム大永山

632

1702977 大岡 佑誠

ｵｵｵｶ ﾕｳｾｲ

愛媛県 TEAM LUPPI

633

1703002 正岡 紀吏

ﾏｻｵｶ ｷﾘ

愛媛県 TEAM LUPPI

634

1700578 一丸 裕介

ｲﾁﾏﾙ ﾕｳｽｹ

徳島県 徳島サイクルレーシング

635

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

636

1301676 上羽 拓郎

ｳｴﾊﾞ ﾀｸﾛｳ

兵庫県 TRAILBLAZER

638

1000211 馬場 克行

ﾊﾞﾊﾞ ｶﾂﾕｷ

神奈川 HIRAKO.mode

641

1600764 大澤 勇

ｵｵｻﾜ ｲｻﾑ

千葉県 Blanche Racing Team

642

1600765 永田 豪

ﾅｶﾞﾀ ｺﾞｳ

千葉県 Blanche Racing Team

643

1700039 松原 陸

ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾘｸ

広島県 voyAge cycling team

644

1700368 高田 玲

ﾀｶﾀ ﾚｲ

岡山県 ボンシャンス

646

1700546 中田 辰朗

ﾅｶﾀ ﾀﾂﾛｳ

山口県 山口県自転車競技連盟

647

1700388 平井 貴志

ﾋﾗｲ ﾀｶｼ

山口県 山口県自転車競技連盟

648

1300523 植田 良

ｳｴﾀ ﾘｮｳ

徳島県 UNIVERS

650

1600153 山名 拳太郎

ﾔﾏﾅ ｹﾝﾀﾛｳ

和歌山 LALPE KF RACING

651

1701092 間所 洋

ﾏﾄﾞｺﾛ ﾋﾛｼ

広島県 Aki Rising Bicycle team

652

1700685 菅村 篤

ｽｶﾞﾑﾗ ｱﾂｼ

広島県 Aki Rising Bicycle team

653

1702115 坂上 統

ｻｶｶﾞﾐ ｱﾂﾑ

兵庫県 ウオズミサイクルレーシング

654

1300631 岩本 真樹

ｲﾜﾓﾄ ﾏｻｷ

島根県 eNShare Cycling Team

655

0400883 香川 祐太

ｶｶﾞﾜ ﾕｳﾀ

広島県 eNShare Cycling Team

656

1600433 田中 滉介

ﾀﾅｶ ｺｳｽｹ

広島県 SAUCE DEVELOPMENT

657

0000121 三谷 均

ﾐﾀﾆ ﾋﾄｼ

山口県 Tyrell Kagawa Racing

658

1201661 梶谷 明直

ｶｼﾞﾀﾆ ｱｷﾅｵ

岡山県 ﾁｰﾑ 岡山

659

1600345 重本 明彦

ｼｹﾞﾓﾄ ｱｷﾋｺ

山口県 Team Kermis Cross

660

1001823 上手 勇輝

ｶﾐﾃ ﾕｳｷ

広島県 Team Kermis Cross

661

1700048 村上 智昭

ﾑﾗｶﾐ ﾄﾓｱｷ

広島県 Team Kermis Cross

662

9702947 坂村 陽平

ｻｶﾑﾗ ﾖｳﾍｲ

広島県 Team Kermis Cross

663

0900954 田内 康裕

ﾀｳﾁ ﾔｽﾋﾛ

愛媛県 チーム大永山

664

1502717 大川 和哉

ｵｵｶﾜ ｶｽﾞﾔ

東京都 パラティアムTOKYO

665

1502722 山本 康雄

ﾔﾏﾓﾄ ﾔｽｵ

神奈川 パラティアムTOKYO

666

1601945 福島 寛史

ﾌｸｼﾏ ﾋﾛｼ

岡山県 パラティアムTOKYO

667

1700044 野村 和弘

ﾉﾑﾗ ｶｽﾞﾋﾛ

広島県 備北
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668

1700861 橋本 健太

ﾊｼﾓﾄ ｹﾝﾀ

広島県 備北

669

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

670

1702976 中森 雅人

ﾅｶﾓﾘ ﾏｻﾄ

奈良県 EURO-WORKS Racing
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第２回 JBCF しゅうなんクリテリウム
【クラスタ：F レースレーティング：F 】 4名
No. 選手ID
選手名

2017.10.16
ｶﾅ

登録地

ﾁｰﾑ名

93

1700003 明本 舞帆

ｱｹﾓﾄ ﾏﾎ

広島県 Team Kermis Cross

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

162

1301359 棟近 陽子

ﾑﾈﾁｶ ﾖｳｺ

奈良県 EURO-WORKS Racing
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