
【Jエリートツアー】 21チーム　100名 2017.05.25

No. 選手ID 選手名 ｶﾅ 登録地 ﾁｰﾑ名

301 0400165 小嶋 元 ｺｼﾞﾏ ﾊｼﾞﾒ 愛知県 イナーメ信濃山形-EFT

302 1100404 香川 博 ｶｶﾞﾜ ﾋﾛｼ 長野県 イナーメ信濃山形-EFT

303 9701178 筧 五郎 ｶｹｲ ｺﾞﾛｳ 愛知県 イナーメ信濃山形-EFT

304 9702003 岸本 伊織 ｷｼﾓﾄ ｲｵﾘ 愛知県 イナーメ信濃山形-EFT

305 1700359 入谷 康視 ｲﾘﾀﾆ ﾔｽｼ 愛知県 イナーメ信濃山形-EFT

306 0500349 井上 人志 ｲﾉｳｴ ﾋﾄｼ 大阪府 VC VELOCE－Ａ

307 0800652 辻 邦浩 ﾂｼﾞ ｸﾆﾋﾛ 京都府 VC VELOCE－Ａ

308 1301620 浜田 健志 ﾊﾏﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 大阪府 VC VELOCE－Ａ

309 0500351 鎌谷 哲也 ｶﾏﾀﾆ ﾃﾂﾔ 大阪府 VC VELOCE－Ａ

310 9700734 井上 登士哉 ｲﾉｳｴ ﾄｼﾔ 愛媛県 VC VELOCE－Ｂ

311 9701872 近藤 智彦 ｺﾝﾄﾞｳ ﾄﾓﾋｺ 大阪府 VC VELOCE－Ｂ

312 0200002 猪又 靖 ｲﾉﾏﾀ ｷﾖｼ 北海道 VC VELOCE－Ｂ

313 0800194 上田 貴史 ｳｴﾀﾞ ﾀｶｼ 大阪府 VC VELOCE－Ｂ

314 0200198 村田 隆 ﾑﾗﾀ ﾀｶｼ 長野県 快レーシング

315 1100420 小山 雄司 ｺﾔﾏ ﾕｳｼﾞ 長野県 快レーシング

316 0900227 鮎澤 誠治 ｱｲｻﾞﾜ ｾｲｼﾞ 長野県 快レーシング

317 1702380 小林 義博 ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｼﾋﾛ 長野県 快レーシング

318 1301434 森田 和也 ﾓﾘﾀ ｶｽﾞﾔ 京都府 KINAN AACA

319 1502738 福田 伸考 ﾌｸﾀﾞ ﾉﾌﾞﾀｶ 三重県 KINAN AACA

320 1100603 畑中 滋 ﾊﾀﾅｶ ｼｹﾞﾙ 三重県 KINAN AACA

321 0900382 近藤 良亮 ｺﾝﾄﾞｳ ﾘｮｳｽｹ 愛知県 KINAN AACA

322 1700583 稲垣 善信 ｲﾅｶﾞｷ ﾖｼﾉﾌﾞ 愛知県 KINAN AACA

323 1700081 伴 崇史 ﾊﾞﾝ ﾀｶｼ 愛知県 KINAN AACA

324 0800118 岸本 侑大 ｷｼﾓﾄ ﾕｷﾋﾛ 茨城県 GROWING Racing Team

325 9900113 高橋 利明 ﾀｶﾊｼ ﾄｼｱｷ 茨城県 GROWING Racing Team

326 1501424 菅谷 照生 ｽｶﾞﾔ ﾃﾙｷ 山梨県 GROWING Racing Team

327 1600308 大内 淳司 ｵｵｳﾁ ｱﾂｼ 茨城県 GROWING Racing Team

328 1502415 古谷 寛世 ﾌﾙﾔ ｶﾝｾｲ 茨城県 GROWING Racing Team

329 1301407 山崎 昌宣 ﾔﾏｻﾞｷ ｱｷﾉﾘ 大阪府 CWASPアタリ前田

330 1500414 谷口 勝 ﾀﾆｸﾞﾁ ｼｮｳ 大阪府 CWASPアタリ前田

331 1300266 本田 博 ﾎﾝﾀﾞ ﾋﾛｼ 大阪府 CWASPアタリ前田

332 1200585 田川 寛明 ﾀｶﾞﾜ ﾋﾛｱｷ 大阪府 CWASPアタリ前田

333 1500658 早川 智哉 ﾊﾔｶﾜ ﾄﾓﾔ 大阪府 CWASPアタリ前田

334 1200432 松木 雄介 ﾏﾂｷ ﾕｳｽｹ 大阪府 CWASPアタリ前田

335 1600068 中川 直樹 ﾅｶｶﾞﾜ ﾅｵｷ 静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

336 1402063 岡 理裕 ｵｶ ﾏｻﾋﾛ 静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

337 1300015 藤田 康祐 ﾌｼﾞﾀ ｺｳｽｹ 静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

338 1300031 増田 弘誠 ﾏｽﾀﾞ ﾋﾛﾅｶﾞ 静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

339 0900006 杉原 和剛 ｽｷﾞﾊﾗ ｶｽﾞﾋｻ 静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

340 1300085 榊原 俊介 ｻｶｷﾊﾞﾗ ｼｭﾝｽｹ 静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

341 1700750 若代 健 ﾜｶｼﾛ ﾀｹｼ 大阪府 TEAM all out

342 1600006 石橋 征司 ｲｼﾊﾞｼ ｾｲｼﾞ 大阪府 TEAM all out

343 1502521 磯田 友賀 ｲｿﾀﾞ ﾄﾓｶｽﾞ 京都府 TEAM all out

344 1700657 中田 圭亮 ﾅｶﾀ ｹｲｽｹ 大阪府 TEAM all out

345 1502740 高田 幸朗 ﾀｶﾀﾞ ﾕｷｵ 京都府 TEAM all out
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346 0701230 岡本 康太郎 ｵｶﾓﾄ ｺｳﾀﾛｳ 和歌山 TEAM SANREMO

347 1601622 野間田 一浩 ﾉﾏﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 和歌山 TEAM SANREMO

348 1600157 畑上 壽太 ﾊﾀｶﾞﾐ ﾋｻﾀ 和歌山 TEAM SANREMO

349 1600158 菟田 竜一 ｳﾀﾞ ﾘｭｳｲﾁ 和歌山 TEAM SANREMO

350 1700849 長谷川 裕之 ﾊｾｶﾞﾜ ﾋﾛﾕｷ 和歌山 TEAM SANREMO

351 1700107 木野 恵太 ｷﾉ ｹｲﾀ 和歌山 TEAM SANREMO

352 0600061 清水 太己 ｼﾐｽﾞ ｵｵｺ 東京都 Team Eurasia - IRC TIRE

353 1100567 大町 健斗 ｵｵﾏﾁ ｹﾝﾄ 広島県 Team Eurasia - IRC TIRE

354 1101876 花田 聖誠 ﾊﾅﾀﾞ ｷﾖﾏｻ 東京都 Team Eurasia - IRC TIRE

355 1300906 鳴海 颯 ﾅﾙﾐ ｿｳ 東京都 Team Eurasia - IRC TIRE

356 1401047 瀧山 里玖 ﾀｷﾔﾏ ﾘｸ 京都府 Team Eurasia - IRC TIRE

357 1400603 吉岡 拓也 ﾖｼｵｶ ﾀｸﾔ 福井県 Team Eurasia - IRC TIRE

358 1100633 西村 幸大 ﾆｼﾑﾗ ｺｳﾀﾞｲ 愛知県 DENSO RACING

359 1201123 梶野 秀忠 ｶｼﾞﾉ ﾋﾃﾞﾀﾀﾞ 愛知県 DENSO RACING

360 1200845 秋田 和彦 ｱｷﾀ ｶｽﾞﾋｺ 愛知県 DENSO RACING

361 1300518 坂井 克行 ｻｶｲ ｶﾂﾕｷ 愛知県 DENSO RACING

362 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

363 9701689 福田 透 ﾌｸﾀﾞ ﾄｵﾙ 滋賀県 ナカガワＡＳ・Ｋ’デザイン

364 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

365 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

366 1100042 早瀬 憲太郎 ﾊﾔｾ ｹﾝﾀﾛｳ 神奈川 日本ろう自転車競技協会

367 1402092 川野 健太 ｶﾜﾉ ｹﾝﾀ 東京都 日本ろう自転車競技協会

368 9801564 小笠原 崇裕 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾀｶﾋﾛ 東京都 日本ろう自転車競技協会

369 1001244 宮田 大 ﾐﾔﾀ ﾀﾞｲ 東京都 日本ろう自転車競技協会

370 0700340 寺崎 武郎 ﾃﾗｻｷ ﾀｹﾛｳ 福井県 バルバレーシングクラブ

371 1100414 濱野 克悠 ﾊﾏﾉ ｶﾂﾕｷ 富山県 バルバレーシングクラブ

372 1502532 西尾 洋介 ﾆｼｵ ﾖｳｽｹ 富山県 バルバレーシングクラブ

373 1502464 齋藤 友一 ｻｲﾄｳ ﾕｳｲﾁ 福井県 バルバレーシングクラブ

374 1600413 長田 華山 ﾅｶﾞﾀ ｶｻﾞﾝ 栃木県 ブラウ・ブリッツェン

375 1400265 野宮 一朗 ﾉﾐﾔ ｲﾁﾛｳ 栃木県 ブラウ・ブリッツェン

376 1602084 海藤 颯 ｶｲﾄﾞｳ ﾊﾔﾃ 栃木県 ブラウ・ブリッツェン

377 1600445 平塚 佑亮 ﾋﾗﾂｶ ﾕｳｽｹ 栃木県 ブラウ・ブリッツェン

378 1700557 松崎 琢仁 ﾏﾂｻﾞｷ ﾀｸﾐ 栃木県 ブラウ・ブリッツェン

379 1602074 半田 子竜 ﾊﾝﾀﾞ ｼﾘｭｳ 栃木県 ブラウ・ブリッツェン

380 1100857 日野 竜嘉 ﾋﾉ ﾀﾂﾖｼ 愛媛県 ボンシャンス

381 1602190 竹内 成 ﾀｹｳﾁ ﾅﾙ 香川県 ボンシャンス

382 1700368 高田 玲 ﾀｶﾀ ﾚｲ 岡山県 ボンシャンス

383 1502775 古川 裕真 ﾌﾙｶﾜ ﾕｳﾏ 静岡県 ボンシャンス

384 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

385 0800037 岡田 章 ｵｶﾀﾞ ｱｷﾗ 静岡県 ミソノイレーシングチーム

386 1500047 吉田 雅 ﾖｼﾀﾞ ﾏｻｼ 静岡県 ミソノイレーシングチーム

387 0900717 高井 啓吾 ﾀｶｲ ｹｲｺﾞ 静岡県 ミソノイレーシングチーム

388 1400148 福田 圭晃 ﾌｸﾀﾞ ﾖｼｱｷ 神奈川 横浜高校自転車競技部

389 1402251 白石 光 ｼﾗｲｼ ﾋｶﾙ 神奈川 横浜高校自転車競技部

390 1602022 吉田 光希 ﾖｼﾀﾞ ｺｳｷ 神奈川 横浜高校自転車競技部

391 1500238 五十嵐 洸太 ｲｶﾗｼ ｺｳﾀ 神奈川 横浜高校自転車競技部
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392 0601352 織田 聖 ｵﾀﾞ ﾋｼﾞﾘ 埼玉県 弱虫ペダル サイクリングチーム

393 0800607 前田 公平 ﾏｴﾀﾞ ｺｳﾍｲ 東京都 弱虫ペダル サイクリングチーム

394 1001103 長塚 寿生 ﾅｶﾞﾂｶ ﾄｼｷ 茨城県 弱虫ペダル サイクリングチーム

395 0600054 大場 政登志 ｵｵﾊﾞ ﾏｻﾄｼ 茨城県 弱虫ペダル サイクリングチーム

396 1502178 赤荻 秀弥 ｱｶｵｷﾞ ｼｭｳﾔ 栃木県 弱虫ペダル サイクリングチーム

397 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

398 1101715 飯嶋 睦 ｲｲｼﾞﾏ ﾑﾂﾐ 千葉県 湾岸サイクリング・ユナイテッド

399 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

400 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

3/3


