
【クラスタ：P　レースレーティング：Ah 】  87名 2015.06.15.

No. 選手ID 選手名 ｶﾅ 地域 ﾁｰﾑ名
1 0400843 鈴木 譲 ｽｽﾞｷ ﾕｽﾞﾙ 神奈川 宇都宮ブリッツェン

2 0400470 大久保 陣 ｵｵｸﾎﾞ ｼﾞﾝ 鹿児島 宇都宮ブリッツェン

3 9700980 鈴木 真理 ｽｽﾞｷ ｼﾝﾘ 千葉県 宇都宮ブリッツェン

4 0400845 青柳 憲輝 ｱｵﾔﾅｷﾞ ｶｽﾞｷ 栃木県 宇都宮ブリッツェン

5 0901287 城田 大和 ｼﾛﾀ ﾔﾏﾄ 沖縄県 宇都宮ブリッツェン

6 1001732 堀 孝明 ﾎﾘ ﾀｶｱｷ 栃木県 宇都宮ブリッツェン

11 0100115 畑中 勇介 ﾊﾀﾅｶ ﾕｳｽｹ 東京都 Team UKYO

12 JBUKY07 WHITEHOUSE Daniel ﾎﾜｲﾄﾊｳｽ ﾀﾞﾆｴﾙ 東京都 Team UKYO

13 0800983 山本 隼 ﾔﾏﾓﾄ ｼｭﾝ 山梨県 Team UKYO

14 0701211 住吉 宏太 ｽﾐﾖｼ ｺｳﾀ 熊本県 Team UKYO

15 0900861 湊 諒 ﾐﾅﾄ ﾘｮｳ 青森県 Team UKYO

16 0801880 乾 友行 ｲﾇｲ ﾄﾓﾕｷ 東京都 Team UKYO

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 0800036 秋丸 湧哉 ｱｷﾏﾙ ﾕｳﾔ 大阪府 シマノレーシング

24 0900212 横山 航太 ﾖｺﾔﾏ ｺｳﾀ 長野県 シマノレーシング

25 SGP0714 Low Darren ﾛｳ ﾀﾞﾚﾝ SINGAPORE シマノレーシング

31 1300861 Jose VICENTE ﾎｾ ﾋﾞｾﾝﾃ 東京都 マトリックスパワータグ

32 ESP1026 Benjamin PRADES REVERTE ﾍﾞﾝｼﾞｬﾐ ﾌﾟﾗﾃﾞｽﾚﾍﾞﾙﾃﾙ SPAIN マトリックスパワータグ

33 ESP1030 Airan FERNANDEZ ｱｲﾗﾝ ﾌｪﾙﾅﾝﾃﾞｽ SPAIN マトリックスパワータグ

34 0700546 安原 大貴 ﾔｽﾊﾗ ﾀﾞｲｷ 大阪府 マトリックスパワータグ

35 9701956 向川 尚樹 ﾑｶｲｶﾞﾜ ﾅｵｷ 大阪府 マトリックスパワータグ

36 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

37 JBMTR11 近谷 涼 ﾁｶﾀﾆ ﾘｮｳ 富山県 マトリックスパワータグ

41 1101581 鈴木 龍 ｽｽﾞｷ ﾘｭｳ 東京都 那須ブラーゼン

42 0800942 吉岡 直哉 ﾖｼｵｶ ﾅｵﾔ 京都府 那須ブラーゼン

43 1000927 岩井 航太 ｲﾜｲ ｺｳﾀ 東京都 那須ブラーゼン

51 0001389 遠藤 績穂 ｴﾝﾄﾞｳ ｾｷﾎ 千葉県 ChampionSystemJapan

52 9702838 西谷 雅史 ﾆｼﾀﾆ ﾏｻﾌﾐ 東京都 ChampionSystemJapan

53 9700041 新保 光起 ｼﾝﾎﾞ ｺｳｷ 神奈川 ChampionSystemJapan

61 0700045 岩月 伸夫 ｲﾜﾂｷ ﾉﾌﾞｵ 愛知県 イナーメ信濃山形

62 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

63 0700051 森本 誠 ﾓﾘﾓﾄ ﾏｺﾄ 愛知県 イナーメ信濃山形

64 0600905 鵜沢 祐也 ｳｻﾞﾜ ﾕｳﾔ 千葉県 イナーメ信濃山形

71 0801747 才田 直人 ｻｲﾀ ﾅｵﾄ 宮城県 レモネードベルマーレレーシングチーム

72 0600361 中里 仁 ﾅｶｻﾞﾄ ﾏｻﾙ 群馬県 レモネードベルマーレレーシングチーム

73 9701240 宮澤 崇史 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾀｶｼ JPCA レモネードベルマーレレーシングチーム

74 0101205 大村 寛 ｵｵﾑﾗ ﾕﾀｶ 鹿児島 レモネードベルマーレレーシングチーム

75 0901780 加地 邦彦 ｶｼﾞ ｸﾆﾋｺ 東京都 レモネードベルマーレレーシングチーム

76 1001190 小清水 拓也 ｺｼﾐｽﾞ ﾀｸﾔ 神奈川 レモネードベルマーレレーシングチーム

77 0700382 菱沼 由季典 ﾋｼﾇﾏ ﾕｷﾉﾘ 神奈川 レモネードベルマーレレーシングチーム

91 0301382 山下 貴宏 ﾔﾏｼﾀ ﾀｶﾋﾛ 兵庫県 シエルヴォ奈良MIYATA-MERIDAレーシングチーム

92 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

93 1100483 若杉 圭祐 ﾜｶｽｷﾞ ｹｲｽｹ 愛知県 シエルヴォ奈良MIYATA-MERIDAレーシングチーム

101 1400170 山藤 祐輔 ｻﾞﾝﾄｳ ﾕｳｽｹ 神奈川 なるしまフレンド　レーシングチーム

102 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

103 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

111 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

112 9701049 屋部 佳伸 ﾔﾍﾞ ﾖｼﾉﾌﾞ 静岡県 FIETS GROEN 日本ロボティクス

113 9702852 藤田 勉 ﾌｼﾞﾀ ﾂﾄﾑ 神奈川 FIETS GROEN 日本ロボティクス

114 0600619 安藤 光平 ｱﾝﾄﾞｳ ｺｳﾍｲ 東京都 FIETS GROEN 日本ロボティクス

115 9700951 黒川 隆之 ｸﾛｶﾜ ﾀｶﾕｷ 神奈川 FIETS GROEN 日本ロボティクス

116 0301329 柴田 哲裕 ｼﾊﾞﾀ ｱｷﾋﾛ 東京都 FIETS GROEN 日本ロボティクス

117 1201440 藤波 政臣 ﾌｼﾞﾅﾐ ﾏｻｵﾐ 愛知県 FIETS GROEN 日本ロボティクス

121 FRA0417 Guezet Bruno ｹﾞｾﾞ ﾌﾞﾙﾉ FRANCE Neilpryde - Nanshin Subaru Cycling 

122 1400190 MARTIN Maxime ﾏﾙﾀﾝ ﾏｸｼﾑ FRANCE Neilpryde - Nanshin Subaru Cycling 

123 FRA0228 Valade Jayson ｳﾞｧﾗﾄﾞ ｼﾞｪｿﾞﾝ FRANCE Neilpryde - Nanshin Subaru Cycling 

124 1200523 片岡 真之介 ｶﾀｵｶ ｼﾝﾉｽｹ 東京都 Neilpryde - Nanshin Subaru Cycling 
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131 1301786 野上 太一 ﾉｶﾞﾐ ﾀｲﾁ 愛知県 エルドラードサムライ東北withのんのんびより

132 0801743 小野寺 和也 ｵﾉﾃﾞﾗ ｶｽﾞﾔ 静岡県 エルドラードサムライ東北withのんのんびより

133 1300584 熊田 哲也 ｸﾏﾀ ﾃﾂﾔ 宮城県 エルドラードサムライ東北withのんのんびより

134 1100434 小山内 健太 ｵｻﾅｲ ｹﾝﾀ 愛知県 エルドラードサムライ東北withのんのんびより

141 0200172 平林 昌樹 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾏｻｷ 神奈川 ACQUA TAMA EURO-WORKS

142 9900169 青木 誠 ｱｵｷ ﾏｺﾄ 東京都 ACQUA TAMA EURO-WORKS

143 9702875 山口 博久 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛﾋｻ 東京都 ACQUA TAMA EURO-WORKS

144 0801864 若松 達人 ﾜｶﾏﾂ ﾀﾂﾋﾄ 東京都 ACQUA TAMA EURO-WORKS

151 1300446 星野 貴大 ﾎｼﾉ ﾀｶﾋﾛ 愛知県 JP SPORTS TEST TEAM-MASSA-ANDEX

161 0500741 早川 朋宏 ﾊﾔｶﾜ ﾄﾓﾋﾛ 愛知県 AISAN Racing Team

171 1000436 高田 雄太 ﾀｶﾀﾞ ﾕｳﾀ 東京都 ウォークライド・シクロアカデミア

172 0900135 頓所 哲郎 ﾄﾝｼｮ ﾃﾂﾛｳ 神奈川 ウォークライド・シクロアカデミア

173 1001902 米谷 隆志 ﾖﾈﾀﾆ ﾀｶｼ 東京都 ウォークライド・シクロアカデミア

174 0501505 橘田 脩平 ｷｯﾀ ｼｭｳﾍｲ 埼玉県 ウォークライド・シクロアカデミア

181 1401436 渡邉 優介 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｽｹ 栃木県 Honda 栃木

182 1300346 河合 貴明 ｶﾜｲ ﾀｶｱｷ 栃木県 Honda 栃木

183 1001725 平野 宏明 ﾋﾗﾉ ﾋﾛｱｷ 栃木県 Honda 栃木

184 0200754 山西 健司 ﾔﾏﾆｼ ｹﾝｼﾞ 栃木県 Honda 栃木

201 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

202 1001927 金子 大介 ｶﾈｺ ﾀﾞｲｽｹ 東京都 群馬グリフィン・レーシングチーム

203 0701310 管 洋介 ｽｶﾞ ﾖｳｽｹ 茨城県 群馬グリフィン・レーシングチーム

204 0100734 長沼 隆行 ﾅｶﾞﾇﾏ ﾀｶﾕｷ 栃木県 群馬グリフィン・レーシングチーム

205 1400631 中井 雄策 ﾅｶｲ ﾕｳｻｸ 群馬県 群馬グリフィン・レーシングチーム

211 0800639 河賀 雄大 ｶｶﾞ ﾕｳﾀﾞｲ 広島県 VICTOIRE 広島

212 0210306 金田 智行 ｶﾈﾀﾞ ﾄﾓﾕｷ 埼玉県 VICTOIRE 広島

213 9901368 清水 英樹 ｼﾐｽﾞ ﾋﾃﾞｷ 鳥取県 VICTOIRE 広島

214 0400879 丸本 悠太 ﾏﾙﾓﾄ ﾕｳﾀ 広島県 VICTOIRE 広島

224 1300211 小野瀬 優哉 ｵﾉｾ ﾕｳﾔ 神奈川 Team JBCF

229 0700064 田崎 友康 ﾀｻﾞｷ ﾄﾓﾔｽ 新潟県 Team JBCF
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【クラスタ：E1　レースレーティング：Bh 】  73名 2015.06.15.

No. 選手ID 選手名 ｶﾅ 地域 ﾁｰﾑ名
301 1301736 長谷川 武敏 ﾊｾｶﾞﾜ ﾀｹﾄｼ 東京都 ACQUA TAMA

302 9702874 山口 大輔 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾞｲｽｹ 東京都 ACQUA TAMA

303 1200140 海保 洋平 ｶｲﾎ ﾖｳﾍｲ 千葉県 AQULS内房レーシング

304 0900512 山野内 徹 ﾔﾏﾉｳﾁ ﾄｵﾙ 神奈川 atelierFLEUVE Racing

305 1201920 中嶋 安階 ﾅｶｼﾞﾏ ﾔｽﾀｶ 京都府 イナーメ信濃山形-EFT

306 9900217 山本 聖吾 ﾔﾏﾓﾄ ｾｲｺﾞ 長野県 イナーメ信濃山形-EFT

307 9701178 筧 五郎 ｶｹｲ ｺﾞﾛｳ 愛知県 イナーメ信濃山形-EFT

308 0101007 細川 倫央 ﾎｿｶﾜ ﾘﾝｵｳ 東京都 岩井商会レーシング

309 9702487 江下 健太郎 ｴｼﾀ ｹﾝﾀﾛｳ 福岡県 EsperanceStage我逢人・山口

310 1400595 岩井 大秀 ｲﾜｲ ﾀｲｼｭｳ 宮城県 エルドラード・エスペランサ

311 1000909 阿部 耕一 ｱﾍﾞ ｺｳｲﾁ 栃木県 OYAMA STARPLEX

312 0200198 村田 隆 ﾑﾗﾀ ﾀｶｼ 長野県 快レーシング

313 0600048 奥野 浩和 ｵｸﾉ ﾋﾛｶｽﾞ 大阪府 クラブシルベスト

314 1101515 平田 匡史 ﾋﾗﾀ ﾏｻｼ 大阪府 クラブシルベスト

315 0800118 岸本 侑大 ｷｼﾓﾄ ﾕｷﾋﾛ 茨城県 GROWING Racing Team

316 1400365 國井 豊晃 ｸﾆｲ ﾄﾖｱｷ 岐阜県 KOGMA Racing

317 1001638 米田 彰 ﾖﾈﾀﾞ ｱｷﾗ 大阪府 コラッジョ カワニシ サイクリング チーム

318 1400053 科野 大蔵 ｼﾅﾉ ﾀﾞｲｿﾞｳ 大阪府 コラッジョ カワニシ サイクリング チーム

319 0600002 岩波 信二 ｲﾜﾅﾐ ｼﾝｼﾞ 山梨県 ＣＯＲＳＡ ＹＡＭＡＮＡＳＨＩ

320 1300024 佐藤 秀和 ｻﾄｳ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 埼玉県 サイクルフリーダムレーシング

321 1101679 佐野 千尋 ｻﾉ ﾁﾋﾛ 北海道 サイクルフリーダムレーシング

322 1000261 小川 克広 ｵｶﾞﾜ ﾖｼﾋﾛ 栃木県 じてんしゃの杜

323 1100604 馬場 勝尚 ﾊﾞﾊﾞ ｶﾂﾋｻ 兵庫県 じてんしゃの杜

324 1300487 山本 敦 ﾔﾏﾓﾄ ｱﾂｼ 神奈川 湘南ベルマーレサイクル

325 1400165 冨安 雄一郎 ﾄﾐﾔｽ ﾕｳｲﾁﾛｳ 埼玉県 SQUADRA CORSE cicli HIDE

326 1200352 清野 淳 ｾｲﾉ ｱﾂｼ 栃木県 ＳＵＢＡＲＵ ＲＴ

327 9800604 渥美 守弘 ｱﾂﾐ ﾓﾘﾋﾛ 静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

328 1301588 大杉 直敬 ｵｵｽｷﾞ ﾅｵﾀｶ 静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

329 1300075 佐川 祐太 ｻｶﾞﾜ ﾕｳﾀ 埼玉県 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ

330 1100422 兼子 博昭 ｶﾈｺ ﾋﾛｱｷ 長野県 スワコレーシングチーム

331 1300226 青柳 雅人 ｱｵﾔｷﾞ ﾏｻﾄ 千葉県 セオレーシング

332 1101768 中村 俊介 ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ 愛知県 ＳＥＫＩＹＡ

333 1100667 松村 和浩 ﾏﾂﾑﾗ ｶｽﾞﾋﾛ 香川県 Tyrell Kagawa Racing

334 1001609 岩波 宏尚 ｲﾜﾅﾐ ﾋﾛﾀｶ 東京都 竹芝サイクルレーシング

335 1200084 宮舘 栄三郎 ﾐﾔﾀﾞﾃ ｴｲｻﾌﾞﾛｳ 神奈川 竹芝サイクルレーシング

336 1200942 遠藤 庫央 ｴﾝﾄﾞｳ ｺｵｳ 東京都 竹芝サイクルレーシング

337 0800323 鈴木 亮 ｽｽﾞｷ ﾘｮｳ 神奈川 Team UKYO Reve

338 JBMCN05 八幡 光哉 ﾔﾊﾀ ﾐﾂﾔ 東京都 Team SPORTS KID

339 1100547 坂大 恵太 ﾊﾞﾝﾀﾞｲ ｹｲﾀ 東京都 チーム オーベスト

340 0600094 溝原 誠 ﾐｿﾞﾊﾗ ﾏｺﾄ 岡山県 ﾁｰﾑ 岡山

341 1300096 吹田 大地 ｽｲﾀ ﾀﾞｲﾁ 和歌山 TEAM SANREMO

342 0800223 米内 蒼馬 ﾖﾅｲ ｿｳﾏ 東京都 TOKYO VENTOS

343 1200842 平野 真一 ﾋﾗﾉ ｼﾝｲﾁ 和歌山 TOKYO VENTOS

344 1301320 田中 忍 ﾀﾅｶ ｼﾉﾌﾞ 東京都 なるしまフレンド

345 0901322 竜田 健太郎 ﾀﾂﾀ ｹﾝﾀﾛｳ 埼玉県 なるしまフレンド

346 JBVAX03 奈良 祥吾 ﾅﾗ ｼｮｳｺﾞ 埼玉県 VAX RACING

347 0900273 中山 恭介 ﾅｶﾔﾏ ｷｮｳｽｹ 神奈川 HAMMER!!BROS

348 0301143 安岡 勇 ﾔｽｵｶ ｲｻﾑ 東京都 Piacere YAMA Racing

349 1101364 藤田 優 ﾌｼﾞﾀ ﾕｳ 神奈川 Pinazou Test Team

350 1200954 櫻井 亨軌 ｻｸﾗｲ ﾅｵｷ 東京都 日野自動車レーシングチーム

351 0700471 中山 勝晴 ﾅｶﾔﾏ ﾏｻﾊﾙ 東京都 HIRAKO.mode

352 1000071 古屋 穂高 ﾌﾙﾔ ﾎﾀﾞｶ 神奈川 FAST LANE Racing

353 1000423 佐藤 信哉 ｻﾄｳ ｼﾝﾔ 福岡県 VC Fukuoka 

354 1100969 黒澤 虎南 ｸﾛｻﾜ ｺﾅﾝ 福岡県 VC Fukuoka 

355 1301019 長屋 一豊 ﾅｶﾞﾔ ｶｽﾞﾄﾖ 福岡県 VC Fukuoka 

356 1201592 阿部 航大 ｱﾍﾞ ｺｳﾀﾞｲ 栃木県 ブラウ・ブリッツェン

357 1100350 加納 篤 ｶﾉｳ ｱﾂｼ 栃木県 ブラウ・ブリッツェン

358 1400184 大塚 啓示 ｵｵﾂｶ ｹｲｼﾞ 栃木県 Honda 栃木 JET

359 1300638 高谷 薫 ﾀｶﾀﾆ ｶｵﾙ 兵庫県 町じて和歌山MKD

360 1000922 森 天孝 ﾓﾘ ｿﾗﾀｶ 東京都 Maidservant Subject

361 1100374 後藤 孝太郎 ｺﾞﾄｳ ｺｳﾀﾛｳ 福岡県 八ヶ岳 CYCLING CLUB
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362 0100175 大橋 穂高 ｵｵﾊｼ ﾎﾀｶ 愛知県 ユーロード レーシング

363 1100556 近藤 光明 ｺﾝﾄﾞｳ ﾃﾙｱｷ 徳島県 UNIVERS

364 0900177 川島 清一 ｶﾜｼﾏ ｾｲｲﾁ 東京都 Unity

365 1001672 古谷 崇 ｺﾔ ﾀｶｼ 栃木県 RIDE Freaks

366 0400076 中井 光博 ﾅｶｲ ﾐﾂﾋﾛ 岐阜県 ラヴニールあづみの

367 0800429 菅根 利明 ｽｶﾞﾈ ﾄｼｱｷ 群馬県 ラヴニールあづみの

368 0600130 河合 玄太 ｶﾜｲ ｹﾞﾝﾀ 栃木県 ﾘﾍﾞﾙﾀｽTOCHIGI BICYCLE CLUB

369 0901037 高橋 義博 ﾀｶﾊｼ ﾖｼﾋﾛ 東京都 LinkTOHOKU

370 1201905 渡邊 友一 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓｶｽﾞ 神奈川 LinkTOHOKU

371 1401602 利田 卓也 ｶｶﾞﾀ ﾀｸﾔ 大阪府 Ｙ’ｓ Ｒｏａｄ

372 1400283 横田 慧一 ﾖｺﾀ ｹｲｲﾁ 大阪府 Ｙ’ｓ Ｒｏａｄ

373 1301620 浜田 健志 ﾊﾏﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 大阪府 クラブシルベスト
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【クラスタ：E2　レースレーティング：Ch 】  97名 2015.06.15.

No. 選手ID 選手名 ｶﾅ 地域 ﾁｰﾑ名
401 1402367 鈴木 達朗 ｽｽﾞｷ ﾀﾂﾛｳ 東京都 ACQUA TAMA

402 1000599 大島 達也 ｵｵｼﾏ ﾀﾂﾔ 東京都 atelierFLEUVE Racing

403 0800940 栢森 広 ｶﾔﾓﾘ ﾋﾛｼ 埼玉県 ＡＲＡＩＭＵＲＡＣＡ

404 1400051 佐藤 耕司 ｻﾄｳ ｺｳｼﾞ 奈良県 イナーメ信濃山形-EFT

405 1300126 池浦 巧 ｲｹｳﾗ ﾀｸﾐ 神奈川 MKⅢ

406 1201505 国分 択磨 ｺｸﾌﾞﾝ ﾀｸﾏ 宮城県 エルドラード・エスペランサ

407 9800619 齋藤 健一 ｻｲﾄｳ ｹﾝｲﾁ 静岡県 エルドラード・エスペランサ

408 0900514 前地 直記 ﾏｴﾁﾞ ﾅｵｷ 千葉県 オッティモ

409 0301731 金田 一 ｶﾈﾀﾞ ﾊｼﾞﾒ 茨城県 OYAMA STARPLEX

410 1200344 海老沼 武志 ｴﾋﾞﾇﾏ ﾀｹｼ 栃木県 OYAMA STARPLEX

411 0700278 工藤 雅人 ｸﾄﾞｳ ﾏｻﾄ 静岡県 CLUB viento

413 1400072 大倉 重良 ｵｵｸﾗ ｼｹﾞｶｽﾞ 大阪府 クラブシルベスト

414 1200391 村瀬 達也 ﾑﾗｾ ﾀﾂﾔ 大阪府 クラブシルベスト

415 1000195 川上 晃史 ｶﾜｶﾐ ｺｳｼﾞ 愛知県 ｸﾗﾌﾞGiro

416 0800413 御澤 栄輔 ﾐｻﾜ ｴｲｽｹ 愛知県 ｸﾗﾌﾞGiro

417 1000225 佐藤 慎也 ｻﾄｳ ｼﾝﾔ 福島県 郡山サイクルフレンズ

418 1000222 小林 稔 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾉﾙ 福島県 郡山サイクルフレンズ

419 0801730 服部 森彦 ﾊｯﾄﾘ ﾓﾘﾋｺ 山梨県 ＣＯＲＳＡ ＹＡＭＡＮＡＳＨＩ

420 1000933 金久保 諒三 ｶﾅｸﾎﾞ ﾘｮｳｿﾞｳ 東京都 サイクルフリーダムレーシング

421 0900168 東 孝浩 ｱｽﾞﾏ ﾀｶﾋﾛ 大阪府 Ｓａｋａｔａｎｉ Ｒａｃｉｎｇ

422 1000362 村井 忠 ﾑﾗｲ ﾏｺﾄ 奈良県 ZAS　Racing

423 0300357 一色 寛之 ｲｯｼｷ ﾋﾛﾕｷ 京都府 CIERVO NARA ELITE

424 1200346 若松 武史 ﾜｶﾏﾂ ﾀｹｼ 栃木県 じてんしゃの杜

425 1400161 越智 崇裕 ｵﾁ ﾀｹﾋﾛ 神奈川 湘南ベルマーレサイクル

426 0901784 梅野 優哉 ｳﾒﾉ ﾏｻﾔ 東京都 SQUADRA CORSE cicli HIDE

427 1001913 梅野 秀哉 ｳﾒﾉ ﾋﾃﾞﾔ 埼玉県 SQUADRA CORSE cicli HIDE

428 0400358 鈴木 大忠 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾀﾀﾞ 群馬県 ＳＵＢＡＲＵ ＲＴ

429 0400882 加賀 龍治 ｶｶﾞ ﾘｭｳｼﾞ 広島県 ＳＵＢＡＲＵ ＲＴ

430 1300015 藤田 康祐 ﾌｼﾞﾀ ｺｳｽｹ 静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

431 0700359 清水 琢矢 ｼﾐｽﾞ ﾀｸﾔ 香川県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

432 0400207 守屋 清国 ﾓﾘﾔ ｷﾖｸﾆ 静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

433 1402063 岡 理裕 ｵｶ ﾏｻﾋﾛ 静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

434 1301936 野中 秀樹 ﾉﾅｶ ﾋﾃﾞｷ 東京都 セオレーシング

435 1101927 小倉 秀彦 ｵｸﾞﾗ ﾋﾃﾞﾋｺ 東京都 セオレーシング

436 9901846 大倉 健一 ｵｵｸﾗ ｹﾝｲﾁ 東京都 セオレーシング

437 0300140 佐藤 善大 ｻﾄｳ ﾖｼﾋﾛ 愛知県 SAUCE DEVELOPMENT

438 9700672 濱野 貞義 ﾊﾏﾉ ｻﾀﾞﾖｼ 埼玉県 大福屋

439 0600912 竹内 正宏 ﾀｹｳﾁ ﾏｻﾋﾛ 神奈川 たかだフレンドレーシング

440 0800358 齋藤 憲幸 ｻｲﾄｳ ﾉﾘﾕｷ 神奈川 竹芝サイクルレーシング

441 1001161 大瀬戸 芳和 ｵｵｾﾄ ﾖｼｶｽﾞ 東京都 竹芝サイクルレーシング

442 1300083 五十嵐 誠人 ｲｶﾞﾗｼ ﾏｺﾄ 神奈川 竹芝サイクルレーシング

443 0901410 斉藤 英代 ｻｲﾄｳ ﾋﾃﾞｼﾛ 静岡県 竹芝サイクルレーシング

444 1500746 宮津 旭 ﾐﾔﾂﾞ ｱｻﾋ 埼玉県 チーム サムライ・エリート

445 1400047 菅谷 修 ｽｶﾞﾔ ｵｻﾑ 東京都 Team Speed

446 0700612 中野 政彦 ﾅｶﾉ ﾏｻﾋｺ 大阪府 Team Speed

447 0901755 野口 悠真 ﾉｸﾞﾁ ﾕｳﾏ 東京都 Team SPORTS KID

448 0800675 紺野 衛 ｺﾝﾉ ﾏﾓﾙ 北海道 Team ARI

449 1100036 阿部 孝寛 ｱﾍﾞ ﾀｶﾋﾛ 神奈川 チーム・ウォークライド

450 1200205 平野 和順 ﾋﾗﾉ ｶｽﾞﾉﾘ 神奈川 チーム・ウォークライド

451 0500321 江見 之広 ｴﾐ ﾕｷﾋﾛ 東京都 チーム オーベスト

452 9702244 杉野 和宏 ｽｷﾞﾉ ｶｽﾞﾋﾛ 岡山県 ﾁｰﾑ 岡山

453 1200148 山田 哲彦 ﾔﾏﾀﾞ ｱｷﾋｺ 千葉県 TEAM GIRO 360

454 1301731 中村 暁雄 ﾅｶﾑﾗ ｱｷｵ 鳥取県 チーム鳥取

455 0800456 須佐 浩二 ｽｻ ｺｳｼﾞ 埼玉県 Ｔｅａｍ ＦＩＴＴＥ

456 1500654 市来 俊介 ｲﾁｷ ｼｭﾝｽｹ 福岡県 チーム ロンボクリアン

457 1400620 渋谷 明 ｼﾌﾞﾔ ｱｷﾗ 群馬県 TRC PANAMAREDS

458 1000278 大野 直樹 ｵｵﾉ ﾅｵｷ 愛知県 DESTRA

459 0000251 佐々木 健 ｻｻｷ ﾀｹｼ 愛知県 天狗党

460 1200845 秋田 和彦 ｱｷﾀ ｶｽﾞﾋｺ 愛知県 DENSO RACING

461 1200899 安木 佑介 ﾔｽｷ ﾕｳｽｹ 愛知県 DENSO RACING
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462 1200488 藤田 真也 ﾌｼﾞﾀ ﾏｻﾔ 神奈川 TOKYO VENTOS

463 9801161 二戸 康寛 ﾆﾄ ﾔｽﾋﾛ 東京都 TOKYO VENTOS

464 1301464 中村 潤 ﾅｶﾑﾗ ｼﾞｭﾝ 広島県 docomo RT

465 1300541 村田 哲寛 ﾑﾗﾀ ﾃﾂﾋﾛ 石川県 トンデモクラブ ＣＳＫＡＧＡ

466 1001480 本間 智樹 ﾎﾝﾏ ﾄﾓｷ 石川県 トンデモクラブ ＣＳＫＡＧＡ

467 1000200 高津 新一 ﾀｶﾂ ｼﾝｲﾁ 兵庫県 奈良キタサイクル まほロバRC

468 1200524 金子 大介 ｶﾈｺ ﾀﾞｲｽｹ 東京都 なるしまフレンド

469 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

470 1200177 内藤 研太郎 ﾅｲﾄｳ ｹﾝﾀﾛｳ 東京都 なるしまフレンド

471 0600114 中原 将宏 ﾅｶﾊﾗ ﾏｻﾋﾛ 兵庫県 なるしまフレンド

472 0200168 風間 慶晴 ｶｻﾞﾏ ﾖｼﾊﾙ 神奈川 HAMMER!!BROS

473 1200182 和田 省吾 ﾜﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ 東京都 Piacere YAMA Racing

474 1101411 伊藤 隼 ｲﾄｳ ｼﾞｭﾝ 東京都 日野自動車レーシングチーム

475 JBVCF01 井上 亮 ｲﾉｳｴ ﾘｮｳ 京都府 VC Fukuoka 

476 JBFTS01 石渡 誠一 ｲｼﾜﾀﾘ ｾｲｲﾁ 神奈川 フィッツ

477 9800367 吉川 勝 ﾖｼｶﾜ ﾏｻﾙ 茨城県 フィッツ

478 JBBBL01 上野 祐樹 ｳｴﾉ ﾕｳｷ 栃木県 ブラウ・ブリッツェン

479 9700666 新沼 光 ﾆｲﾇﾏ ｱｷﾗ 栃木県 ブラウ・ブリッツェン

480 1400265 野宮 一朗 ﾉﾐﾔ ｲﾁﾛｳ 栃木県 ブラウ・ブリッツェン

481 1400266 川嶋 優歩 ｶﾜｼﾏ ﾕｳﾎ 栃木県 ブラウ・ブリッツェン

482 1200649 野口 岳志 ﾉｸﾞﾁ ﾀｹｼ 長野県 VeloClub MinamiShinshu

483 0600427 太田 匡彦 ｵｵﾀ ﾏｻﾋｺ 東京都 VENGA ODAKA EMSALMADRA

484 1300031 増田 弘誠 ﾏｽﾀﾞ ﾋﾛﾅｶﾞ 静岡県 ボンシャンス

485 0801858 永安 浩介 ﾅｶﾞﾔｽ ｺｳｽｹ 岡山県 masahikomifune.com CyclingTeam

486 1500252 辻 健人 ﾂｼﾞ ｹﾝﾄ 和歌山 町じて和歌山MKD

487 1200158 佐藤 光 ｻﾄｳ ﾋｶﾙ 三重県 MAX SPEED 97 GOKISO

488 1300028 青野 淳一 ｱｵﾉ ｼﾞｭﾝｲﾁ 静岡県 ミソノイレーシングチーム

489 0501520 遠藤 崇典 ｴﾝﾄﾞｳ ﾀｶﾉﾘ 東京都 MUUR zero Velofutur

490 1001634 小林 正人 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾄ 茨城県 Unity

491 0210418 茂木 一輝 ｼｹﾞｷ ｶｽﾞﾃﾙ 長野県 ラヴニールあづみの

492 1000253 大島 繁 ｵｵｼﾏ ｼｹﾞﾙ 栃木県 ﾘﾍﾞﾙﾀｽTOCHIGI BICYCLE CLUB

493 1001585 大嶋 研太郎 ｵｵｼﾏ ｹﾝﾀﾛｳ 栃木県 ﾘﾍﾞﾙﾀｽTOCHIGI BICYCLE CLUB

494 1100069 居鶴 悠史 ｲﾂﾞﾙ ﾕｳｼﾞ 神奈川 Racing CUBE

495 1000017 村松 太陽 ﾑﾗﾏﾂ ﾀｲﾖｳ 千葉県 Ｙ’ｓ Ｒｏａｄ

496 0901018 福岡 武 ﾌｸｵｶ ﾀｹｼ 神奈川 Ｙ’ｓ Ｒｏａｄ

497 1101602 若林 貴広 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾀｶﾋﾛ 東京都 Ｙ’ｓ Ｒｏａｄ

498 1101809 平城 孝高 ﾋﾗｷ ﾖｼﾀｶ 埼玉県 Ｙ’ｓ Ｒｏａｄ
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【クラスタ：E3　レースレーティング：Dh 】  170名 2015.06.15.

No. 選手ID 選手名 ｶﾅ 地域 ﾁｰﾑ名
601 JBART06 大井 翔太郎 ｵｵｲ ｼｮｳﾀﾛｳ 神奈川 アーティファクトレーシングチーム

602 JBAFR02 吉田 真大 ﾖｼﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 神奈川 atelierFLEUVE Racing

603 JBAFR01 吉田 泰大 ﾖｼﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ 神奈川 atelierFLEUVE Racing

604 1000155 河野 壮一 ｺｳﾉ ｿｳｲﾁ 神奈川 atelierFLEUVE Racing

605 0800004 石井 哲也 ｲｼｲ ﾃﾂﾔ 埼玉県 ＡＲＡＩＭＵＲＡＣＡ

606 0800005 岡田 直樹 ｵｶﾀﾞ ﾅｵｷ 埼玉県 ＡＲＡＩＭＵＲＡＣＡ

607 JBARI03 坂本 隆 ｻｶﾓﾄ ﾀｶｼ 埼玉県 ＡＲＡＩＭＵＲＡＣＡ

608 1402362 木村 博志 ｷﾑﾗ ﾋﾛｼ 埼玉県 ALTOPIANO

609 1401970 杉本 悠飛 ｽｷﾞﾓﾄ ﾕｳﾋ 千葉県 イナーメ信濃山形-EFT

610 JBMIT06 落合 明 ｵﾁｱｲ ｱｷﾗ 神奈川 イナーメ信濃山形-EFT

611 1301547 藤田 新二 ﾌｼﾞﾀ ｼﾝｼﾞ 愛知県 インパルス

612 1200374 鈴木 克明 ｽｽﾞｷ ｶﾂﾋﾛ 茨城県 エクストリームつくば

613 1401791 本田 峻大 ﾎﾝﾀﾞ ｼｭﾝﾀ 東京都 EsperanceStage我逢人・山口

614 0300092 WHITAKER ANDREW ｳｲﾀｶ ｱﾝﾄﾞﾘｭｰ 新潟県 F(t)麒麟山 Racing

615 1201737 伊東 佑馬 ｲﾄｳ ﾕｳﾏ 東京都 MKⅢ

616 1300131 手嶋 実樹 ﾃｼﾞﾏ ﾐｷ 神奈川 MKⅢ

617 1300600 椎名 岳 ｼｲﾅ ｶﾞｸ 宮城県 エルドラード・エスペランサ

618 1300601 山本 瑞樹 ﾔﾏﾓﾄ ﾐｽﾞｷ 宮城県 エルドラード・エスペランサ

619 1400247 為国 孝洋 ﾀﾒｸﾆ ﾀｶﾋﾛ 栃木県 OYAMA STARPLEX

620 1001625 小野 太 ｵﾉ ﾌﾄｼ 栃木県 OYAMA STARPLEX

621 1402287 井上 陽二郎 ｲﾉｳｴ ﾖｳｼﾞﾛｳ 東京都 GYOTOKU TEAM OF RACING

622 JBCLD04 後藤 壮平 ｺﾞﾄｳ ｿｳﾍｲ 奈良県 CLOUD 9ers

623 1402226 木内 浩 ｷｳﾁ ﾋﾛｼ 静岡県 CLUB viento

624 1400766 木下 俊男 ｷﾉｼﾀ ﾄｼｵ 愛知県 ｸﾗﾌﾞGiro

625 JBGCT01 今井 恭平 ｲﾏｲ ｷｮｳﾍｲ 長野県 グランペールサイクリングチーム

626 JBGCT02 田中 裕士 ﾀﾅｶ ﾕｳｼﾞ 神奈川 グランペールサイクリングチーム

627 9702810 高梨 真幸人 ﾀｶﾅｼ ﾏｺﾄ 茨城県 GROWING Racing Team

628 JBJAE01 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

629 1300377 小林 直樹 ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵｷ 愛知県 KOGMA Racing

630 1400362 加塩 弘一 ｶｼｵ ｺｳｲﾁ 岐阜県 KOGMA Racing

631 1201911 齋藤 全弘 ｻｲﾄｳ ﾏｻﾋﾛ 東京都 サイクルフリーダムレーシング

632 1400079 島田 英樹 ｼﾏﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ 大阪府 Ｓａｋａｔａｎｉ Ｒａｃｉｎｇ

633 1301407 山崎 昌宣 ﾔﾏｻﾞｷ ｱｷﾉﾘ 大阪府 C-WASP

634 1402284 須藤 克利 ｽﾄﾞｳ ｶﾂﾄｼ 千葉県 シクロクラブ

635 0700132 冨士 勲 ﾌｼﾞ ｲｻｵ 京都府 ZIPPY CYCLE CLUB

636 1402214 藤田 隼也 ﾌｼﾞﾀ ｼｭﾝﾔ 大阪府 ZIPPY CYCLE CLUB

637 1301694 小貫 智紀 ｵﾇｷ ﾄﾓﾉﾘ 神奈川 湘南ベルマーレサイクル

638 1400135 川島 健人 ｶﾜｼﾏ ｹﾝﾄ 神奈川 湘南ベルマーレサイクル

639 1400144 相原 士穏 ｱｲﾊﾗ ｼｵﾝ 神奈川 湘南ベルマーレサイクル

640 1301540 吉田 博俊 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾛﾄｼ 神奈川 湘南ベルマーレサイクル

641 0800779 川口 英樹 ｶﾜｸﾞﾁ ﾋﾃﾞｷ 大阪府 湘南ベルマーレサイクル

642 JBBEC01 長島 嘉槻 ﾅｶﾞｼﾏ ﾖｼｷ 神奈川 湘南ベルマーレサイクル

643 1200606 門奈 芳生 ﾓﾝﾅ ﾖｼｵ 埼玉県 SQUADRA CORSE cicli HIDE

644 1010008 北嶋 択郎 ｷﾀｼﾞﾏ ﾀｸﾛｳ 静岡県 Squadra di LAVORANTE

645 1300295 小林 成輔 ｺﾊﾞﾔｼ ｾｲｽｹ 東京都 ＳＵＢＡＲＵ ＲＴ

646 JBSBR01 田邊 純也 ﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｭﾝﾔ 群馬県 ＳＵＢＡＲＵ ＲＴ

647 0601593 白土 浩 ｼﾗﾄ ﾋﾛｼ 千葉県 ＳＰＡＣＥ ＺＥＲＯＰＯＩＮＴ

648 1400013 永坂 允 ﾅｶﾞｻｶ ﾏｺﾄ 静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

649 1300784 片山 星也 ｶﾀﾔﾏ ｾｲﾔ 静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

650 1400425 相場 康雄 ｱｲﾊﾞ ﾔｽｵ 東京都 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ

651 0501587 田中 智己 ﾀﾅｶ ﾄﾓﾐ 東京都 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ

652 JBNFC02 森本 玄達 ﾓﾘﾓﾄ ﾋﾛﾐﾁ 岡山県 SAUCE DEVELOPMENT

653 1200123 大竹 隆繁 ｵｵﾀｹ ﾀｶｼｹﾞ 埼玉県 大福屋

654 1100575 東 修 ﾋｶﾞｼ ｵｻﾑ 神奈川 竹芝サイクルレーシング

655 9702805 諏訪 孝浩 ｽﾜ ﾀｶﾋﾛ 東京都 Ｗ．Ｖ．ＯＴＡ-twin

656 1300203 齋藤 義明 ｻｲﾄｳ ﾖｼｱｷ 神奈川 多摩ポタ

657 1400795 金光 仁 ｶﾈﾐﾂ ｼﾞﾝ 東京都 多摩ポタ

658 JBUKR01 高橋 叶平 ﾀｶﾊｼ ｷｮｳﾍｲ 東京都 Team UKYO Reve

659 1301908 山口 和来 ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｽﾞｷ 東京都 Team UKYO Reve

660 1401708 鈴木 寛基 ｽｽﾞｷ ﾋﾛｷ 山形県 チーム サムライ・エリート

661 JBGSE03 浅川 収 ｱﾜｶﾜ ｵｻﾑ 東京都 チーム GSエバーウィン
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662 JBGSE04 浅川 大地 ｱｻｶﾜ ﾀﾞｲﾁ 東京都 チーム GSエバーウィン

663 1200597 田中 数馬 ﾀﾅｶ ｶｽﾞﾏ 東京都 Team SPORTS KID

664 1400163 矢口 英二 ﾔｸﾞﾁ ｴｲｼﾞ 神奈川 Team SPORTS KID

665 JBDAD02 稲川 槙志 ｲﾅｶﾞﾜ ﾏｷｼ 岐阜県 Ｔｅａｍ-ＤＡＤＤＹ

666 JBTAR02 横山 敦史 ﾖｺﾔﾏ ｱﾂｼ 神奈川 Team ARI

667 0901487 西野 智久 ﾆｼﾉ ﾄﾓﾋｻ 神奈川 チーム・ウォークライド

668 1400174 石川 靖洋 ｲｼｶﾜ ﾔｽﾋﾛ 静岡県 チーム・ウォークライド

669 JBOVE21 横塚 浩平 ﾖｺﾂﾞｶ ｺｳﾍｲ － チーム オーベスト

670 1401566 北原 茂明 ｷﾀﾊﾗ ｼｹﾞｱｷ 東京都 チーム オーベスト

671 1300300 江見 俊輔 ｴﾐ ｼｭﾝｽｹ 東京都 チーム オーベスト

672 JBOVE15 竹地 則人 ﾀｹﾁ ﾉﾘﾄ － チーム オーベスト

673 0300756 岸本 勇気 ｷｼﾓﾄ ﾕｳｷ 岡山県 ﾁｰﾑ 岡山

674 JBCUO05 平賀 康一 ﾋﾗｶﾞ ｺｳｲﾁ 東京都 Team CUORE

675 1400091 谷延 大二朗 ﾀﾆﾉﾌﾞ ﾀﾞｲｼﾞﾛｳ 千葉県 TEAM GIRO 360

676 JBTGR01 鯉沼 篤史 ｺｲﾇﾏ ｱﾂｼ 千葉県 TEAM GIRO 360

677 1400715 林原 真人 ﾊﾔｼﾊﾞﾗ ﾏｻﾄ 鳥取県 チーム鳥取

678 1001932 赤石 和彦 ｱｶｲｼ ｶｽﾞﾋｺ 東京都 Ｔｅａｍ ＦＩＴＴＥ

679 1400805 忍田 基明 ｵｼﾀﾞ ﾓﾄｱｷ 東京都 Ｔｅａｍ ＦＩＴＴＥ

680 JBFIT02 國定 洋光 ｸﾆｻﾀﾞ ﾋﾛﾐﾂ － Ｔｅａｍ ＦＩＴＴＥ

681 JBFIT01 大木 俊洋 ｵｵｷ ﾄｼﾋﾛ － Ｔｅａｍ ＦＩＴＴＥ

682 1501433 石松 孝太郎 ｲｼﾏﾂ ｺｳﾀﾛｳ 福岡県 チーム ロンボクリアン

683 1500656 山浦 俊介 ﾔﾏｳﾗ ｼｭﾝｽｹ 福岡県 チーム ロンボクリアン

684 JBTPR03 小井土 智亮 ｺｲﾄﾞ ﾄﾓｱｷ 群馬県 TRC PANAMAREDS

685 1400663 西尾 隼 ﾆｼｵ ｼｭﾝ 愛知県 DESTRA

686 1300441 倉田 裕之 ｸﾗﾀ ﾋﾛﾕｷ 愛知県 DESTRA

687 1402110 近藤　 尚弥 ｺﾝﾄﾞｳ ﾅｵﾔ 愛知県 DENSO RACING

688 1300599 馬淵 誠也 ｳﾏﾌﾞﾁ ｾｲﾔ 愛知県 DENSO RACING

689 JBDNR02 岩間 祐治 ｲﾜﾏ ﾕｳｼﾞ 愛知県 DENSO RACING

690 1301577 岡本 晃太朗 ｵｶﾓﾄ ｺｳﾀﾛｳ 神奈川 東海大学自転車部

691 1101261 北見 涼 ｷﾀﾐ ﾘｮｳ 神奈川 TOKYO VENTOS

692 1301663 石原 悠希 ｲｼﾊﾗ ﾕｳｷ 栃木県 栃木県立真岡工業高等学校自転車競技部

693 1400850 室 慎也 ﾑﾛ ｼﾝﾔ 石川県 トンデモクラブ ＣＳＫＡＧＡ

694 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

695 1400422 川島 雅孝 ｶﾜｼﾏ ﾏｻﾀｶ 東京都 なるしまフレンド

696 1400410 赤塚 宏 ｱｶﾂｶ ﾋﾛｼ 東京都 なるしまフレンド

697 1300197 北島 潤一 ｷﾀｼﾞﾏ ｼﾞｭﾝｲﾁ 神奈川 なるしまフレンド

698 1201484 丸山 雅樹 ﾏﾙﾔﾏ ﾏｻｷ 東京都 なるしまフレンド

699 1401554 三井 宏弥 ﾐﾂｲ ﾋﾛﾔ 東京都 なるしまフレンド

700 JBNFE08 平野 啓介 ﾋﾗﾉ ｹｲｽｹ 東京都 なるしまフレンド

701 0700526 置田 孝裕 ｵｷﾀ ﾀｶﾋﾛ 東京都 なるしまフレンド

702 1200411 酒井 宏幸 ｻｶｲ ﾋﾛﾕｷ 群馬県 HARP Racing Club

703 1400624 角谷 文章 ｶﾄﾞﾔ ﾌﾐｱｷ 群馬県 HARP Racing Club

704 1000441 大谷 栄 ｵｵﾀﾆ ｻｶｴ 群馬県 HARP Racing Club

705 1400890 鈴木 悦生 ｽｽﾞｷ ｴﾂｵ 神奈川 HAMMER!!BROS

706 1400416 澤川 伸雄 ｻﾜｶﾜ ﾉﾌﾞｵ 東京都 Piacere YAMA Racing

707 1300275 長嶋 文太 ﾅｶﾞｼﾏ ﾌﾞﾝﾀ 東京都 Piacere YAMA Racing

708 1200178 新田 和正 ﾆｯﾀ ｶｽﾞﾏｻ 東京都 Piacere YAMA Racing

709 JBPYR01 山田 秀邦 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾃﾞｸﾆ 東京都 Piacere YAMA Racing

710 1400415 天坂 信靖 ｱﾏｻｶ ﾉﾌﾞﾔｽ 東京都 Piacere YAMA Racing

711 1400854 笠松 正幸 ｶｻﾏﾂ ﾏｻﾕｷ 千葉県 BMレーシングZUNOW

712 1400853 稲村 博 ｲﾅﾑﾗ ﾋﾛｼ 千葉県 BMレーシングZUNOW

713 1400856 石川 浩之 ｲｼｶﾜ ﾋﾛﾕｷ 千葉県 BMレーシングZUNOW

714 1400855 鈴木 隆之 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾕｷ 千葉県 BMレーシングZUNOW

715 JBBMZ01 鈴木 進之介 ｽｽﾞｷ ｼﾝﾉｽｹ 千葉県 BMレーシングZUNOW

716 9700807 山口 洋平 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾖｳﾍｲ 千葉県 BMレーシングZUNOW

717 1001434 佐藤 貴彦 ｻﾄｳ ﾀｶﾋｺ 千葉県 BMレーシングZUNOW

718 JBBMZ02 山路 幸洋 ﾔﾏｼﾞ ﾕｷﾋﾛ 千葉県 BMレーシングZUNOW

719 1000022 徳野 拓史 ﾄｸﾉ ﾀｸｼ 埼玉県 BMレーシングZUNOW

720 1001761 三宅 大行 ﾐﾔｹ ﾀﾞｲｺｳ 東京都 Beach Racing

721 1000211 馬場 克行 ﾊﾞﾊﾞ ｶﾂﾕｷ 神奈川 HIRAKO.mode

722 0800332 成田 裕 ﾅﾘﾀ ﾕﾀｶ 神奈川 HIRAKO.mode

723 JBMOD01 淺井 岳仁 ｱｻｲ ﾀｹﾋﾄ 神奈川 HIRAKO.mode

724 JBVCF04 瀬戸 龍太 ｾﾄ ﾘｭｳﾀ 福岡県 VC Fukuoka 

725 1400772 宮田 琢視 ﾐﾔﾀ ﾀｸﾐ 滋賀県 ＦＵＫＡＤＡまじりんぐ
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726 JBMAJ02 野々口 久雄 ﾉﾉｸﾞﾁ ﾋｻｵ 滋賀県 ＦＵＫＡＤＡまじりんぐ

727 1400263 川口 諒人 ｶﾜｸﾞﾁ ﾘｮｳﾄ 栃木県 ブラウ・ブリッツェン

728 1100349 福島 康洋 ﾌｸｼﾏ ﾔｽﾋﾛ 栃木県 ブラウ・ブリッツェン

729 JBBBL05 金子 裕大 ｶﾈｺ ﾕｳﾀﾞｲ 栃木県 ブラウ・ブリッツェン

730 JBBBL04 菊地 優斗 ｷｸﾁ ﾕｳﾄ 栃木県 ブラウ・ブリッツェン

731 0500716 飯野 智行 ｲｲﾉ ﾄﾓﾕｷ 群馬県 ブラウ・ブリッツェン

732 JBBRT02 高橋 滉太郎 ﾀｶﾊｼ ｺｳﾀﾛｳ 千葉県 Blanche Racing Team

733 1402170 藤田 拓也 ﾌｼﾞﾀ ﾀｸﾔ 埼玉県 Honda 栃木 JET

734 0901303 亀岡 晋也 ｶﾒｵｶ ｼﾝﾔ 愛媛県 masahikomifune.com CyclingTeam

735 1400044 小寺 啓介 ｺﾃﾗ ｹｲｽｹ 大阪府 masahikomifune.com CyclingTeam

736 1501141 渡邊 悠太 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾀ 三重県 MAX SPEED 97 GOKISO

737 1400785 山口 和範 ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｽﾞﾉﾘ 三重県 MAX SPEED 97 GOKISO

738 1501140 星 育実 ﾎｼ ｲｸﾐ 三重県 MAX SPEED 97 GOKISO

739 0500199 山藤 健二 ﾔﾏﾌｼﾞ ｹﾝｼﾞ 大阪府 MUUR zero Velofutur

740 1200406 佐合 貴行 ｻｺﾞｳ ﾀｶﾕｷ 愛知県 ユーロード レーシング

741 JBUNT06 平野 秀一郎 ﾋﾗﾉ ｼｭｳｲﾁﾛｳ 茨城県 Unity

742 JBUNT02 仲沢 周一 ﾅｶｻﾞﾜ ｼｭｳｲﾁ 茨城県 Unity

743 JBUNT05 佐藤 圭司 ｻﾄｳ ｹｲｼﾞ 茨城県 Unity

744 1001433 松本 寛史 ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾛｼ 福島県 Unity

745 JBUNT03 山倉 朋之 ﾔﾏｸﾗ ﾄﾓﾕｷ 茨城県 Unity

746 JBUNT01 蛭田 隆司 ﾋﾙﾀ ﾀｶｼ 茨城県 Unity

747 JBUNT07 佐藤 壽晃 ｻﾄｳ ﾄｼｱｷ 茨城県 Unity

748 JBYSU05 福吉 紳悟 ﾌｸﾖｼ ｼﾝｺﾞ 神奈川 YOKOSUKA UNO RACING

749 JBRDF03 川西 晃 ｶﾜﾆｼ ｱｷﾗ － RIDE Freaks

750 JBBRZ03 金田 隆司 ｶﾈﾀﾞ ﾀｶｼ 愛知県 RITCHEY BREZZAカミハギRT

751 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

752 0600125 岡野 賢司 ｵｶﾉ ｹﾝｼﾞ 栃木県 ﾘﾍﾞﾙﾀｽTOCHIGI BICYCLE CLUB

753 9700528 横田 正美 ﾖｺﾀ ﾏｻﾐ 栃木県 ﾘﾍﾞﾙﾀｽTOCHIGI BICYCLE CLUB

754 JBTBC01 布施 知洋 ﾌｾ ﾄﾓﾋﾛ 埼玉県 ﾘﾍﾞﾙﾀｽTOCHIGI BICYCLE CLUB

755 JBRCT01 間所 智幸 ﾏﾄﾞｺﾛ ﾄﾓﾕｷ 滋賀県 Ring×2 Cycling Team

756 1501559 高橋 幸也 ﾀｶﾊｼ ﾕｷﾔ 神奈川 Racing CUBE

757 1402069 窪田 墾 ｸﾎﾞﾀ ﾂﾄﾑ 愛知県 Ｙ’ｓ Ｒｏａｄ

758 1500192 白井 真人 ｼﾗｲ ﾏｻﾄ 東京都 Ｙ’ｓ Ｒｏａｄ

759 1101583 金井 光春 ｶﾅｲ ﾐﾂﾊﾙ 埼玉県 Ｙ’ｓ Ｒｏａｄ

760 JBTMY01 大島 浩明 ｵｵｼﾏ ﾋﾛｱｷ 千葉県 Ｙ’ｓ Ｒｏａｄ

761 JBTMY06 水野 裕也 ﾐｽﾞﾉ ﾕｳﾔ 愛知県 Ｙ’ｓ Ｒｏａｄ

762 1300201 今井 明 ｲﾏｲ ｱｷﾗ 神奈川 Ｙ’ｓ Ｒｏａｄ

763 JBTMY09 阪井 那由多 ｻｶｲ ﾅﾕﾀ 愛知県 Ｙ’ｓ Ｒｏａｄ

764 JBTMY04 木幡 海音 ｺﾊﾀ ｶｲﾈ 東京都 Ｙ’ｓ Ｒｏａｄ

765 1200535 板敷 国光 ｲﾀｼｷ ｸﾆﾐﾂ 東京都 輪千レーシングチーム

766 1000597 高橋 良典 ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳｽｹ 東京都 輪千レーシングチーム

767 JBWCU02 竹内 貴紀 ﾀｹｳﾁ ﾀｶﾉﾘ 千葉県 湾岸サイクリング・ユナイテッド

768 JBWCU03 石塚 将人 ｲｼﾂﾞｶ ﾏｻﾄ 千葉県 湾岸サイクリング・ユナイテッド

769 JBWCU07 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

770 JBWCU10 折橋 孝治 ｵﾘﾊｼ ｺｳｼﾞ 千葉県 湾岸サイクリング・ユナイテッド
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【クラスタ：F　レースレーティング：Fh 】  17名 2015.06.15.

No. 選手ID 選手名 ｶﾅ 地域 ﾁｰﾑ名
801 1101621 大谷 梢 ｵｵﾀﾆ ｺｽﾞｴ 神奈川 湘南ベルマーレサイクル

802 1000382 角尾 恵 ｽﾐｵ ﾒｸﾞﾐ 東京都 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ

803 1300562 松田 百合子 ﾏﾂﾀﾞ ﾕﾘｺ 神奈川 竹芝サイクルレーシング

804 1200092 苅田 磨己 ｶﾘﾀ ﾏﾐ 神奈川 竹芝サイクルレーシング

805 1100515 前島 律子 ﾏｴｼﾞﾏ ﾘﾂｺ 東京都 チバポンズ

806 1301063 西形 舞 ﾆｼｶﾀ ﾏｲ 群馬県 TRC PANAMAREDS

807 1400634 高瀬 英子 ﾀｶｾ ｴｲｺ 群馬県 TRC PANAMAREDS

808 1400413 今井 みち子 ｲﾏｲ ﾐﾁｺ 東京都 なるしまフレンド

809 0800583 安田 朋子 ﾔｽﾀﾞ ﾄﾓｺ 東京都 なるしまフレンド

810 1201405 樫木 祥子 ｶｼｷ ｼｮｳｺ 東京都 Neilpryde - Nanshin Subaru Cycling 駒澤大学

811 0401441 智野 真央 ﾁﾉ ﾏｵ 東京都 Neilpryde - Nanshin Subaru Cycling 駒澤大学

812 JBNMF03 Dos Santos Sandra ﾄﾞｽｻﾝﾄｽ ｻﾝﾄﾞﾗ FRANCE Neilpryde - Nanshin Subaru Cycling 駒澤大学

813 1301645 新屋 瑛里 ｼﾝﾔ ｴﾘ 東京都 Neilpryde - Nanshin Subaru Cycling 駒澤大学

814 JBFTS02 伊藤 圭菜子 ｲﾄｳ ｶﾅｺ 神奈川 フィッツ

815 9700733 西 加南子 ﾆｼ ｶﾅｺ 千葉県 LUMINARIA

816 JBLUM02 石川 恵 ｲｼｶﾜ ﾒｸﾞﾐ 東京都 LUMINARIA

817 1402326 長谷川 綾 ﾊｾｶﾞﾜ ｱﾔ 東京都 LUMINARIA
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