
【クラスタ︓E3決勝１組】　94名　スタート時間　11:00 2018.06.05
No. ID 選手名 ｶﾅ 登録地 ﾁｰﾑ名
501 1100198 岩崎 基規 ｲﾜｻｷ ﾓﾄﾉﾘ 埼玉県 ACQUA TAMA
503 1800788 根津 寛人 ﾈﾂﾞ ﾋﾛﾋﾄ 東京都 A-Pad CYCLING TEAM
505 1700598 鎌田 真輝 ｶﾏﾀ ﾏｻﾊﾙ 東京都 アーティファクトレーシングチーム
507 1700561 石下 翔太 ｲｼｹﾞ ｼｮｳﾀ 栃木県 ブラウ・ブリッツェン
509 1800308 鈴木 道也 ｽｽﾞｷ ﾐﾁﾔ 栃木県 ブラウ・ブリッツェン
511 1600414 新沼 颯 ﾆｲﾇﾏ ﾊﾔﾃ 栃木県 ブラウ・ブリッツェン
513 1800254 野口 佑介 ﾉｸﾞﾁ ﾕｳｽｹ 茨城県 ブラウ・ブリッツェン
515 1800055 増田 壮真 ﾏｽﾀﾞ ｿｳﾏ 茨城県 ブラウ・ブリッツェン
518 1700558 山崎 一吹 ﾔﾏｻﾞｷ ｲﾌﾞｷ 栃木県 ブラウ・ブリッツェン
520 1703537 Richardson Jason ﾘﾁｬｰﾄﾞｿﾝ ｼﾞｪｲｿﾝ 栃木県 ブラウ・ブリッツェン
522 1600641 武野  泰明 ﾀｹﾉ ﾔｽｱｷ 神奈川 Team BFY Racing
524 1600309 小暮 智和 ｺｸﾞﾚ ﾄﾓｶｽﾞ 茨城県 ＷＥ ＬＯＶＥ Ｏ２
526 1400147 廣勢 翔太 ﾋﾛｾ ｼｮｳﾀ 愛媛県 Blanche Racing Team
528 1500422 江口 成臣 ｴｸﾞﾁ ﾅﾙｵﾐ 栃木県 BREZZA-KAMIHAGI
530 1700697 ⾦井 優 ｶﾅｲ ﾕｳ 千葉県 サイクルフリーダム・レーシング
532 1800330 宮本 一輝 ﾐﾔﾓﾄ ｶｽﾞｷ 千葉県 サイクルフリーダム・レーシング
534 1500222 ⻫藤 茂 ｻｲﾄｳ ｼｹﾞﾙ 東京都 コムリン 
536 1000642 小林 泰正 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｲｾｲ JPCA CS Slinger
538 9702003 岸本 伊織 ｷｼﾓﾄ ｲｵﾘ 愛知県 ロードレース男子部
540 1500511 北浦 暁 ｷﾀｳﾗ ｱｷﾗ 宮城県 エルドラード・エスペランサ
544 1502785 渡辺 耶斗 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾔﾄ 東京都 Ｔｅａｍ ＦＩＴＴＥ
547 1502774 四家 弘貴 ｼｹ ﾋﾛｷ 茨城県 FLECHA
549 1600380 入江 達也 ｲﾘｴ ﾀﾂﾔ 栃木県 FM730
551 1700553 清水 晃生 ｼﾐｽﾞ ｱｷｵ 栃木県 FM730
553 1101796 ⻑島 好教 ﾅｶﾞｼﾏ ﾖｼﾉﾘ 栃木県 FM730
555 0701623 福田 真也 ﾌｸﾀﾞ ｼﾝﾔ 栃木県 FM730
558 0600028 大場 聖司 ｵｵﾊﾞ ｾｲｼﾞ 静岡県 フィッツ
560 1800397 栗原 佑弥 ｸﾘﾊﾗ ﾕｳﾔ 埼玉県 グランディヴェルレーシングチーム
562 1500305 下道 隆二 ｼﾀﾐﾁ ﾘｭｳｼﾞ 千葉県 グランディヴェルレーシングチーム
564 0300042 島崎 晃一 ｼﾏｻﾞｷ ｺｳｲﾁ 東京都 ⽇野⾃動⾞レーシングチーム
566 1800382 鵜飼 洋平 ｳｶｲ ﾖｳﾍｲ 栃木県 Honda 栃木 JET
568 1800361 田代 丈幸 ﾀｼﾛ ﾋﾛﾕｷ 栃木県 Honda 栃木 JET
570 1600485 皆川 大希 ﾐﾅｶﾞﾜ ﾀｲｷ 千葉県 Honda 栃木 JET
572 1700531 影山 翔生 ｶｹﾞﾔﾏ ｼｮｳｲ 栃木県 じてんしゃの杜
574 0100056 三本木 昭仁 ｻﾝﾎﾞﾝｷﾞ ｱｷﾋﾄ 福島県 郡山サイクルフレンズ
576 1800390 石橋 諒大 ｲｼﾊﾞｼ ﾘｮｳﾀ 千葉県 サンクスサイクルラボ
578 1800424 加瀬 泰介 ｶｾ ﾀｲｽｹ 東京都 サンクスサイクルラボ
580 9800130 鈴木 良則 ｽｽﾞｷ ﾖｼﾉﾘ 東京都 サンクスサイクルラボ
582 1801370 町田 光司 ﾏﾁﾀﾞ ｺｳｼﾞ 東京都 サンクスサイクルラボ
584 1100486 本図 範夫 ﾓﾄｽﾞ ﾉﾘｵ 千葉県 オッティモ・JMSDF下総
586 1702881 中澤 賢太朗 ﾅｶｻﾞﾜ ｹﾝﾀﾛｳ 石川県 TEAM MODENA
588 0900610 岩下 直貴 ｲﾜｼﾀ ﾅｵｷ ⻑野県 イナーメ信濃山形-EFT
590 1703267 櫻澤 元彬 ｻｸﾗｻﾞﾜ ﾓﾄｱｷ 栃木県 イナーメ信濃山形-EFT
592 1800323 福田 賢一郎 ﾌｸﾀﾞ ｹﾝｲﾁﾛｳ ⻑野県 イナーメ信濃山形-EFT
594 1702381 吉岡 拓哉 ﾖｼｵｶ ﾀｸﾔ ⻑野県 イナーメ信濃山形-EFT
596 1300575 丹⽻ 海渡 ﾆﾜ ｶｲﾄ 神奈川 HIRAKO.mode
598 1602639 田中 秀俊 ﾀﾅｶ ﾋﾃﾞﾄｼ 神奈川 NAK Racing
602 1800164 川嶌  和明 ｶﾜｼﾏ ｶｽﾞｱｷ 埼玉県 ナマズ プラス トチギ
604 1800113 田中  昇 ﾀﾅｶ ﾉﾎﾞﾙ 栃木県 ナマズ プラス トチギ
606 1700646 加藤 悠貴 ｶﾄｳ ﾕｳｷ 茨城県 オンザロード
608 1001625 小野 太 ｵﾉ ﾌﾄｼ 栃木県 OYAMA STARPLEX
610 1502717 大川 和哉 ｵｵｶﾜ ｶｽﾞﾔ 東京都 パラティアムTOKYO
612 1801918 山田 浩文 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛﾌﾐ 東京都 パラティアムTOKYO
614 0301143 安岡 勇 ﾔｽｵｶ ｲｻﾑ 東京都 Piacere YAMA Racing
618 1800065 宮本 浩志 ﾐﾔﾓﾄ ﾋﾛｼ 東京都 Rapha Cycling Club
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621 0300337 市橋 徹也 ｲﾁﾊｼ ﾃﾂﾔ 東京都 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ
623 1600255 稲葉 翔太 ｲﾅﾊﾞ ｼｮｳﾀ 東京都 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ
627 1702904 佐々木 生織 ｻｻｷ ｲｵﾘ 東京都 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ
629 1800702 佐藤 史明 ｻﾄｳ ﾌﾐｱｷ 埼玉県 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ
631 1700706 冨岡 健人 ﾄﾐｵｶ ｹﾝﾄ 東京都 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ
633 0001649 福士 達朗 ﾌｸｼ ﾀﾂﾛｳ 東京都 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ
635 1801013 榊原 航太 ｻｶｷﾊﾞﾗ ｺｳﾀ 神奈川 Racing CUBE
637 1600392 海⽼原 一久 ｴﾋﾞﾊﾗ ｶｽﾞﾋｻ 栃木県 RIDE Freaks
639 1800464 小島 友一 ｵｼﾞﾏ ﾄﾓｶｽﾞ 栃木県 RIDE Freaks
641 0900273 中山 恭介 ﾅｶﾔﾏ ｷｮｳｽｹ 神奈川 HAMMER!!BROS
643 0300020 浜島 章浩 ﾊﾏｼﾏ ｱｷﾋﾛ 埼玉県 彩北ツブラーゼ
645 1600397 宮森 隆幸 ﾐﾔﾓﾘ ﾀｶﾕｷ 栃木県 彩北ツブラーゼ
647 1300545 齋藤 徳聡 ｻｲﾄｳ ﾉﾘｱｷ 群馬県 ＳＵＢＡＲＵ Cycling Team
649 1702514 中澤 佳邦 ﾅｶｻﾞﾜ ﾖｼｸﾆ 栃木県 ＳＵＢＡＲＵ Cycling Team
651 1800027 三角 泰史 ﾐｽﾐ ﾔｽﾉﾌﾞ 埼玉県 サイタマサイクルプロジェクト
653 1800396 坂本 裕輔 ｻｶﾓﾄ ﾕｳｽｹ 埼玉県 シャークアイランド
655 1300495 積田 連 ﾂﾐﾀ ﾚﾝ 福島県 SNEL
657 0800041 大石 圭介 ｵｵｲｼ ｹｲｽｹ 静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ
659 1400174 石川 靖洋 ｲｼｶﾜ ﾔｽﾋﾛ 神奈川 チーム・ウォークライド
661 1400713 梶原 康平 ｶｼﾞﾜﾗ ｺｳﾍｲ 千葉県 DEVOTION BIKES
663 1500280 安江 拓馬 ﾔｽｴ ﾀｸﾏ 神奈川 Team ARI
665 9700528 横田 正美 ﾖｺﾀ ﾏｻﾐ 栃木県 ﾘﾍﾞﾙﾀｽTOCHIGI BICYCLE CLUB
667 1700693 藤瀬 賢樹 ﾌｼﾞｾ ｹﾝｼﾞｭ 千葉県 Team ⾃転⾞処 風輪
669 1800293 山田 詞結 ﾔﾏﾀﾞ ｼﾕｳ 千葉県 Team ⾃転⾞処 風輪
671 1001835 関口 美⾏ ｾｷｸﾞﾁ ﾖｼﾕｷ 東京都 たかだフレンドレーシング
673 1101583 ⾦井 光春 ｶﾅｲ ﾐﾂﾊﾙ 東京都 Ｙʼｓ Ｒｏａｄ
676 1800748 増田 佑哉 ﾏｽﾀﾞ ﾕｳﾔ 埼玉県 Ｙʼｓ Ｒｏａｄ
678 1200411 酒井 宏幸 ｻｶｲ ﾋﾛﾕｷ 群馬県 TRC PANAMAREDS
682 1301676 上⽻ 拓郎 ｳｴﾊﾞ ﾀｸﾛｳ 大阪府 TRAILBLAZER
684 1800717 佐藤 広太 ｻﾄｳ ｺｳﾀ 山形県 クラブ二輪倶
686 1702902 江角 駿 ｴｽﾐ ｼｭﾝ 東京都 VENTOS FRECCIA
688 1801158 ⻄岡 ⻯之介 ﾆｼｵｶ ﾘｭｳﾉｽｹ 東京都 VENTOS FRECCIA
690 1501724 佐藤 壽晃 ｻﾄｳ ﾄｼｱｷ 茨城県 Unity
694 1800895 ⻤塚 裕之 ｷﾂﾞｶ ﾋﾛﾕｷ 埼玉県 Team VSE Racing 
696 1800890 ⻑ 輝政 ﾁｮｳ ﾃﾙﾏｻ 東京都 Team VSE Racing 
698 1602355 中道 将太 ﾅｶﾐﾁ ｼｮｳﾀ 東京都 Team VSE Racing 
700 1702900 松永 伸一 ﾏﾂﾅｶﾞ ｼﾝｲﾁ 千葉県 湾岸サイクリング・ユナイテッド
702 1602062 中村 元紀 ﾅｶﾑﾗ ﾓﾄｷ 神奈川 横浜⾼校⾃転⾞競技部
704 1700588 田島 誠 ﾀｼﾞﾏ ﾏｺﾄ 東京都 あらかわZoo Racing
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【クラスタ︓E3決勝2組】　94名　スタート時間　11:45 2018.06.05
No. ID 選手名 ｶﾅ 登録地 ﾁｰﾑ名
502 1800595 竹内 鷹弥 ﾀｹｳﾁ ﾀｶﾔ 東京都 A-Pad CYCLING TEAM
504 1800452 舟山  祥弘 ﾌﾅﾔﾏ ﾖｼﾋﾛ 東京都 A-Pad CYCLING TEAM
506 1402282 飯田 悠人 ｲｲﾀﾞ ﾕｳﾄ 栃木県 ブラウ・ブリッツェン
508 1800244 菅野 蒼羅 ｽｹﾞﾉ ｱｲﾗ 福島県 ブラウ・ブリッツェン
510 1800125 ⻑島 慧明 ﾅｶﾞｼﾏ ｻﾄｱｷ 栃木県 ブラウ・ブリッツェン
512 1703207 沼田 航輝 ﾇﾏﾀ ｺｳｷ 栃木県 ブラウ・ブリッツェン
514 1800234 福田 龍生 ﾌｸﾀﾞ ﾘｭｳ 栃木県 ブラウ・ブリッツェン
517 1700564 茂木 大飛 ﾓﾃｷﾞ ﾋﾛﾄ 栃木県 ブラウ・ブリッツェン
519 1800497 吉田 優斗 ﾖｼﾀﾞ ﾕｳﾄ 岩手県 ブラウ・ブリッツェン
521 1600280 梅津 亮 ｳﾒﾂ ﾘｮｳ 東京都 BICI CERCATORE
523 1800428 藤島 悠平 ﾌｼﾞｼﾏ ﾕｳﾍｲ 神奈川 ボンシャンス
525 1600310 ⻄井上 優作 ﾆｼｲｶﾞﾐ ﾕｳｻｸ 茨城県 ＷＥ ＬＯＶＥ Ｏ２
527 1501749 渡辺 智則 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓﾉﾘ 千葉県 Blanche Racing Team
529 1600252 丸山 英之 ﾏﾙﾔﾏ ﾋﾃﾞﾕｷ 東京都 BREZZA-KAMIHAGI
531 1700430 武田 博司 ﾀｹﾀﾞ ﾋﾛｼ 千葉県 サイクルフリーダム・レーシング
533 1600682 渡辺 凪 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅｷﾞ 千葉県 サイクルフリーダム・レーシング
535 1602219 池田 翔平 ｲｹﾀﾞ ｼｮｳﾍｲ 千葉県 Champion System Japan Test Team
537 1600256 田中 大介 ﾀﾅｶ ﾀﾞｲｽｹ 東京都 Team CUORE
539 1001775 宮田 和幸 ﾐﾔﾀ ｶｽﾞﾕｷ 栃木県 エルニーニョ・ケンポク
542 1500117 小澤 隆⾏ ｵｻﾞﾜ ﾀｶﾕｷ 埼玉県 EXTENDED VAX SAYAMA
545 1601630 秋田 圭佑 ｱｷﾀ ｹｲｽｹ 茨城県 FLECHA
548 1100520 GILBERT Samuel ｷﾞﾙﾊﾞｰﾄ ｻﾐｭｴﾙ 東京都 FAST LANE Racing
550 1700545 大岩 充 ｵｵｲﾜ ﾐﾂﾙ 栃木県 FM730
552 1702029 五⽉⼥ 智史 ｿｳﾄﾒ ｻﾄｼ 栃木県 FM730
554 1702060 中村 渉 ﾅｶﾑﾗ ｼｮｳ 栃木県 FM730
557 1800097 玉仙 健一 ｷﾞｮｸｾﾝ ｹﾝｲﾁ 神奈川 FORCE
559 1800418 ⾦⾕ 崇系 ｶﾅﾀﾆ ﾀｶﾂｸﾞ 東京都 グランディヴェルレーシングチーム
561 1702848 小泉 亮太 ｺｲｽﾞﾐ ﾘｮｳﾀ 東京都 グランディヴェルレーシングチーム
563 1402287 井上 陽二郎 ｲﾉｳｴ ﾖｳｼﾞﾛｳ 東京都 GYOTOKU TEAM OF RACING
565 1800370 阿部 昂平 ｱﾍﾞ ｺｳﾍｲ 栃木県 Honda 栃木 JET
567 1800383 ⿊川 学 ｸﾛｶﾜ ﾏﾅﾌﾞ 栃木県 Honda 栃木 JET
569 1800282 三橋 隼人 ﾐﾂﾊｼ ﾊﾔﾄ 栃木県 Honda 栃木 JET
571 1500203 笹川 亮介 ｻｻｶﾞﾜ ﾘｮｳｽｹ 東京都 航空電子⾃転⾞競技部
573 1800661 遠藤 裕太 ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾀ 福島県 郡山サイクルフレンズ
575 1100545 ⾕ 直亮 ﾀﾆ ﾅｵｽｹ 福島県 郡山サイクルフレンズ
577 1800059 上野 武義 ｳｴﾉ ﾀｹﾖｼ 東京都 サンクスサイクルラボ
579 1800303 郷間 大輔 ｺﾞｳﾏ ﾀﾞｲｽｹ 東京都 サンクスサイクルラボ
581 1800117 仲  ⺠善 ﾅｶ ﾀﾐﾖｼ 東京都 サンクスサイクルラボ
583 0700326 小林 孝幸 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶﾕｷ 東京都 チームリマサンズ
585 1701575 永塩 幸之介 ﾅｶﾞｼｵ ｺｳﾉｽｹ 群馬県 前橋育英⾼等学校
587 1400004 石川 勇人 ｲｼｶﾜ ﾊﾔﾄ 静岡県 イナーメ信濃山形-EFT
589 1501182 北村 ⻁之介 ｷﾀﾑﾗ ﾄﾗﾉｽｹ 神奈川 イナーメ信濃山形-EFT
591 1703401 中島 直哉 ﾅｶｼﾞﾏ ﾅｵﾔ 群馬県 イナーメ信濃山形-EFT
593 1800210 松尾 遊 ﾏﾂｵ ﾕｳ 東京都 イナーメ信濃山形-EFT
595 1800084 荒井 大輔 ｱﾗｲ ﾀﾞｲｽｹ 神奈川 HIRAKO.mode
597 1800219 広⾕ 悠貴 ﾋﾛﾀﾆ ﾕｳｷ 神奈川 HIRAKO.mode
601 1200734 ⼾祭 裕介 ﾄﾏﾂﾘ ﾕｳｽｹ 東京都 なるしまフレンド
603 1800357 小口  翔大 ｺｸﾞﾁ ｼｮｳﾀ 栃木県 ナマズ プラス トチギ
605 1602035 今村 雄基 ｲﾏﾑﾗ ﾕｳｷ 茨城県 オンザロード
607 1602535 堀越 耕平 ﾎﾘｺｼ ｺｳﾍｲ 茨城県 オンザロード
609 0200061 飯塚 航 ｲｲﾂﾞｶ ﾜﾀﾙ 東京都 パラティアムTOKYO
611 1800404 島崎 稔史 ｼﾏｻｷ ﾄｼﾌﾐ 東京都 パラティアムTOKYO
613 1502542 重盛 克彦 ｼｹﾞﾓﾘ ｶﾂﾋｺ 島根県 Piacere YAMA Racing
617 1800087 三宅 勇輝 ﾐﾔｹ ﾕｳｷ 東京都 Rapha Cycling Club
619 1800118 森本 博樹 ﾓﾘﾓﾄ ﾋﾛｷ 東京都 Rapha Cycling Club
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622 1800738 稲葉 啓汰 ｲﾅﾊﾞ ｹｲﾀ 東京都 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ
624 1800052 川口 楓翔 ｶﾜｸﾞﾁ ｶｲﾄ 東京都 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ
628 1500229 佐藤 浩大 ｻﾄｳ ｺｳﾀ 東京都 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ
630 1500678 田中 英祐 ﾀﾅｶ ｴｲｽｹ 東京都 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ
632 1502781 ⼾村 正純 ﾄﾑﾗ ﾏｻｽﾞﾐ 東京都 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ
634 1600749 茂呂 佳名人 ﾓﾛ ｶﾅﾄ 東京都 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ
636 9702882 吉池 司 ﾖｼｲｹ ﾂｶｻ 神奈川 Racing CUBE
638 1201659 大塚 慎一 ｵｵﾂｶ ｼﾝｲﾁ 茨城県 RIDE Freaks
640 1800463 堀越 達也 ﾎﾘｺｼ ﾀﾂﾔ 栃木県 RIDE Freaks
642 1602630 石塚 優太 ｲｼﾂﾞｶ ﾕｳﾀ 埼玉県 彩北ツブラーゼ
644 1800398 細⾕ 誠 ﾎｿﾔ ﾏｺﾄ 埼玉県 彩北ツブラーゼ
646 1800163 若⽉ 隆真 ﾜｶﾂｷ ﾀｸﾏ 埼玉県 彩北ツブラーゼ
648 1500664 田邊 純也 ﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｭﾝﾔ 群馬県 ＳＵＢＡＲＵ Cycling Team
650 1000414 加藤 翔太 ｶﾄｳ ｼｮｳﾀ 埼玉県 SQUADRA CORSE cicli HIDE
652 1700490 齋藤 和正 ｻｲﾄｳ ｶｽﾞﾏｻ 埼玉県 シャークアイランド
654 1500121 和田 健二 ﾜﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 埼玉県 シャークアイランド
656 1800409 石田 豊 ｲｼﾀﾞ ﾕﾀｶ 栃木県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ
658 0801836 三上 恵仁 ﾐｶﾐ ﾔｽﾋﾄ 栃木県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ
660 1800593 國本 幸太 ｸﾆﾓﾄ ｺｳﾀ 東京都 チーム・ウォークライド
662 1800797 平野 広太 ﾋﾗﾉ ｺｳﾀ 茨城県 DEVOTION BIKES
664 1700993 宇賀持 凌 ｳｶﾞﾓﾁ ﾘｮｳ 栃木県 ﾘﾍﾞﾙﾀｽTOCHIGI BICYCLE CLUB
666 1502430 岡野 輝 ｵｶﾉ ｱｷﾗ 千葉県 TEAM GIRO 360
668 1700702 峯岸 祐太 ﾐﾈｷﾞｼ ﾕｳﾀ 千葉県 Team ⾃転⾞処 風輪
670 1701129 小澤 拓人 ｵｻﾞﾜ ﾀｸﾄ 東京都 たかだフレンドレーシング
672 1800472 相原 武 ｱｲﾊﾗ ﾀｹｼ 埼玉県 Ｙʼｓ Ｒｏａｄ
675 1800194 中島 大季 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀﾞｲｷ 埼玉県 Ｙʼｓ Ｒｏａｄ
677 1500326 北⻄ 和之 ｷﾀﾆｼ ｶｽﾞﾕｷ 石川県 トンデモクラブ ＣＳＫＡＧＡ
679 1700683 吉田 健太郎 ﾖｼﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 群馬県 TRC PANAMAREDS
683 1800075 山崎 諭 ﾔﾏｻﾞｷ ｻﾄｼ 愛知県 TRAILBLAZER
685 1600367 越山 和幸 ｺｼﾔﾏ ｶｽﾞﾕｷ 三重県 TSU RACING
687 1801390 小林 和真 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾏ 東京都 VENTOS FRECCIA
689 1700394 ⻄川 直希 ﾆｼｶﾜ ﾅｵｷ 東京都 VENTOS FRECCIA
692 1801296 三宅 太生 ﾐﾔｹ ﾀｲｾｲ 茨城県 ウィンディー筑波
695 1801051 斎藤 將揮 ｻｲﾄｳ ﾏｻｷ 東京都 Team VSE Racing 
697 1801058 塚田 悠仁 ﾂｶﾀﾞ ﾕｳﾄ 東京都 Team VSE Racing 
699 1703523 宮崎 直樹 ﾐﾔｻﾞｷ ﾅｵｷ 栃木県 チームWADA
701 1702433 伊豆野 廉 ｲｽﾞﾉ ﾚﾝ 神奈川 横浜⾼校⾃転⾞競技部
703 1800360 磯部 武蔵 ｲｿﾍﾞ ﾑｻｼ 神奈川 YOKOSUKA UNO RACING
705 1700504 平澤 聖人 ﾋﾗｻﾜ ｻﾄﾙ 埼玉県 あらかわZoo Racing
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