第3回 JBCF きらら浜クリテリウム 組分け表
【クラスタ：E3-1組 レースレーティング：D】40名
No.
選手ID
選手名

2015.04.28
ｶﾅ

地域

ﾁｰﾑ名

501

0801726 三柳 博史

ﾐﾔﾅｷﾞ ﾋﾛｼ

香川県 VICTOIREしまなみ

503

1200499 森島 健太

ﾓﾘｼﾏ ｹﾝﾀ

大阪府 大阪府⽴大学

505

0700147 善本 航平

ﾖｼﾓﾄ ｺｳﾍｲ

大阪府 関⻄大学Cycle Racing Team

507

0900153 岩城 和宏

ｲﾜｷ ｶｽﾞﾋﾛ

大阪府 クラブシルベスト

509

JBSLB06 三枝 秀徳

ﾐｴﾀﾞ ﾋﾃﾞﾉﾘ

大阪府 クラブシルベスト

511

0800707 ⻄村 均

ﾆｼﾑﾗ ﾋﾄｼ

島根県 Gaines R

513

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

515

9701947 堀口 忠男

ﾎﾘｸﾞﾁ ﾀﾀﾞｵ

大阪府 Ｓａｋａｔａｎｉ Ｒａｃｉｎｇ

517

1400079 島田 英樹

ｼﾏﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ

大阪府 Ｓａｋａｔａｎｉ Ｒａｃｉｎｇ

519

1400351 中 秀之

ﾅｶ ﾋﾃﾞﾕｷ

奈良県 ZIPPY CYCLE CLUB

521

1301936 野中 秀樹

ﾉﾅｶ ﾋﾃﾞｷ

東京都 セオレーシング

523

1401665 萬谷 和志

ﾏﾝﾀﾆ ｶｽﾞｼ

岡山県 SAUCE DEVELOPMENT

525

JBUKR01 高橋 叶平

ﾀｶﾊｼ ｷｮｳﾍｲ

東京都 Team UKYO Reve

527

JBTOM01 堀川 滉太

ﾎﾘｶﾜ ｺｳﾀ

岡山県 ﾁｰﾑ 岡山

529

1400501 蓑田 幸作

ﾐﾉﾀﾞ ｺｳｻｸ

熊本県 チームGINRIN熊本

531

1301836 塩崎 隼秀

ｼｵｻﾞｷ ﾊﾔﾋﾃﾞ

愛媛県 チームグロシャ

533

1400291 渡部 譲二

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｮｳｼﾞ

広島県 TeamBioGaiaBike

535

1400292 富永 将宇

ﾄﾐﾅｶﾞ ﾏｻﾀｶ

広島県 TeamBioGaiaBike

537

1400290 坂井 誠臣

ｻｶｲ ﾏｻｵﾐ

広島県 TeamBioGaiaBike

539

JBBGB04 齋藤 俊輔

ｻﾄｳ ｼｭﾝｽｹ

広島県 TeamBioGaiaBike

541

JBLUP01 藤田 浩

ﾌｼﾞﾀ ﾋﾛｼ

愛媛県 TEAM LUPPI

543

JBLRT04 河口 克久

ｶﾜｸﾞﾁ ｶﾂﾋｻ

福岡県 チーム ロンボクリアン

545

JBLRT03 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

547

JBTSE09 宮本 賢一

ﾐﾔﾓﾄ ｹﾝｲﾁ

大分県 津末レーシング

549

9702601 津末 浩平

ﾂｽｴ ｺｳﾍｲ

大分県 津末レーシング

551

JBTSE03 岩切 弘輝

ｲﾜｷﾘ ﾋﾛｷ

大分県 津末レーシング

553

1201199 三重野 将章

ﾐｴﾉ ﾏｻｱｷ

大分県 津末レーシング

555

JBTSE08 磯崎 隆介

ｲｿｻﾞｷ ﾘｭｳｽｹ

大分県 津末レーシング

557

9702903 樫脇 哲也

ｶｼﾜｷ ﾃﾂﾔ

徳島県 ナカガワＡＳ・Ｋʼデザイン

559

JBNFE11 上原 嗣則

ｳｴﾊﾗ ﾂｸﾞﾉﾘ

東京都 なるしまフレンド

561

JBNXT10 渡邊 雄太

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾀ

大阪府 ネクストリーム・うどん棒

563

1400199 大友 実

ｵｵﾄﾓ ﾐﾉﾙ

福岡県 ＰＡＲＡＢＯＬＡイワイシーガル

565

1201092 今井 章雄

ｲﾏｲ ｱｷｵ

岡山県 ＦＲＥＥＳＰＥＥＤ

567

0401118 森永 剛

ﾓﾘﾅｶﾞ ﾂﾖｼ

福岡県 Ｂｌｕｅ Ｇｒａｓｓ

569

JBBGR02 湧川 将樹

ﾜｸｶﾞﾜ ﾏｻｷ

山口県 Ｂｌｕｅ Ｇｒａｓｓ

571

0901303 ⻲岡 晋也

ｶﾒｵｶ ｼﾝﾔ

愛媛県 masahikomifune.com CyclingTeam

573

JBMIS01 末冨 拓

ｽｴﾄﾐ ﾀｸ

静岡県 ミソノイレーシングチーム

575

1000158 仲田 正人

ﾅｶﾀ ﾏｻﾄ

京都府 モジュマ エリアゼロナナゴ

577

1300523 植田 良

ｳｴﾀ ﾘｮｳ

徳島県 UNIVERS

579

JBLFR04 高井 一平

ﾀｶｲ ｲｯﾍﾟｲ

兵庫県 Life Ride

第3回 JBCF きらら浜クリテリウム 組分け表
【クラスタ：E3-2組 レースレーティング：D】40名
No.
選手ID
選手名

2015.04.28
ｶﾅ

地域

ﾁｰﾑ名

502

1400821 山本 直人

ﾔﾏﾓﾄ ﾅｵﾄ

山口県 EsperanceStage我逢人・山口

504

0600985 二階堂 尚志

ﾆｶｲﾄﾞｳ ﾀｶｼ

京都府 関⻄大学Cycle Racing Team

506

1402287 井上 陽二郎

ｲﾉｳｴ ﾖｳｼﾞﾛｳ

東京都 GYOTOKU TEAM OF RACING

508

JBSLB03 小松 聖義

ｺﾏﾂ ﾏｻﾖｼ

大阪府 クラブシルベスト

510

0800291 池田 基彦

ｲｹﾀﾞ ﾓﾄﾋｺ

広島県 Gaines R

512

1200536 小口 慎雄

ｺｸﾞﾁ ﾐﾂｵ

東京都 航空電⼦⾃転⾞競技部

514

1300581 柳田 博樹

ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ﾋﾛｷ

兵庫県 Cycle Racing Team ALLEZ

516

0900165 孫崎 義之

ﾏｺﾞｻｷ ﾖｼﾕｷ

大阪府 Ｓａｋａｔａｎｉ Ｒａｃｉｎｇ

518

1301407 山崎 昌宣

ﾔﾏｻﾞｷ ｱｷﾉﾘ

大阪府 C-WASP

520

1301820 泉 正明

ｲｽﾞﾐ ﾏｻｱｷ

宮崎県 Chevalier. with タカスイ

522

JBSMK04 久野 広将

ﾋｻﾉ ｺｳｽｹ

熊本県 セレクシオン南九州

524

JBSOL03 小川 忠司

ｵｶﾞﾜ ﾀﾀﾞｼ

兵庫県 soleil de lest

526

1400540 本山 英樹

ﾓﾄﾔﾏ ﾋﾃﾞｷ

大阪府 チーム・アヴェル

528

0300756 岸本 勇気

ｷｼﾓﾄ ﾕｳｷ

岡山県 ﾁｰﾑ 岡山

530

JBTGK01 田仲 康矢

ﾀﾅｶ ｺｳﾔ

熊本県 チームGINRIN熊本

532

JBGRS02 ⽇野 凌⽻

ﾋﾉ ﾘｮｳ

愛媛県 チームグロシャ

534

1400295 大森 健一

ｵｵﾓﾘ ｹﾝｲﾁ

広島県 TeamBioGaiaBike

536

1400289 ⿊瀬 浩一郎

ｸﾛｾ ｺｳｲﾁﾛｳ

広島県 TeamBioGaiaBike

538

1400294 本田 弘典

ﾎﾝﾀﾞ ﾋﾛﾉﾘ

広島県 TeamBioGaiaBike

540

1300132 河内 博⾏

ｶﾜﾁ ﾋﾛﾕｷ

奈良県 Team まんま

542

JBLRT02 ⽇下部 惣太

ｸｻｶﾍﾞ ｿｳﾀ

福岡県 チーム ロンボクリアン

544

JBLRT01 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

546

JBTSE15 今冨 紳夫

ｲﾏﾄﾐ ﾉﾌﾞｵ

大分県 津末レーシング

548

0100481 菊池 偉友

ｷｸﾁ ﾋﾃﾞﾄﾓ

大分県 津末レーシング

550

JBTSE02 宮成 國仁

ﾐﾔﾅﾘ ｸﾆﾋﾄ

大分県 津末レーシング

552

JBTSE20 大谷 清太郎

ｵｵﾀﾆ ｾｲﾀﾛｳ

大分県 津末レーシング

554

1401250 菅沼 秀征

ｽｶﾞﾇﾏ ｼｭｳｾｲ

大分県 津末レーシング

556

1101235 森 智大

ﾓﾘ ﾄﾓﾋﾛ

徳島県 徳島サイクルレーシング

558

1400150 香村 裕之

ｶﾑﾗ ﾋﾛﾕｷ

大阪府 ナカガワＡＳ・Ｋʼデザイン

560

1400046 上 敏浩

ｶﾐ ﾄｼﾋﾛ

大阪府 ネクストリーム・うどん棒

562

JBNXT07 後藤 東洋士

ｺﾞﾄｳ ﾋﾛｼ

大阪府 ネクストリーム・うどん棒

564

JBVCF03 廣田 ⼒也

ﾋﾛﾀ ﾘｷﾔ

福岡県 VC Fukuoka

566

JBFSA02 安原 功

ﾔｽﾊﾗ ｲｻｵ

岡山県 ＦＲＥＥＳＰＥＥＤ

568

JBBGR03 ⾦⼦ 努

ｶﾈｺ ﾂﾄﾑ

福岡県 Ｂｌｕｅ Ｇｒａｓｓ

570

JBHMT15 宇田川 顕史

ｳﾀﾞｶﾞﾜ ｱｷﾌﾐ

栃木県 Honda 栃木 JET

572

0500772 十一 達哉

ﾄｲﾁ ﾀﾂﾔ

京都府 masahikomifune.com CyclingTeam

574

1400276 小林 慎也

ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾝﾔ

兵庫県 モジュマ エリアゼロナナゴ

576

0500928 堀田 大輔

ﾎｯﾀ ﾀﾞｲｽｹ

愛媛県 MONTA Racing Team

578

JBLFR05 川辺 史朗

ｶﾜﾍﾞ ｼﾛｳ

兵庫県 Life Ride

580

1400500 渡辺 一成

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞﾅﾘ

熊本県 セレクシオン南九州

