
【クラスタ︓E3決勝1組】 66名 スタート時間 15︓15 2017.04.19
No. 選手ID 選手名 ｶﾅ 登録地 ﾁｰﾑ名
601 JB17004 鎌田 真輝 ｶﾏﾀ ﾏｻﾊﾙ － アーティファクトレーシングチーム
603 1100198 岩崎 基規 ｲﾜｻｷ ﾓﾄﾉﾘ 埼玉県 ACQUA TAMA
607 JB17532 川島 悠甫 ｶﾜｼﾏ ﾕｳｽｹ 東京都 あらかわZoo Racing
610 1600311 原田 健 ﾊﾗﾀﾞ ﾀｹｼ 茨城県 ＷＥ ＬＯＶＥ Ｏ２
612 1600309 小暮 智和 ｺｸﾞﾚ ﾄﾓｶｽﾞ 茨城県 ＷＥ ＬＯＶＥ Ｏ２
615 JB17097 高橋 勇二 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｼﾞ 茨城県 ウィンディー筑波
623 1600999 岩⾕ 龍成 ｲﾜﾔ ﾘｭｳｾｲ 茨城県 エクストリームつくば
627 JB17611 石川 遼 ｲｼｶﾜ ﾘｮｳ 栃木県 FM730
629 1301405 本田 ⻯介 ﾎﾝﾀﾞ ﾘｭｳｽｹ 新潟県 F(t)麒麟⼭ Racing
631 1600450 上⻄ 宏治 ｳｴﾆｼ ｺｳｼﾞ 千葉県 オッティモ・JMSDF下総
633 JB17143 ⼭崎 遼大 ﾔﾏｻﾞｷ ﾘｮｳﾀ 栃木県 OYAMA STARPLEX
636 1602035 今村 雄基 ｲﾏﾑﾗ ﾕｳｷ 茨城県 オンザロード
640 1602266 須藤 実 ｽﾄﾞｳ ﾐﾉﾙ 福島県 グランディヴェルレーシングチーム
642 JB17031 新井 良平 ｱﾗｲ ﾘｮｳﾍｲ 東京都 グランディヴェルレーシングチーム
644 9702810 高梨 真幸⼈ ﾀｶﾅｼ ﾏｺﾄ 茨城県 GROWING Racing Team
646 JB17195 冨田 博昭 ﾄﾐﾀ ﾋﾛｱｷ 石川県 ケッヘルブイシースプートニク
649 JB17411 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
651 1600750 阿部 直幸 ｱﾍﾞ ﾅｵﾕｷ 神奈川 サイクルフリーダム・レーシング
654 JB17305 井出 貴士 ｲﾃﾞ ﾀｶｼ 埼玉県 サイタマサイクルプロジェクト
656 JB17681 鷲野 向一 ﾜｼﾉ ｺｳｲﾁ 埼玉県 彩北ツブラーゼ
662 JB17423 皆川 孝 ﾐﾅｶﾞﾜ ﾀｹｼ 新潟県 サガミレーシング
666 1601220 ⻑澤 渉 ﾅｶﾞｻﾜ ﾜﾀﾙ 東京都 GSエバーウィン
669 1500658 早川 智哉 ﾊﾔｶﾜ ﾄﾓﾔ 大阪府 CWASPアタリ前田
671 1502251 杉⼭ 司 ｽｷﾞﾔﾏ ﾂｶｻ 栃木県 じてんしゃの杜
674 JB17671 ⼭賀 裕太 ﾔﾏｶﾞ ﾕｳﾀ 東京都 Squadra di LAVORANTE
677 1400713 梶原 康平 ｶｼﾞﾜﾗ ｺｳﾍｲ 千葉県 SPACE DEVOTION
681 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
687 1600206 福田 雄斗 ﾌｸﾀﾞ ﾕｳﾄ 神奈川 Team BFY Racing
691 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
693 1600434 堀 隆博 ﾎﾘ ﾀｶﾋﾛ ⼭梨県 チーム・コバリン
702 1500650 高田 昌秀 ﾀｶﾀﾞ ﾖｼﾋﾃﾞ 奈良県 Team まんま
708 1600332 佐藤 駿 ｻﾄｳ ｼｭﾝ 群馬県 TRC PANAMAREDS
716 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
719 1001402 ⾕口 義典 ﾔｸﾞﾁ ﾖｼﾉﾘ 茨城県 なるしまフレンド
723 1600645 高森 史弥 ﾀｶﾓﾘ ﾌﾐﾋﾛ 神奈川 HAMMER!!BROS
726 1502531 松井 大地 ﾏﾂｲ ﾀﾞｲﾁ 富⼭県 バルバレーシングクラブ
729 1600226 田中 雄介 ﾀﾅｶ ﾕｳｽｹ 東京都 FORCE
731 JB17562 桶野 純平 ｵｹﾉ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 東京都 FORCE
734 1602074 半田 ⼦⻯ ﾊﾝﾀﾞ ｼﾘｭｳ 栃木県 ブラウ・ブリッツェン
740 1500234 高橋 滉太郎 ﾀｶﾊｼ ｺｳﾀﾛｳ 東京都 Blanche Racing Team
743 JB17370 末澤 正太郎 ｽｴｻﾞﾜ ｼｮｳﾀﾛｳ 愛知県 BREZZA-KAMIHAGI
746 JB17121 岩間 来空 ｲﾜﾏ ﾗｲｸ 北海道 ボンシャンス
752 1200156 天春 雄也 ｱﾏｶﾞｽ ﾕｳﾔ 三重県 MAX SPEED 97
756 JB16561 ⻑⾕川 祐介 ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｳｽｹ 東京都 MIVRO
768 1600392 海⽼原 一久 ｴﾋﾞﾊﾗ ｶｽﾞﾋｻ 栃木県 RIDE Freaks
772 JB17677 加藤 隆秀 ｶﾄｳ ﾀｶﾋﾃﾞ 神奈川 Racing CUBE
774 JB17550 菊川 実紀 ｷｸｶﾞﾜ ﾐﾉﾘ 東京都 Roppongi Express
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777 JB17376 小川 亮 ｵｶﾞﾜ ﾘｮｳ 千葉県 湾岸サイクリング・ユナイテッド
779 1602419 高橋 伸明 ﾀｶﾊｼ ﾉﾌﾞｱｷ 茨城県 イナーメ信濃⼭形-EFT
781 1601898 藤川 凌 ﾌｼﾞｶﾜ ﾘｮｳ 栃木県 FM730
783 0701623 福田 真也 ﾌｸﾀﾞ ｼﾝﾔ 栃木県 FM730
785 JB17682 川久保 大海 ｶﾜｸﾎﾞ ﾋﾛﾐ 埼玉県 彩北ツブラーゼ
787 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
789 1001898 坂藤 高 ｻｶﾄｳ ﾀｶｼ 埼玉県 大福屋
791 JB17071 藤原 一仁 ﾌｼﾞﾜﾗ ｶｽﾞﾋﾄ 静岡県 TEAM ZERO
793 1500051 牧野 弘典 ﾏｷﾉ ﾋﾛﾉﾘ 静岡県 TEAM ZERO
795 1200411 酒井 宏幸 ｻｶｲ ﾋﾛﾕｷ 群馬県 TRC PANAMAREDS
797 1000020 石井 庸義 ｲｼｲ ﾉﾌﾞﾖｼ 千葉県 BMレーシングZUNOW
799 JB17377 臼倉 健一 ｳｽｸﾗ ｹﾝｲﾁ 千葉県 BMレーシングZUNOW
801 JB17055 本田 将矢 ﾎﾝﾀﾞ ﾏｻﾔ 栃木県 ブラウ・ブリッツェン
803 1400147 廣勢 翔太 ﾋﾛｾ ｼｮｳﾀ 愛媛県 Blanche Racing Team
805 0900835 石渕 哲 ｲｼﾌﾞﾁ ｻﾄｼ 茨城県 Honda 栃木 JET
807 1600314 磯崎 直樹 ｲｿｻﾞｷ ﾅｵｷ 茨城県 Unity
809 1201659 大塚 慎一 ｵｵﾂｶ ｼﾝｲﾁ 茨城県 RIDE Freaks
811 9700528 横田 正美 ﾖｺﾀ ﾏｻﾐ 栃木県 ﾘﾍﾞﾙﾀｽTOCHIGI BICYCLE CLUB
814 1602529 白崎 剛 ｼﾗｻｷ ﾂﾖｼ 福井県 バルバレーシングクラブ
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【クラスタ︓E3決勝2組】 65名 スタート時間 15︓55 2017.04.19
No. 選手ID 選手名 ｶﾅ 登録地 ﾁｰﾑ名
602 JB17006 羽上田 明彦 ﾊｼﾞｮｳﾀﾞ ｱｷﾋｺ － アーティファクトレーシングチーム
605 1300862 清水 昇 ｼﾐｽﾞ ﾉﾎﾞﾙ 東京都 atelierFLEUVE Racing
609 1400004 石川 勇人 ｲｼｶﾜ ﾊﾔﾄ 静岡県 イナーメ信濃山形-EFT
611 1600310 ⻄井上 優作 ﾆｼｲｶﾞﾐ ﾕｳｻｸ 茨城県 ＷＥ ＬＯＶＥ Ｏ２
614 1602034 松井 大輝 ﾏﾂｲ ﾀﾞｲｷ 茨城県 ウィンディー筑波
621 JB17103 鈴⽊ 雄介 ｽｽﾞｷ ﾕｳｽｹ 千葉県 EXTENDED VAX SAYAMA
626 JB17617 清水 晃生 ｼﾐｽﾞ ｱｷｵ 栃⽊県 FM730
628 1600380 入江 達也 ｲﾘｴ ﾀﾂﾔ 栃⽊県 FM730
630 1100486 本図 範夫 ﾓﾄｽﾞ ﾉﾘｵ 千葉県 オッティモ・JMSDF下総
632 1001243 坂本 真吾 ｻｶﾓﾄ ｼﾝｺﾞ 栃⽊県 OYAMA STARPLEX
634 1602425 大和田 伸一 ｵｵﾜﾀﾞ ｼﾝｲﾁ 茨城県 オンザロード
638 1402287 井上 陽⼆郎 ｲﾉｳｴ ﾖｳｼﾞﾛｳ 東京都 GYOTOKU TEAM OF RACING
641 1600285 山田 貴一 ﾔﾏﾀﾞ ｷｲﾁ 東京都 グランディヴェルレーシングチーム
643 JB17030 田村 亮 ﾀﾑﾗ ﾘｮｳ 東京都 グランディヴェルレーシングチーム
645 JB17197 中川 真也 ﾅｶｶﾞﾜ ｼﾝﾔ 石川県 ケッヘルブイシースプートニク
648 1201605 ⼩林 直貴 ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵｷ 東京都 CORSA Pelucchi
650 JB17213 波田野 達 ﾊﾀﾉ ｲﾀﾙ 千葉県 サイクルフリーダム・レーシング
652 JB17250 ⻄石垣 誠友 ﾆｼｲｼｶﾞｷ ｾｲﾕｳ 千葉県 サイクルフリーダム・レーシング
655 1600397 宮森 隆幸 ﾐﾔﾓﾘ ﾀｶﾕｷ 栃⽊県 彩北ツブラーゼ
661 1101633 沼 幸夫 ﾇﾏ ﾕｷｵ 新潟県 サガミレーシング
665 JB17410 清水 英樹 ｼﾐｽﾞ ﾋﾃﾞｷ － GSエバーウィン
668 1600281 齋藤 康平 ｻｲﾄｳ ｺｳﾍｲ 東京都 GSエバーウィン
670 JB17036 松村 ⻑人 ﾏﾂﾑﾗ ﾅｶﾞﾄ 奈良県 ZIPPY CYCLE CLUB
672 1602486 瀬田 昌彦 ｾﾀ ﾏｻﾋｺ 埼玉県 シャークアイランド
675 1101595 藤澤 浩 ﾌｼﾞｻﾜ ﾋﾛｼ 栃⽊県 ＳＵＢＡＲＵ ＲＴ
679 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
683 JB17323 坂元 伸⼆ ｻｶﾓﾄ ｼﾝｼﾞ 埼玉県 大福屋
689 JBTAR05 渡邉 敏 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾄｼ 神奈川 Team ARI
692 JB17366 齋藤 健太朗 ｻｲﾄｳ ｹﾝﾀﾛｳ 神奈川 チーム・ウォークライド
696 9700788 藤橋 亮 ﾌｼﾞﾊｼ ﾘｮｳ 千葉県 チーム・チェブロ
707 1600331 神⼾ 駿 ｶﾝﾍﾞ ｼｭﾝ 群馬県 TRC PANAMAREDS
709 JB17391 山中 学 ﾔﾏﾅｶ ﾏﾅﾌﾞ － TRC PANAMAREDS
718 1600254 佐々⽊ 智史 ｻｻｷ ｻﾄｼ 東京都 なるしまフレンド
722 JB17092 中村 勝彦 ﾅｶﾑﾗ ｶﾂﾋｺ － ⽇本ろう⾃転⾞競技協会
724 1601896 水谷 和正 ﾐｽﾞﾀﾆ ｶｽﾞﾏｻ 富山県 バルバレーシングクラブ
727 JB17256 中盛 大地 ﾅｶﾓﾘ ﾀﾞｲﾁ 富山県 バルバレーシングクラブ
730 JB17563 田村 元厚 ﾀﾑﾗ ﾕｷｱﾂ 東京都 FORCE
732 1600117 ⼟田 拓幸 ﾂﾁﾀﾞ ﾀｸﾕｷ 富山県 ＢＲＩＤＬＥＲ JD共済 OZ
736 JB17057 早津 大輔 ﾊﾔﾂ ﾀﾞｲｽｹ 栃⽊県 ブラウ・ブリッツェン
741 1301393 森 光流 ﾓﾘ ﾋｶﾙ 千葉県 Blanche Racing Team
744 1502191 ⼩澤 ⾼嶺 ｵｻﾞﾜ ﾀｶﾈ 神奈川 PROJECT-Y  
750 JB17318 菅谷 真⾏ ｽｶﾞﾔ ﾏｻﾕｷ 栃⽊県 Honda 栃⽊ JET
753 1600600 ⽮田 健太郎 ﾔﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 三重県 MAX SPEED 97
757 1600008 ⾼山 秀樹 ﾀｶﾔﾏ ﾋﾃﾞｷ 大阪府 MUUR zero Velofutur
771 9702882 吉池 司 ﾖｼｲｹ ﾂｶｻ 神奈川 Racing CUBE
773 1601337 中山 風 ﾅｶﾔﾏ ﾌｳ 神奈川 Racing CUBE
776 1301739 福山 碧斗 ﾌｸﾔﾏ ｱｵﾄ 東京都 湾岸サイクリング・ユナイテッド
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778 JB17003 韓 潤輝 ｶﾝ ｼﾞｭﾝｷ － アーティファクトレーシングチーム
780 1600232 安田 大希 ﾔｽﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 埼玉県 EXTENDED VAX SAYAMA
782 JB17619 大岩 充 ｵｵｲﾜ ﾐﾂﾙ 栃⽊県 FM730
784 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
786 1500305 下道 隆⼆ ｼﾓﾐﾁ ﾘｭｳｼﾞ 千葉県 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ
788 1000473 村山 優弥 ﾑﾗﾔﾏ ﾕｳﾔ ⻑野県 スワコレーシングチーム
790 1602414 吉澤 祐介 ﾖｼｻﾞﾜ ﾕｳｽｹ 東京都 Team SHIDO
792 JB17070 大石 忠寛 ｵｵｲｼ ﾀﾀﾞﾋﾛ 静岡県 TEAM ZERO
794 1600238 大谷 諭司 ｵｵﾀﾆ ｻﾄｼ 埼玉県 チバポンズ
796 JB17699 吉田 健太郎 ﾖｼﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 群馬県 TRC PANAMAREDS
798 1500713 鈴⽊ 進之介 ｽｽﾞｷ ｼﾝﾉｽｹ 千葉県 BMレーシングZUNOW
800 1500712 山路 幸洋 ﾔﾏｼﾞ ﾕｷﾋﾛ 千葉県 BMレーシングZUNOW
802 1600764 大澤 勇 ｵｵｻﾜ ｲｻﾑ 千葉県 Blanche Racing Team
804 JB17316 パク ジョンオン ﾊﾟｸ ｼﾞｮﾝｵﾝ 栃⽊県 Honda 栃⽊ JET
806 JB17317 飯島 康友 ｲｲｼﾞﾏ ﾔｽﾄﾓ 栃⽊県 Honda 栃⽊ JET
808 1500648 福吉 紳悟 ﾌｸﾖｼ ｼﾝｺﾞ 神奈川 YOKOSUKA UNO RACING
810 1300092 茂呂 彰 ﾓﾛ ｱｷﾗ 栃⽊県 RIDE Freaks
812 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

4/4


	day2E3-1
	day2E3-2



