
【クラスタ：E1　レースレーティング：B】 52名 2018.08.07

No. 選手ID 選手名 ｶﾅ 登録地 ﾁｰﾑ名

1 1000463 石井 祥平 ｲｼｲ ｼｮｳﾍｲ 神奈川 アーティファクトレーシングチーム

2 1700238 武井 裕 ﾀｹｲ ﾕｳ 神奈川 アーティファクトレーシングチーム

3 0701310 管 洋介 ｽｶﾞ ﾖｳｽｹ 茨城県 AVENTURA AIKOH VICTORIA RACING

4 1301908 山口 和来 ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｽﾞｷ 東京都 AVENTURA AIKOH VICTORIA RACING

5 1602084 海藤 颯 ｶｲﾄﾞｳ ﾊﾔﾃ 栃木県 ブラウ・ブリッツェン

6 1600451 木村 紀仁 ｷﾑﾗ ﾉﾘﾋﾄ 茨城県 ブラウ・ブリッツェン

7 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

8 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

9 1502782 森崎 健臣 ﾓﾘｻｷ ｹﾝｼﾝ 東京都 ブラウ・ブリッツェン

10 1001579 若林 幹夫 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾐｷｵ 栃木県 ブラウ・ブリッツェン

11 1500234 高橋 滉太郎 ﾀｶﾊｼ ｺｳﾀﾛｳ 東京都 Blanche Racing Team

12 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

13 0901567 阿部 宏之 ｱﾍﾞ ﾋﾛﾕｷ 宮城県 キャメル メンズ ギア

14 0500689 伊藤 敦弘 ｲﾄｳ ｱﾂﾋﾛ 宮城県 チバポンズ

15 1101304 手嶋 将大 ﾃｼﾞﾏ ﾏｻﾋﾛ 千葉県 EVERFiT RUDERZ

16 1500192 白井 真人 ｼﾗｲ ﾏｻﾄ 東京都 FORCE

17 1400141 長妻 暁 ﾅｶﾞﾂﾏ ｱｷﾗ 神奈川 FORCE

18 1600278 御堂 力哉 ﾐﾄﾞｳ ﾘｷﾔ 東京都 FORCE

19 1801200 元木 晶央 ﾓﾄｷ ｱｷｵ 東京都 FORCE

20 1602688 森栄 晃彦 ﾓﾘｻｶ ｱｷﾋｺ 岡山県 FORCE

21 1500217 八幡 光哉 ﾔﾊﾀ ﾐﾂﾔ 東京都 FORCE

22 9800367 吉川 勝 ﾖｼｶﾜ ﾏｻﾙ 茨城県 フィッツ

23 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

24 1000997 柳沼 龍佑 ﾔｷﾞﾇﾏ ﾘｭｳｽｹ 福島県 グランディヴェルレーシングチーム

25 1600308 大内 淳司 ｵｵｳﾁ ｱﾂｼ 茨城県 GROWING Racing Team

26 0800118 岸本 侑大 ｷｼﾓﾄ ﾕｷﾋﾛ 茨城県 GROWING Racing Team

27 9900113 高橋 利明 ﾀｶﾊｼ ﾄｼｱｷ 茨城県 GROWING Racing Team

28 1101882 青山 高士 ｱｵﾔﾏ ﾀｶﾋﾄ 宮城県 ハヤサカサイクルレーシングチーム

29 1402116 木村 豊 ｷﾑﾗ ﾕﾀｶ 宮城県 ハヤサカサイクルレーシングチーム

30 1602258 斉藤 侑生 ｻｲﾄｳ ﾕｳｷ 宮城県 ハヤサカサイクルレーシングチーム

31 1500560 舘岡 賢弥 ﾀﾃｵｶ ﾀｶﾋﾛ 茨城県 ハヤサカサイクルレーシングチーム

32 1001745 畠山 和也 ﾊﾀｹﾔﾏ ｶｽﾞﾔ 宮城県 ハヤサカサイクルレーシングチーム

33 1500415 島立 孫行 ｼﾏﾀﾞﾃ ﾏｺﾞﾕｷ 栃木県 Honda 栃木 JET

34 1502777 生田目 修 ﾅﾏﾀﾒ ｵｻﾑ 栃木県 イナーメ信濃山形-EFT

35 1200351 小峰 大丞 ｺﾐﾈ ﾀﾞｲｽｹ 栃木県 My Pace Cycling

36 1501424 菅谷 照生 ｽｶﾞﾔ ﾃﾙｷ 山梨県 なるしまフレンド

37 0301731 金田 一 ｶﾈﾀﾞ ﾊｼﾞﾒ 茨城県 OYAMA STARPLEX

38 1100689 丸田 友之 ﾏﾙﾀ ﾄﾓﾕｷ 東京都 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ

39 1700503 川久保 大海 ｶﾜｸﾎﾞ ﾋﾛﾐ 埼玉県 彩北ツブラーゼ

40 1700502 鷲野 向一 ﾜｼﾉ ｺｳｲﾁ 埼玉県 彩北ツブラーゼ

41 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

42 1101875 藤田 涼平 ﾌｼﾞﾀ ﾘｮｳﾍｲ 埼玉県 サイタマサイクルプロジェクト

43 9901846 大倉 健一 ｵｵｸﾗ ｹﾝｲﾁ 東京都 セオレーシング

44 9700503 小口 英之 ｺｸﾞﾁ ﾋﾃﾞﾕｷ 栃木県 ﾘﾍﾞﾙﾀｽTOCHIGI BICYCLE CLUB

45 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

46 0400296 渋谷 秀俊 ｼﾌﾞﾔ ﾋﾃﾞﾄｼ 山形県 クラブ二輪倶

47 1502190 齋藤 寛太 ｻｲﾄｳ ｶﾝﾀ 茨城県 ウィンディー筑波
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48 1500253 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

49 1300216 石橋 利晃 ｲｼﾊﾞｼ ﾄｼｱｷ 千葉県 湾岸サイクリング・ユナイテッド

50 1600457 嶋津 翔天 ｼﾏﾂﾞ ｹﾝﾀ 千葉県 湾岸サイクリング・ユナイテッド

51 0500821 山口 史明 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾌﾐｱｷ 千葉県 湾岸サイクリング・ユナイテッド

52 1402251 白石 光 ｼﾗｲｼ ﾋｶﾙ 神奈川 横浜高校自転車競技部
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【クラスタ：E2　レースレーティング：C】 30名 2018.08.07

No. 選手ID 選手名 ｶﾅ 登録地 ﾁｰﾑ名

101 1501125 吉野 拓海 ﾖｼﾉ ﾀｸﾐ 東京都 アーティファクトレーシングチーム

102 1700556 浅野 涼太 ｱｻﾉ ﾘｮｳﾀ 栃木県 ブラウ・ブリッツェン

103 1800308 鈴木 道也 ｽｽﾞｷ ﾐﾁﾔ 栃木県 ブラウ・ブリッツェン

104 1400772 宮田 琢視 ﾐﾔﾀ ﾀｸﾐ 栃木県 ブラウ・ブリッツェン

105 1301393 森 光流 ﾓﾘ ﾋｶﾙ 千葉県 Blanche Racing Team

106 1702813 阿部 翔太 ｱﾍﾞ ｼｮｳﾀ 宮城県 キャメル メンズ ギア

107 0900141 今野 勲 ｺﾝﾉ ｲｻｵ 宮城県 キャメル メンズ ギア

108 1600570 佐藤 拓実 ｻﾄｳ ﾀｸﾐ 宮城県 キャメル メンズ ギア

109 1300600 椎名 岳 ｼｲﾅ ｶﾞｸ 宮城県 キャメル メンズ ギア

110 1600571 齋藤 雅 ｻｲﾄｳ ﾏｻｼ 宮城県 エルドラード・エスペランサ

111 1600415 三浦 雅人 ﾐｳﾗ ﾏｻﾄ 栃木県 FM730

112 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

113 1001778 大橋 聖二 ｵｵﾊｼ ｾｲｼﾞ 栃木県 Honda 栃木 JET

114 1001861 小林 一郎 ｺﾊﾞﾔｼ ｲﾁﾛｳ 栃木県 Honda 栃木 JET

115 9700394 齋藤 道明 ｻｲﾄｳ ﾐﾁｱｷ 福島県 郡山サイクルフレンズ

116 1501727 下山 和也 ｼﾓﾔﾏ ｶｽﾞﾔ 宮城県 LinkTOHOKU

117 1601008 岩佐 信吾 ｲﾜｻ ｼﾝｺﾞ 長野県 イナーメ信濃山形-EFT

118 1601955 本間 豪紀 ﾎﾝﾏ ﾋﾃﾞﾄｼ 東京都 NAK Racing

119 1400433 近藤 聡 ｺﾝﾄﾞｳ ｻﾄｼ 東京都 なるしまフレンド

120 0601459 佐柄 勝弘 ｻｶﾞﾗ ｶﾂﾋﾛ 新潟県 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ

121 1500665 木村 盛義 ｷﾑﾗ ﾓﾘﾖｼ 群馬県 ＳＵＢＡＲＵ Cycling Team

122 1101633 沼 幸夫 ﾇﾏ ﾕｷｵ 新潟県 サガミレーシング

123 1700210 皆川 孝 ﾐﾅｶﾞﾜ ﾀｶｼ 新潟県 サガミレーシング

124 9800627 安川 智一朗 ﾔｽｶﾜ ﾄﾓｲﾁﾛｳ 栃木県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

125 0400487 河井 正 ｶﾜｲ ﾀﾀﾞｼ 千葉県 DEVOTION BIKES

126 0901018 福岡 武 ﾌｸｵｶ ﾀｹｼ 神奈川 Ｙ’ｓ Ｒｏａｄ

127 1800240 安宅 将貴 ｱﾀｶ ﾏｻﾀｶ 千葉県 湾岸サイクリング・ユナイテッド

128 1600460 乾 悟 ｲﾇｲ ｻﾄﾙ 千葉県 湾岸サイクリング・ユナイテッド

129 1600257 野口 直也 ﾉｸﾞﾁ ﾅｵﾔ 東京都 湾岸サイクリング・ユナイテッド

130 1000261 小川 克広 ｵｶﾞﾜ ﾖｼﾋﾛ 栃木県 じてんしゃの杜
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【クラスタ：E3　レースレーティング：D】 63名 2018.08.07

No. 選手ID 選手名 ｶﾅ 登録地 ﾁｰﾑ名

201 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

202 1800244 菅野 蒼羅 ｽｹﾞﾉ ｱｲﾗ 福島県 ブラウ・ブリッツェン

203 1401312 鈴木 悠介 ｽｽﾞｷ ﾕｳｽｹ 栃木県 ブラウ・ブリッツェン

204 1800125 長島 慧明 ﾅｶﾞｼﾏ ｻﾄｱｷ 栃木県 ブラウ・ブリッツェン

205 1600414 新沼 颯 ﾆｲﾇﾏ ﾊﾔﾃ 栃木県 ブラウ・ブリッツェン

206 1703207 沼田 航輝 ﾇﾏﾀ ｺｳｷ 栃木県 ブラウ・ブリッツェン

207 1800234 福田 龍生 ﾌｸﾀﾞ ﾘｭｳ 栃木県 ブラウ・ブリッツェン

208 1800264 村井 佑圭 ﾑﾗｲ ﾕｳｷ 栃木県 ブラウ・ブリッツェン

209 1700564 茂木 大飛 ﾓﾃｷﾞ ﾋﾛﾄ 栃木県 ブラウ・ブリッツェン

210 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

211 1800497 吉田 優斗 ﾖｼﾀﾞ ﾕｳﾄ 岩手県 ブラウ・ブリッツェン

212 1501749 渡辺 智則 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓﾉﾘ 千葉県 Blanche Racing Team

213 1703104 東 勝哉 ﾋｶﾞｼ ｶﾂﾔ 千葉県 サイクルフリーダム・レーシング

214 1800166 石川 大幹 ｲｼｶﾜ ﾀﾞｲｷ 宮城県 キャメル メンズ ギア

215 1400820 太田 智洋 ｵｵﾀ ﾄﾓﾋﾛ 宮城県 キャメル メンズ ギア

216 1500222 斉藤 茂 ｻｲﾄｳ ｼｹﾞﾙ 東京都 コムリン 

217 1703336 飯塚 和弘 ｲｲﾂﾞｶ ｶｽﾞﾋﾛ 埼玉県 チバポンズ

218 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

219 1702127 池田 海斗 ｲｹﾀﾞ ｶｲﾄ 茨城県 FLECHA

220 1700601 川田 翔太 ｶﾜﾀﾞ ｼｮｳﾀ 東京都 FLECHA

221 1502774 四家 弘貴 ｼｹ ﾋﾛｷ 茨城県 FLECHA

222 1700545 大岩 充 ｵｵｲﾜ ﾐﾂﾙ 栃木県 FM730

223 1101796 長島 好教 ﾅｶﾞｼﾏ ﾖｼﾉﾘ 栃木県 FM730

224 1800097 玉仙 健一 ｷﾞｮｸｾﾝ ｹﾝｲﾁ 神奈川 FORCE

225 1800088 横塚 暁人 ﾖｺﾂｶ ｱｷﾋﾄ 東京都 FORCE

226 1700737 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

227 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

228 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

229 1800370 阿部 昂平 ｱﾍﾞ ｺｳﾍｲ 栃木県 Honda 栃木 JET

230 1800361 田代 丈幸 ﾀｼﾛ ﾋﾛﾕｷ 栃木県 Honda 栃木 JET

231 1800282 三橋 隼人 ﾐﾂﾊｼ ﾊﾔﾄ 栃木県 Honda 栃木 JET

232 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

233 1100545 谷 直亮 ﾀﾆ ﾅｵｽｹ 福島県 郡山サイクルフレンズ

234 1802510 秋山 真毅 ｱｷﾔﾏ ﾏｷ 千葉県 イナーメ信濃山形-EFT

235 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

236 1501576 平林 武流 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾀｹﾙ 長野県 イナーメ信濃山形-EFT

237 1800323 福田 賢一郎 ﾌｸﾀﾞ ｹﾝｲﾁﾛｳ 長野県 イナーメ信濃山形-EFT

238 1501577 渡邉 鈴 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾚｲ 長野県 イナーメ信濃山形-EFT

239 1500220 楫取 正智 ｶｼﾞﾄﾘ ﾏｻﾉﾘ 東京都 なるしまフレンド

240 1801594 片山 丈人 ｶﾀﾔﾏ ﾋﾛﾄ 埼玉県 なるしまフレンド

241 1700646 加藤 悠貴 ｶﾄｳ ﾕｳｷ 茨城県 オンザロード

242 1001625 小野 太 ｵﾉ ﾌﾄｼ 栃木県 OYAMA STARPLEX

243 1502722 山本 康雄 ﾔﾏﾓﾄ ﾔｽｵ 神奈川 パラティアムTOKYO

244 0200113 石川 紀隆 ｲｼｶﾜ ﾉﾘﾀｶ 東京都 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ

245 1800306 相澤 亮佑 ｱｲｻﾞﾜ ﾘｮｳｽｹ 群馬県 ＳＵＢＡＲＵ Cycling Team

246 1702514 中澤 佳邦 ﾅｶｻﾞﾜ ﾖｼｸﾆ 栃木県 ＳＵＢＡＲＵ Cycling Team

247 1700204 安田 健人 ﾔｽﾀﾞ ｹﾝﾄ 新潟県 サガミレーシング
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248 1300495 積田 連 ﾂﾐﾀ ﾚﾝ 福島県 SNEL

249 0801836 三上 恵仁 ﾐｶﾐ ﾔｽﾋﾄ 栃木県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

250 9700528 横田 正美 ﾖｺﾀ ﾏｻﾐ 栃木県 ﾘﾍﾞﾙﾀｽTOCHIGI BICYCLE CLUB

251 1800472 相原 武 ｱｲﾊﾗ ﾀｹｼ 埼玉県 Ｙ’ｓ Ｒｏａｄ

252 1101583 金井 光春 ｶﾅｲ ﾐﾂﾊﾙ 東京都 Ｙ’ｓ Ｒｏａｄ

253 1800194 中島 大季 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀﾞｲｷ 埼玉県 Ｙ’ｓ Ｒｏａｄ

254 1800748 増田 佑哉 ﾏｽﾀﾞ ﾕｳﾔ 埼玉県 Ｙ’ｓ Ｒｏａｄ

255 1800717 佐藤 広太 ｻﾄｳ ｺｳﾀ 山形県 クラブ二輪倶

256 1800114 内田 圭亮 ｳﾁﾀﾞ ｹｲｽｹ 茨城県 ウィンディー筑波

257 1801296 三宅 太生 ﾐﾔｹ ﾀｲｾｲ 茨城県 ウィンディー筑波

258 1800101 山崎 寧大 ﾔﾏｻﾞｷ ﾈｵ 茨城県 ウィンディー筑波

259 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

260 1800272 彦久保  優紀 ﾋｺｸﾎﾞ ﾕｳｷ 神奈川 Yokopan Racing

261 1300573 吉田 昌弘 ﾖｼﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 青森県 吉田産業自転車競技部

262 1401605 長尾 宏樹 ﾅｶﾞｵ ﾋﾛｷ 東京都 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ

263 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
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【クラスタ：F　レースレーティング：F】 4名 2018.08.07

No. 選手ID 選手名 ｶﾅ 登録地 ﾁｰﾑ名

301 1600453 大岩 明子 ｵｵｲﾜ ｱｷｺ 栃木県 ブラウ・ブリッツェン

302 1601923 江刺 和音 ｴｻｼ ﾅｵ 山形県 キャメル メンズ ギア

303 1100515 前島 律子 ﾏｴｼﾞﾏ ﾘﾂｺ 東京都 チバポンズ

304 1802516 高橋 美保 ﾀｶﾊｼ ﾐｦ 東京都 グランディヴェルレーシングチーム

第3回 JBCF 仙台卸町クリテリウム
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