第5回 JBCF タイムトライアルチャンピオンシップ
【クラスタ：P1 レースレーティング：AA】 87名
No. 選手ID
選手名

2015.08.31
ｶﾅ

地域

ﾁｰﾑ名

1

0400861 増田 成幸

ﾏｽﾀﾞ ﾅﾘﾕｷ

栃木県 宇都宮ブリッツェン

2

0400843 鈴木 譲

ｽｽﾞｷ ﾕｽﾞﾙ

神奈川 宇都宮ブリッツェン

3

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

4

9700980 鈴木 真理

ｽｽﾞｷ ｼﾝﾘ

千葉県 宇都宮ブリッツェン

5

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

6

0901287 城田 大和

ｼﾛﾀ ﾔﾏﾄ

沖縄県 宇都宮ブリッツェン

7

0600844 阿部 嵩之

ｱﾍﾞ ﾀｶﾕｷ

北海道 宇都宮ブリッツェン

8

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

0500798 窪木 一茂

ｸﾎﾞｷ ｶｽﾞｼｹﾞ

和歌山 Team UKYO

13

1402309 URTASUN Pablo

ｳﾙﾀｽﾝ ﾊﾟﾌﾞﾛ

東京都 Team UKYO

14

1402310 PUJOL Oscar

ﾌﾟｼﾞｮﾙ ｵｽｶﾙ

東京都 Team UKYO

15

1402090 GUARDIOLA Salvador

ｸﾞｱﾙﾃﾞｨｵﾗ ｻﾙﾊﾞﾄﾞｰﾙ

東京都 Team UKYO

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

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

0301043 吉田 隼人

ﾖｼﾀﾞ ﾊﾔﾄ

奈良県 マトリックスパワータグ

34

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

35

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

36

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

1100960 新城 雄大

ｱﾗｼﾛ ﾕｳﾀﾞｲ

沖縄県 那須ブラーゼン

43

1001727 雨澤 毅明

ｱﾒｻﾞﾜ ﾀｹｱｷ

栃木県 那須ブラーゼン

44

0400028 小坂 光

ｺｻｶ ﾋｶﾙ

長野県 那須ブラーゼン

45

0800942 吉岡 直哉

ﾖｼｵｶ ﾅｵﾔ

京都府 那須ブラーゼン

46

1100355 小野寺 玲

ｵﾉﾃﾞﾗ ﾚｲ

栃木県 那須ブラーゼン

47

1000927 岩井 航太

ｲﾜｲ ｺｳﾀ

東京都 那須ブラーゼン

48

0301347 佐野 淳哉

ｻﾉ ｼﾞｭﾝﾔ

埼玉県 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

0600054 大場 政登志

ｵｵﾊﾞ ﾏｻﾄｼ

岐阜県 ChampionSystemJapan

61

0900955 中村 龍太郎

ﾅｶﾑﾗ ﾘｭｳﾀﾛｳ

長野県 イナーメ信濃山形

62

0901542 北野 普識

ｷﾀﾉ ﾕｷﾉﾘ

千葉県 イナーメ信濃山形

63

1000725 SALISBURY Paul

ｿｰﾙｽﾞﾍﾞﾘｰ ﾎﾟｰﾙ

東京都 イナーメ信濃山形

64

1100431 二俣 雄哉

ﾌﾀﾏﾀ ﾕｳﾔ

愛知県 イナーメ信濃山形

65

9700988 高岡 亮寛

ﾀｶｵｶ ｱｷﾋﾛ

東京都 イナーメ信濃山形

66

9801498 安井 広彦

ﾔｽｲ ﾋﾛﾋｺ

長野県 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

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

74

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

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

81

FRA1214 LEBAS Thomas

ﾙﾊﾞ ﾄﾏ

82

0700664 西薗 良太

ﾆｼｿﾞﾉ ﾘｮｳﾀ

鹿児島 ブリヂストン アンカー サイクリング チーム

83

0600749 一丸 尚伍

ｲﾁﾏﾙ ｼｮｳｺﾞ

大分県 ブリヂストン アンカー サイクリング チーム

84

0701585 椿 大志

ﾂﾊﾞｷ ﾋﾛｼ

東京都 ブリヂストン アンカー サイクリング チーム

91

0201014 大塚 航

ｵｵﾂｶ ﾜﾀﾙ

京都府 シエルヴォ奈良MIYATA-MERIDAレーシングチーム

92

1001504 小西 優大

ｺﾆｼ ﾕｳﾀﾞｲ

大阪府 シエルヴォ奈良MIYATA-MERIDAレーシングチーム

93

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

101

9800459 小畑 郁

ｵﾊﾞﾀ ｶｵﾙ

東京都 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

0901777 倉林 貴彦

ｸﾗﾊﾞﾔｼ ﾀｶﾋｺ

東京都 なるしまフレンド

レーシングチーム

104

9802325 山本 健一

ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝｲﾁ

東京都 なるしまフレンド

レーシングチーム

111

B011001 高橋 伸成

ﾀｶﾊｼ ﾉﾌﾞｼｹﾞ

静岡県 FIETS GROEN 日本ロボティクス

112

1100038 香西 真介

ｺｳｻﾞｲ ｼﾝｽｹ

神奈川 FIETS GROEN 日本ロボティクス

113

1100570 光山 英典

ﾐﾂﾔﾏ ﾋﾃﾞﾉﾘ

愛知県 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

Benjamin PRADES REVERTE

FRANCE ブリヂストン アンカー サイクリング チーム
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115

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

131

1300438 武田 祥典

ﾀｹﾀﾞ ﾖｼﾉﾘ

山形県 エルドラードサムライ東北withのんのんびより

132

9700200 梶木 恒介

ｶｼﾞｷ ｺｳｽｹ

宮城県 エルドラードサムライ東北withのんのんびより

133

0901773 豊田 勉

ﾄﾖﾀﾞ ﾂﾄﾑ

愛知県 エルドラードサムライ東北withのんのんびより

141

1001921 今井 雄輝

ｲﾏｲ ﾕｳｷ

兵庫県 ACQUA TAMA EURO-WORKS

142

0200172 平林 昌樹

ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾏｻｷ

神奈川 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

9701040 御器谷 信之

ﾐｷﾔ ﾉﾌﾞﾕｷ

神奈川 ACQUA TAMA EURO-WORKS

145

1000285 背戸 貴之

ｾﾄ ﾀｶﾕｷ

大阪府 ACQUA TAMA EURO-WORKS

146

9700846 合田 正之

ｺﾞｳﾀﾞ ﾏｻﾕｷ

東京都 ACQUA TAMA EURO-WORKS

147

9801919 中田 真琴

ﾅｶﾀ ﾏｺﾄ

京都府 ACQUA TAMA EURO-WORKS

171

0210018 小室 雅成

ｺﾑﾛ ﾏｻﾅﾘ

埼玉県 ウォークライド・シクロアカデミア

172

1400279 宇田川 陽平

ｳﾀﾞｶﾞﾜ ﾖｳﾍｲ

栃木県 ウォークライド・シクロアカデミア

173

0701060 増田 輝之

ﾏｽﾀﾞ ﾃﾙﾕｷ

千葉県 ウォークライド・シクロアカデミア

181

0901551 水間 健

ﾐｽﾞﾏ ﾀｹｼ

栃木県 Honda 栃木

182

1401436 渡邉 優介

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｽｹ

栃木県 Honda 栃木

183

1001677 山口 恒太郎

ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳﾀﾛｳ

栃木県 Honda 栃木

184

1200341 小長谷 剛

ｺﾜｾ ﾂﾖｼ

栃木県 Honda 栃木

191

0501177 野中 竜馬

ﾉﾅｶ ﾘｮｳﾏ

広島県 KINAN Cycling Team

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

9702623 普久原 奨

ﾌｸﾊﾗ ﾏｻﾙ

沖縄県 群馬グリフィン・レーシングチーム

204

0700651 倉林 巧和

ｸﾗﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾄ

群馬県 群馬グリフィン・レーシングチーム

205

1000394 岸 崇仁

ｷｼ ﾀｶﾋﾄ

東京都 群馬グリフィン・レーシングチーム

206

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

0401579 伊藤 翔吾

ｲﾄｳ ｼｮｳｺﾞ

広島県 VICTOIRE 広島

213

0200431 宮口 直之

ﾐﾔｸﾞﾁ ﾅｵﾕｷ

広島県 VICTOIRE 広島

214

9900444 石堂 大悟

ｲｼﾄﾞｳ ﾀﾞｲｺﾞ

広島県 VICTOIRE 広島

215

0210306 金田 智行

ｶﾈﾀﾞ ﾄﾓﾕｷ

埼玉県 VICTOIRE 広島

230

1300226 青柳 雅人

ｱｵﾔｷﾞ ﾏｻﾄ

千葉県 Team JBCF
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第5回 JBCF タイムトライアルチャンピオンシップ
【クラスタ：E1 レースレーティング：B】 79名
No. 選手ID
選手名

2015.08.31
ｶﾅ

地域

ﾁｰﾑ名

301

0100833 船山 崇

ﾌﾅﾔﾏ ﾀｶｼ

東京都 ACQUA TAMA

302

1101409 高 日亮

ｺｳ ﾆﾁﾘｮｳ

東京都 ACQUA TAMA

303

1100440 田所 裕朗

ﾀﾄﾞｺﾛ ﾋﾛｱｷ

東京都 ACQUA TAMA

304

1200140 海保 洋平

ｶｲﾎ ﾖｳﾍｲ

千葉県 AQULS内房レーシング

305

1200456 大平 泰裕

ｵｵﾋﾗ ﾔｽﾋﾛ

埼玉県 イナーメ信濃山形-EFT

306

1300268 東 智博

ﾋｶﾞｼ ﾄﾓﾋﾛ

東京都 MKⅢ

307

1000909 阿部 耕一

ｱﾍﾞ ｺｳｲﾁ

栃木県 OYAMA STARPLEX

308

0200198 村田 隆

ﾑﾗﾀ ﾀｶｼ

長野県 快レーシング

309

1100420 小山 雄司

ｺﾔﾏ ﾕｳｼﾞ

長野県 快レーシング

310

0900227 鮎澤 誠治

ｱｲｻﾞﾜ ｾｲｼﾞ

長野県 快レーシング

311

0601273 松木 健治

ﾏﾂｷ ｹﾝｼﾞ

大阪府 クラブシルベスト

312

0500349 井上 人志

ｲﾉｳｴ ﾋﾄｼ

大阪府 クラブシルベスト

313

9700734 井上 登士哉

ｲﾉｳｴ ﾄｼﾔ

愛媛県 クラブシルベスト

314

0600048 奥野 浩和

ｵｸﾉ ﾋﾛｶｽﾞ

大阪府 クラブシルベスト

315

1001438 李 宗雨

ﾘ ｿｳｳ

滋賀県 クラブシルベスト

316

0800118 岸本 侑大

ｷｼﾓﾄ ﾕｷﾋﾛ

茨城県 GROWING Racing Team

317

9900113 高橋 利明

ﾀｶﾊｼ ﾄｼｱｷ

茨城県 GROWING Racing Team

318

1101917 田 典幸

ﾀ ﾉﾘﾕｷ

熊本県 Coraggio Kawanishi Cycling Team

319

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

320

1300237 岩佐 昭一

ｲﾜｻ ｼｮｳｲﾁ

千葉県 サイクルフリーダムレーシング

321

1001777 伊藤 晋一

ｲﾄｳ ｼﾝｲﾁ

神奈川 G.S.POSITIVO

322

0901360 松元 剛

ﾏﾂﾓﾄ ﾂﾖｼ

京都府 ZIPPY CYCLE CLUB

323

1000261 小川 克広

ｵｶﾞﾜ ﾖｼﾋﾛ

栃木県 じてんしゃの杜

324

1100604 馬場 勝尚

ﾊﾞﾊﾞ ｶﾂﾋｻ

兵庫県 じてんしゃの杜

325

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

326

0800023 和田山 尚史

ﾜﾀﾞﾔﾏ ﾀｶﾌﾐ

大阪府 侵略！！！

327

1400165 冨安 雄一郎

ﾄﾐﾔｽ ﾕｳｲﾁﾛｳ

埼玉県 SQUADRA CORSE cicli HIDE

328

0800135 丸山 英将

ﾏﾙﾔﾏ ﾋﾃﾞﾉﾌﾞ

埼玉県 SQUADRA CORSE cicli HIDE

329

1200023 山下 雅典

ﾔﾏｼﾀ ﾏｻﾉﾘ

静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

330

1301588 大杉 直敬

ｵｵｽｷﾞ ﾅｵﾀｶ

静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

331

1300018 鈴木 亮

ｽｽﾞｷ ﾘｮｳ

静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

332

1200949 高橋 良輔

ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳｽｹ

東京都 竹芝サイクルレーシング

333

0900463 中西 昭夫

ﾅｶﾆｼ ｱｷｵ

東京都 竹芝サイクルレーシング

334

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

335

1401689 加藤 淳一

ｶﾄｳ ｼﾞｭﾝｲﾁ

神奈川 竹芝サイクルレーシング

336

1200389 大橋 純也

ｵｵﾊｼ ｼﾞｭﾝﾔ

兵庫県 チーム・アヴェル

337

0501543 上村 立一

ｳｴﾑﾗ ﾘｭｳｲﾁ

埼玉県 チバポンズ

338

1100363 若山 敦資

ﾜｶﾔﾏ ｱﾂｼ

愛知県 DESTRA

339

1300379 棚橋 峻也

ﾀﾅﾊｼ ｼｭﾝﾔ

愛知県 天狗党

340

0800223 米内 蒼馬

ﾖﾅｲ ｿｳﾏ

東京都 TOKYO VENTOS

341

1200842 平野 真一

ﾋﾗﾉ ｼﾝｲﾁ

和歌山 TOKYO VENTOS

342

1001679 早川 祐司

ﾊﾔｶﾜ ﾕｳｼﾞ

栃木県 TOKYO VENTOS

343

9700879 藤井 壮太

ﾌｼﾞｲ ｿｳﾀ

静岡県 東洋水産ロードレース部

344

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

345

9702115 佐竹 亮太

ｻﾀｹ ﾘｮｳﾀ

奈良県 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸﾚｰｼﾝｸﾞﾁｰﾑ

346

0900273 中山 恭介

ﾅｶﾔﾏ ｷｮｳｽｹ

神奈川 HAMMER!!BROS

347

0301143 安岡 勇

ﾔｽｵｶ ｲｻﾑ

東京都 Piacere YAMA Racing

348

1200105 豊島 正司

ﾄﾖｼﾏ ﾏｻｼ

神奈川 FARs YOKOHAMA

349

1000071 古屋 穂高

ﾌﾙﾔ ﾎﾀﾞｶ

神奈川 FAST LANE Racing

350

1200080 加藤 周作

ｶﾄｳ ｼｭｳｻｸ

神奈川 FAST LANE Racing

351

1000397 清水 洋一

ｼﾐｽﾞ ﾖｳｲﾁ

東京都 FAST LANE Racing

352

1000423 佐藤 信哉

ｻﾄｳ ｼﾝﾔ

福岡県 VC Fukuoka

353

1201348 江川 哲治

ｴｶﾞﾜ ﾃﾂｼﾞ

福岡県 VC Fukuoka

354

JBVCF03 廣田 力也

ﾋﾛﾀ ﾘｷﾔ

福岡県 VC Fukuoka

355

1400396 今泉 喜樹

ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾖｼｷ

福岡県 VC Fukuoka

356

1301019 長屋 一豊

ﾅｶﾞﾔ ｶｽﾞﾄﾖ

福岡県 VC Fukuoka
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357

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

358

1001726 向田 潤一

ﾑｶﾀﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ

栃木県 ブラウ・ブリッツェン

359

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

360

1300371 岩崎 知宏

ｲﾜｻｷ ﾄﾓﾋﾛ

栃木県 ブラウ・ブリッツェン

361

1100350 加納 篤

ｶﾉｳ ｱﾂｼ

栃木県 ブラウ・ブリッツェン

362

1301816 金子 和浩

ｶﾈｺ ｶｽﾞﾋﾛ

神奈川 Ｂｌｕｅ Ｇｒａｓｓ

363

1001778 大橋 聖二

ｵｵﾊｼ ｾｲｼﾞ

栃木県 Honda 栃木 JET

364

1300343 秋元 昌夫

ｱｷﾓﾄ ﾏｻｵ

栃木県 Honda 栃木 JET

365

1400184 大塚 啓示

ｵｵﾂｶ ｹｲｼﾞ

栃木県 Honda 栃木 JET

366

0900441 所司 純一

ｼｮｼ ｼﾞｭﾝｲﾁ

京都府 モジュマ エリアゼロナナゴ

367

1001924 田口 直史

ﾀｸﾞﾁ ﾅｵｼﾞ

奈良県 EURO-WORKS Racing

368

1201366 半田 孝行

ﾊﾝﾀﾞ ﾀｶﾕｷ

大阪府 EURO-WORKS Racing

369

1001672 古谷 崇

ｺﾔ ﾀｶｼ

栃木県 RIDE Freaks

370

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

371

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

372

0600130 河合 玄太

ｶﾜｲ ｹﾞﾝﾀ

栃木県 ﾘﾍﾞﾙﾀｽTOCHIGI BICYCLE CLUB

373

1000997 柳沼 龍佑

ﾔｷﾞﾇﾏ ﾘｭｳｽｹ

福島県 LinkTOHOKU

374

1201601 鈴木 克明

ｽｽﾞｷ ｶﾂｱｷ

埼玉県 Ｙ’ｓ Ｒｏａｄ

375

0800224 川原 建太郎

ｶﾜﾊﾗ ｹﾝﾀﾛｳ

東京都 Ｙ’ｓ Ｒｏａｄ

376

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

377

1400154 津村 翔平

ﾂﾑﾗ ｼｮｳﾍｲ

神奈川 TOKYO VENTOS

378

JBBBL01 上野 祐樹

ｳｴﾉ ﾕｳｷ

栃木県 ブラウ・ブリッツェン

379

0500716 飯野 智行

ｲｲﾉ ﾄﾓﾕｷ

群馬県 ブラウ・ブリッツェン
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第5回 JBCF タイムトライアルチャンピオンシップ
【クラスタ：E2 レースレーティング：C 】 96名
No. 選手ID
選手名

2015.08.31
ｶﾅ

地域

ﾁｰﾑ名

402

1300287 金田 和朗

ｶﾈﾀﾞ ｶｽﾞｱｷ

東京都 ACQUA TAMA

403

1101544 山倉 幹丈

ﾔﾏｸﾗ ﾐｷﾀｹ

千葉県 AQULS内房レーシング

404

1000599 大島 達也

ｵｵｼﾏ ﾀﾂﾔ

東京都 atelierFLEUVE Racing

405

1200321 早川 信明

ﾊﾔｶﾜ ﾉﾌﾞｱｷ

愛知県 イナーメ信濃山形-EFT

406

1300558 渡辺 晃

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｷﾗ

長野県 イナーメ信濃山形-EFT

407

1200376 伊藤 太平

ｲﾄｳ ﾀｲﾍｲ

茨城県 エクストリームつくば

408

9901803 棟久 明博

ﾑﾈﾋｻ ｱｷﾋﾛ

山口県 EsperanceStage我逢人・山口

409

1100582 加藤 稔

ｶﾄｳ ﾐﾉﾙ

宮城県 エルドラード・エスペランサ

410

9700576 相川 茂徳

ｱｲｶﾜ ｼｹﾞﾉﾘ

埼玉県 エルニーニョ・ケンポク

411

9901555 岡野 陽一

ｵｶﾉ ﾖｳｲﾁ

栃木県 エルニーニョ・ケンポク

412

0301731 金田 一

ｶﾈﾀﾞ ﾊｼﾞﾒ

茨城県 OYAMA STARPLEX

413

1200344 海老沼 武志

ｴﾋﾞﾇﾏ ﾀｹｼ

栃木県 OYAMA STARPLEX

414

0001414 小林 英樹

ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞｷ

長野県 快レーシング

415

1300543 宮前 昭宏

ﾐﾔﾏｴ ｱｷﾋﾛ

大阪府 クラブシルベスト

416

1301949 鴻池 凌

ｺｳﾉｲｹ ﾘｮｳ

京都府 クラブシルベスト

417

0901488 上澤 剛

ｳｴｻﾜ ﾀｹｼ

福島県 郡山サイクルフレンズ

418

0900436 長尾 幸則

ﾅｶﾞｵ ﾕｷﾉﾘ

福島県 郡山サイクルフレンズ

419

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

420

1300232 醍醐 貴徳

ﾀﾞｲｺﾞ ﾀｶﾉﾘ

千葉県 サイクルフリーダムレーシング

421

1000051 武平 純一

ﾀｹﾋﾗ ｼﾞｭﾝｲﾁ

大阪府 Ｓａｋａｔａｎｉ Ｒａｃｉｎｇ

422

1200346 若松 武史

ﾜｶﾏﾂ ﾀｹｼ

栃木県 じてんしゃの杜

423

JBSHA02 島崎 一也

ｼﾏｻﾞｷ ｶｽﾞﾔ

埼玉県 シャークアイランド

424

1500213 菊地 悠介

ｷｸﾁ ﾘｮｳｽｹ

神奈川 湘南ベルマーレサイクル

425

0900076 秋元 孝文

ｱｷﾓﾄ ﾀｶﾌﾐ

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

0800172 土屋 尚友

ﾂﾁﾔ ﾋｻﾄﾓ

埼玉県 SQUADRA CORSE cicli HIDE

428

1001913 梅野 秀哉

ｳﾒﾉ ﾋﾃﾞﾔ

埼玉県 SQUADRA CORSE cicli HIDE

429

0400358 鈴木 大忠

ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾀﾀﾞ

群馬県 ＳＵＢＡＲＵ ＲＴ

430

0400882 加賀 龍治

ｶｶﾞ ﾘｭｳｼﾞ

広島県 ＳＵＢＡＲＵ ＲＴ

431

0700302 米田 靖

ﾖﾈﾀﾞ ﾔｽｼ

千葉県 ＳＰＡＣＥ ＺＥＲＯＰＯＩＮＴ

432

0000387 大橋 克弘

ｵｵﾊｼ ｶﾂﾋﾛ

静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

433

0800041 大石 圭介

ｵｵｲｼ ｹｲｽｹ

静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

434

0300114 阿部 学宏

ｱﾍﾞ ﾀｶﾋﾛ

静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

435

9800627 安川 智一朗

ﾔｽｶﾜ ﾄﾓｲﾁﾛｳ

静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

436

0500029 飯田 晋一

ｲｲﾀﾞ ｼﾝｲﾁ

静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

437

9901846 大倉 健一

ｵｵｸﾗ ｹﾝｲﾁ

東京都 セオレーシング

438

1301936 野中 秀樹

ﾉﾅｶ ﾋﾃﾞｷ

東京都 セオレーシング

439

1101927 小倉 秀彦

ｵｸﾞﾗ ﾋﾃﾞﾋｺ

東京都 セオレーシング

440

1400103 長瀬 智史

ﾅｶﾞｾ ｻﾄｼ

千葉県 セオレーシング

441

9700672 濱野 貞義

ﾊﾏﾉ ｻﾀﾞﾖｼ

埼玉県 大福屋

442

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

443

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

444

1300260 浅川 英一

ｱｻｶﾜ ｴｲｲﾁ

東京都 竹芝サイクルレーシング

445

1400047 菅谷 修

ｽｶﾞﾔ ｵｻﾑ

東京都 Team Speed

446

1300248 加藤 恭

ｶﾄｳ ﾀｶｼ

大阪府 チーム・アヴェル

447

0800675 紺野 衛

ｺﾝﾉ ﾏﾓﾙ

北海道 Team ARI

448

1200078 井上 智宏

ｲﾉｳｴ ﾄﾓﾋﾛ

神奈川 チーム・ウォークライド

449

1001919 木原 直幹

ｷﾊﾗ ﾅｵﾓﾄ

神奈川 チームCB+

450

1001662 山本 篤史

ﾔﾏﾓﾄ ｱﾂｼ

東京都 チームCB+

451

0600618 飯沼 誠憲

ｲｲﾇﾏ ﾏｻﾉﾘ

東京都 Ｔｅａｍ ＦＩＴＴＥ

452

0800605 盛永 吉彦

ﾓﾘﾅｶﾞ ﾖｼﾋｺ

秋田県 チバポンズ

453

0601288 江國 健夫

ｴｸﾆ ﾀｹｵ

千葉県 チバポンズ

454

0900372 吉原 健太郎

ﾖｼﾊﾗ ｹﾝﾀﾛｳ

愛知県 DESTRA

455

0000251 佐々木 健

ｻｻｷ ﾀｹｼ

愛知県 天狗党

456

1101261 北見 涼

ｷﾀﾐ ﾘｮｳ

神奈川 TOKYO VENTOS
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458

1301464 中村 潤

ﾅｶﾑﾗ ｼﾞｭﾝ

広島県 docomo RT

459

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

460

1200524 金子 大介

ｶﾈｺ ﾀﾞｲｽｹ

東京都 なるしまフレンド

461

0801526 菊池 透

ｷｸﾁ ﾄｵﾙ

神奈川 なるしまフレンド

462

1200182 和田 省吾

ﾜﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ

東京都 Piacere YAMA Racing

463

0400052 前川 元

ﾏｴｶﾜ ﾊｼﾞﾑ

兵庫県 BC.ANELLO

464

0000110 中山 誠司

ﾅｶﾔﾏ ｻﾄｼ

東京都 日野自動車レーシングチーム

465

9702821 戸田 誠

ﾄﾀﾞ ﾏｺﾄ

東京都 日野自動車レーシングチーム

466

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

467

1200103 竹松 隆幸

ﾀｹﾏﾂ ﾀｶﾕｷ

神奈川 FARs YOKOHAMA

468

1000400 小林 秀雄

ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞｵ

東京都 FAST LANE Racing

469

1201408 山田 将大

ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ

千葉県 FAST LANE Racing

470

1100526 菊地 良太

ｷｸﾁ ﾘｮｳﾀ

東京都 FAST LANE Racing

471

JBFTS01 石渡 誠一

ｲｼﾜﾀﾘ ｾｲｲﾁ

神奈川 フィッツ

472

9800367 吉川 勝

ﾖｼｶﾜ ﾏｻﾙ

茨城県 フィッツ

474

1300365 小野寺 慶

ｵﾉﾃﾞﾗ ｹｲ

栃木県 ブラウ・ブリッツェン

475

9700666 新沼 光

ﾆｲﾇﾏ ｱｷﾗ

栃木県 ブラウ・ブリッツェン

476

1400273 澤田 光

ｻﾜﾀﾞ ﾋｶﾙ

栃木県 ブラウ・ブリッツェン

477

1400265 野宮 一朗

ﾉﾐﾔ ｲﾁﾛｳ

栃木県 ブラウ・ブリッツェン

478

1400266 川嶋 優歩

ｶﾜｼﾏ ﾕｳﾎ

栃木県 ブラウ・ブリッツェン

479

1200351 石島 大丞

ｲｼｼﾞﾏ ﾀﾞｲｽｹ

栃木県 ブラウ・ブリッツェン

480

1300368 関口 秀正

ｾｷｸﾞﾁ ﾋﾃﾞﾀﾀﾞ

栃木県 ブラウ・ブリッツェン

481

1200022 幡司 勝

ﾊﾀｼ ﾏｻﾙ

広島県 voyAge cycling team

482

JBBGB08 成田 恒輝

ﾅﾘﾀ ｺｳｷ

広島県 voyAge cycling team

483

1400188 伊賀 将之

ｲｶﾞ ﾏｻﾕｷ

栃木県 Honda 栃木 JET

484

1201642 永野 洋史

ﾅｶﾞﾉ ﾋﾛｼ

栃木県 Honda 栃木 JET

485

1400182 明石 政巳

ｱｶｼ ﾏｻﾐ

栃木県 Honda 栃木 JET

486

1400186 福島 寛之

ﾌｸｼﾏ ﾋﾛﾕｷ

栃木県 Honda 栃木 JET

487

1001676 平山 貴邦

ﾋﾗﾔﾏ ﾀｶｸﾆ

栃木県 Honda 栃木 JET

488

0501520 遠藤 崇典

ｴﾝﾄﾞｳ ﾀｶﾉﾘ

東京都 MUUR zero Velofutur

489

1000374 小黒 栄作

ｵｸﾞﾛ ｴｲｻｸ

東京都 Maidservant Subject

490

1300166 野呂 雅和

ﾉﾛ ﾏｻｶｽﾞ

兵庫県 モジュマ エリアゼロナナゴ

491

1000253 大島 繁

ｵｵｼﾏ ｼｹﾞﾙ

栃木県 ﾘﾍﾞﾙﾀｽTOCHIGI BICYCLE CLUB

492

1402036 森田 裕紀

ﾓﾘﾀ ﾋﾛﾉﾘ

茨城県 LinkTOHOKU

493

1100040 小山 洋平

ｺﾔﾏ ﾖｳﾍｲ

神奈川 Racing CUBE

494

1000017 村松 太陽

ﾑﾗﾏﾂ ﾀｲﾖｳ

千葉県 Ｙ’ｓ Ｒｏａｄ

495

1200114 杉本 雄太郎

ｽｷﾞﾓﾄ ﾕｳﾀﾛｳ

埼玉県 Ｙ’ｓ Ｒｏａｄ

496

1200118 櫻庭 秀司

ｻｸﾗﾊﾞ ｼｭｳｼﾞ

埼玉県 Ｙ’ｓ Ｒｏａｄ

497

1301502 荘 一樹

ｼｮｳ ｶｽﾞｷ

東京都 Ｙ’ｓ Ｒｏａｄ

498

1400095 土屋 幸生

ﾂﾁﾔ ﾕｷｵ

千葉県 湾岸サイクリング・ユナイテッド

499

JBBBL06 佐藤 忠則

ｻﾄｳ ﾀﾀﾞﾉﾘ

栃木県 ブラウ・ブリッツェン
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No. 選手ID
選手名

2015.08.31
ｶﾅ

地域

ﾁｰﾑ名

601

1001217 岩本 将平

ｲﾜﾓﾄ ｼｮｳﾍｲ

長崎県 アーティファクトレーシングチーム

602

1200136 笹目 重隆

ｻｻﾒ ｼｹﾞﾀｶ

千葉県 AQULS内房レーシング

603

JBAFR02 吉田 真大

ﾖｼﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ

神奈川 atelierFLEUVE Racing

604

JBAFR01 吉田 泰大

ﾖｼﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ

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

JBARI05

大澤 昌弘

ｵｵｻﾜ ﾏｻﾋﾛ

埼玉県 ＡＲＡＩＭＵＲＡＣＡ

608

JBARI03

坂本 隆

ｻｶﾓﾄ ﾀｶｼ

埼玉県 ＡＲＡＩＭＵＲＡＣＡ

609

1402362 木村 博志

ｷﾑﾗ ﾋﾛｼ

埼玉県 ALTOPIANO

610

1402357 吉田 勝彦

ﾖｼﾀﾞ ｶﾂﾋﾛ

埼玉県 ALTOPIANO

611

1402363 岡崎 崇

ｵｶｻﾞｷ ﾀｶｼ

埼玉県 ALTOPIANO

612

1402364 出浦 良則

ﾃﾞｳﾗ ﾖｼﾉﾘ

埼玉県 ALTOPIANO

613

JBMIT03 田中 正浩

ﾀﾅｶ ﾏｻﾋﾛ

埼玉県 イナーメ信濃山形-EFT

614

1401791 本田 峻大

ﾎﾝﾀﾞ ｼｭﾝﾀ

東京都 EsperanceStage我逢人・山口

615

1301705 水戸部 圭一郎

ﾐﾄﾍﾞ ｹｲｲﾁﾛｳ

北海道 NSR

616

1300141 東 健司

ﾋｶﾞｼ ｹﾝｼﾞ

神奈川 MKⅢ

617

1201737 伊東 佑馬

ｲﾄｳ ﾕｳﾏ

東京都 MKⅢ

618

1300131 手嶋 実樹

ﾃｼﾞﾏ ﾐｷ

神奈川 MKⅢ

619

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

620

0900141 今野 勲

ｺﾝﾉ ｲｻｵ

宮城県 エルドラード・エスペランサ

621

1200108 鶴岡 聖隆

ﾂﾙｵｶ ｷﾖﾀｶ

富山県 エルドラード・エスペランサ

622

1000376 福岡 実

ﾌｸｵｶ ﾐﾉﾙ

東京都 エルドラード・エスペランサ

623

1500287 宮坂 貴志

ﾐﾔｻｶ ﾀｶｼ

千葉県 オッティモ

624

1001625 小野 太

ｵﾉ ﾌﾄｼ

栃木県 OYAMA STARPLEX

625

1100487 堤 聡太

ﾂﾂﾐ ｿｳﾀ

茨城県 OYAMA STARPLEX

626

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

627

0801704 中台 篤史

ﾅｶﾀﾞｲ ｱﾂｼ

東京都 航空電子自転車競技部

628

1200537 小宮 僚介

ｺﾐﾔ ﾘｮｳｽｹ

東京都 航空電子自転車競技部

629

1201006 廣野 雅和

ﾋﾛﾉ ﾏｻｶｽﾞ

福島県 郡山サイクルフレンズ

630

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

631

1301407 山崎 昌宣

ﾔﾏｻﾞｷ ｱｷﾉﾘ

大阪府 C-WASP

632

1500398 津田 悠義

ﾂﾀﾞ ﾕｳｷﾞ

愛知県 JBCF

633

1500309 森川 晃行

ﾓﾘｶﾜ ｱｷﾕｷ

奈良県 ZIPPY CYCLE CLUB

634

1400178 巽 克哉

ﾀﾂﾐ ｶﾂﾔ

栃木県 じてんしゃの杜

635

JBSHA04 中村 義之

ﾅｶﾑﾗ ﾖｼﾕｷ

埼玉県 シャークアイランド

636

JBSHA03 番場 慶太郎

ﾊﾞﾝﾊﾞ ｹｲﾀﾛｳ

東京都 シャークアイランド

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

1401691 中島 佑樹

ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳｷ

神奈川 湘南ベルマーレサイクル

640

1200606 門奈 芳生

ﾓﾝﾅ ﾖｼｵ

埼玉県 SQUADRA CORSE cicli HIDE

641

1301909 本多 陽一

ﾎﾝﾀﾞ ﾖｳｲﾁ

埼玉県 SQUADRA CORSE cicli HIDE

642

1400016 新谷 和洋

ｼﾝﾀﾆ ｶｽﾞﾋﾛ

静岡県 Squadra di LAVORANTE

643

1010008 北嶋 択郎

ｷﾀｼﾞﾏ ﾀｸﾛｳ

静岡県 Squadra di LAVORANTE

644

JBSDL04 清水 佑太

ｼﾐｽﾞ ﾕｳﾀ

静岡県 Squadra di LAVORANTE

645

1300027 加里本 勇喜

ｶﾘﾓﾄ ﾕｳｷ

静岡県 Squadra di LAVORANTE

646

JBSBR02 松田 輝

ﾏﾂﾀﾞ ﾋｶﾙ

群馬県 ＳＵＢＡＲＵ ＲＴ

647

B027907 小林 成輔

ｺﾊﾞﾔｼ ｾｲｽｹ

東京都 ＳＵＢＡＲＵ ＲＴ

648

1400084 石井 由行

ｲｼｲ ﾖｼﾕｷ

千葉県 ＳＰＡＣＥ ＺＥＲＯＰＯＩＮＴ

649

1400013 永坂 允

ﾅｶﾞｻｶ ﾏｺﾄ

静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

650

0001593 杉本 敦志

ｽｷﾞﾓﾄ ｱﾂｼ

静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

651

0800043 鈴木 秀樹

ｽｽﾞｷ ﾋﾃﾞｷ

静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

652

JBSPA01 高村 昌克

ﾀｶﾑﾗ ﾏｻｶﾂ

静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

653

1300195 安馬 裕典

ｱﾝﾏ ﾋﾛﾉﾘ

千葉県 セオレーシング

654

1300198 高澤 研介

ﾀｶｻﾞﾜ ｹﾝｽｹ

千葉県 セオレーシング

655

1200439 古東 克敏

ｺﾄｳ ｶﾂﾄｼ

千葉県 セオレーシング

656

1000847 山口 知彦

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄﾓﾋｺ

千葉県 セオレーシング
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657

1301789 大森 修平

ｵｵﾓﾘ ｼｭｳﾍｲ

神奈川 ＳＥＫＩＹＡ

658

1402317 有益 伸一

ｱﾘﾏｽ ｼﾝｲﾁ

神奈川 ＳＥＫＩＹＡ

659

1200123 大竹 隆繁

ｵｵﾀｹ ﾀｶｼｹﾞ

埼玉県 大福屋

660

1001835 関口 美行

ｾｷｸﾞﾁ ﾖｼﾕｷ

東京都 たかだフレンドレーシング

661

1100575 東 修

ﾋｶﾞｼ ｵｻﾑ

神奈川 竹芝サイクルレーシング

662

9702805 諏訪 孝浩

ｽﾜ ﾀｶﾋﾛ

東京都 Ｗ．Ｖ．ＯＴＡ-twin

663

1400795 金光 仁

ｶﾈﾐﾂ ｼﾞﾝ

東京都 多摩ポタ

664

JBMCN02 後藤 圭史

ｺﾞﾄｳ ｹｲｼﾞ

東京都 TEAM SPORTS KID

665

1200597 田中 数馬

ﾀﾅｶ ｶｽﾞﾏ

東京都 TEAM SPORTS KID

666

1200079 古川 肇栄

ﾌﾙｶﾜ ﾓﾄﾋﾃﾞ

神奈川 Team BFY Racing

667

1400117 石井 靖人

ｲｼｲ ﾔｽﾄ

大阪府 チーム・アヴェル

668

JBSCS01 柄澤 基彬

ｶﾗｻﾜ ﾓﾄｱｷ

新潟県 Team.scs.triad

669

1501788 山田 尚道

ﾔﾏﾀﾞ ﾅｵﾐﾁ

新潟県 Team.scs.triad

670

1200454 布施 利実

ﾌｾ ﾄｼﾐ

東京都 TEAM SANREMO

671

1301844 岩橋 永悟

ｲﾜﾊｼ ｴｲｺﾞ

東京都 チームCB+

672

1100439 長塚 良介

ﾅｶﾞﾂｶ ﾘｮｳｽｹ

神奈川 チームCB+

673

JBTGR01 鯉沼 篤史

ｺｲﾇﾏ ｱﾂｼ

千葉県 TEAM GIRO 360

674

1500198 國定 洋光

ｸﾆｻﾀﾞ ﾋﾛﾐﾂ

東京都 Ｔｅａｍ ＦＩＴＴＥ

675

1400805 忍田 基明

ｵｼﾀﾞ ﾓﾄｱｷ

東京都 Ｔｅａｍ ＦＩＴＴＥ

676

1101585 早川 知彦

ﾊﾔｶﾜ ﾄﾓﾋｺ

新潟県 チームフィンズ

677

1400005 澤野 一輝

ｻﾜﾉ ｶｽﾞｷ

富山県 チーム ローマン

678

1300441 倉田 裕之

ｸﾗﾀ ﾋﾛﾕｷ

愛知県 DESTRA

679

JBDCM01 大山 学

ｵｵﾔﾏ ﾏﾅﾌﾞ

埼玉県 docomo RT

680

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

681

1400422 川島 雅孝

ｶﾜｼﾏ ﾏｻﾀｶ

東京都 なるしまフレンド

682

0801516 福田 昌弘

ﾌｸﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ

東京都 なるしまフレンド

683

JBNFE08 平野 啓介

ﾋﾗﾉ ｹｲｽｹ

東京都 なるしまフレンド

684

1301738 牧志 晃一

ﾏｷｼ ｺｳｲﾁ

東京都 なるしまフレンド

685

JBNFE02 楫取 正智

ｶｼﾞﾄﾘ ﾏｻﾉﾘ

東京都 なるしまフレンド

686

1001402 谷口 義典

ﾔｸﾞﾁ ﾖｼﾉﾘ

東京都 なるしまフレンド

687

0700356 老沼 義博

ｵｲﾇﾏ ﾖｼﾋﾛ

埼玉県 なるしまフレンド

688

1200411 酒井 宏幸

ｻｶｲ ﾋﾛﾕｷ

群馬県 HARP Racing Club

689

1400624 角谷 文章

ｶﾄﾞﾔ ﾌﾐｱｷ

群馬県 HARP Racing Club

690

1000441 大谷 栄

ｵｵﾀﾆ ｻｶｴ

群馬県 HARP Racing Club

691

1200178 新田 和正

ﾆｯﾀ ｶｽﾞﾏｻ

東京都 Piacere YAMA Racing

692

1400416 澤川 伸雄

ｻﾜｶﾜ ﾉﾌﾞｵ

東京都 Piacere YAMA Racing

693

1300275 長嶋 文太

ﾅｶﾞｼﾏ ﾌﾞﾝﾀ

東京都 Piacere YAMA Racing

694

1400415 天坂 信靖

ｱﾏｻｶ ﾉﾌﾞﾔｽ

東京都 Piacere YAMA Racing

695

1300884 大竹 政慶

ｵｵﾀｹ ﾏｻﾖｼ

福岡県 Piacere YAMA Racing

696

1401194 三田 創

ﾐﾀ ﾊｼﾞﾒ

神奈川 Pinazou Test Team

697

1502236 千葉 晃

ﾁﾊﾞ ｱｷﾗ

埼玉県 日野自動車レーシングチーム

698

1001201 安岡 祥

ﾔｽｵｶ ｼｮｳ

神奈川 HIRAKO.mode

699

1400727 杉本 浩

ｽｷﾞﾓﾄ ﾋﾛｼ

山梨県 FAST LANE Racing

700

1200071 原 拓

ﾊﾗ ﾀｸ

神奈川 FAST LANE Racing

702

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

703

1400269 尾形 駿

ｵｶﾞﾀ ｼｭﾝ

栃木県 ブラウ・ブリッツェン

704

1500423 片桐 真一

ｶﾀｷﾞﾘ ｼﾝｲﾁ

栃木県 ブラウ・ブリッツェン

705

JBBBL05 金子 祐大

ｶﾈｺ ﾕｳﾀﾞｲ

栃木県 ブラウ・ブリッツェン

707

JBBBL04 菊地 優斗

ｷｸﾁ ﾕｳﾄ

栃木県 ブラウ・ブリッツェン

708

9700520 廣瀬 佳正

ﾋﾛｾ ﾖｼﾏｻ

栃木県 ブラウ・ブリッツェン

709

1400291 渡部 譲二

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｮｳｼﾞ

広島県 voyAge cycling team

710

JBBGB11 横手 徳広

ﾖｺﾃ ﾄｸﾋﾛ

広島県 voyAge cycling team

711

1402107 糀谷 貴宣

ｺｳｼﾞﾔ ﾀｶﾉﾘ

栃木県 Honda 栃木 JET

712

1400226 中山 文平

ﾅｶﾔﾏ ﾌﾞﾝﾍﾟｲ

栃木県 Honda 栃木 JET

713

1402160 富元 久雄

ﾄﾐﾓﾄ ﾋｻｵ

埼玉県 Honda 栃木 JET

714

1400192 角山 卓

ｽﾐﾔﾏ ﾀｸ

栃木県 Honda 栃木 JET

715

0901458 尾形 尚紀

ｵｶﾞﾀ ﾅｵｷ

埼玉県 Honda 栃木 JET

716

1201794 虎岩 知志

ﾄﾗｲﾜ ｻﾄｼ

宮城県 南中山サイクリングチーム

717

0500199 山藤 健二

ﾔﾏﾌｼﾞ ｹﾝｼﾞ

大阪府 MUUR zero Velofutur
8/10

718

JBMSS03 和田 輝道

ﾜﾀﾞ ﾃﾙﾐﾁ

埼玉県 Maidservant Subject

719

1100196 佐藤 直樹

ｻﾄｳ ﾅｵｷ

埼玉県 Maidservant Subject

720

JBUNT05 佐藤 圭司

ｻﾄｳ ｹｲｼﾞ

茨城県 Unity

721

JBUNT06 平野 秀一郎

ﾋﾗﾉ ｼｭｳｲﾁﾛｳ

茨城県 Unity

722

1001433 松本 寛史

ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾛｼ

福島県 Unity

723

JBUNT07 佐藤 壽晃

ｻﾄｳ ﾄｼｱｷ

茨城県 Unity

724

1401373 飯田 千暁

ｲｲﾀﾞ ﾁｱｷ

神奈川 横浜高校自転車競技部

725

1101534 川西 晃

ｶﾜﾆｼ ｱｷﾗ

栃木県 RIDE Freaks

726

1001682 倉野 稔也

ｸﾗﾉ ﾄｼﾔ

栃木県 RIDE Freaks

727

1101729 國府田 正司

ｺｳﾀﾞ ﾏｻｼ

栃木県 RIDE Freaks

728

1300349 谷原 裕樹

ﾔﾊﾞﾗ ﾋﾛｷ

栃木県 RIDE Freaks

729

JBRDF06 根津 恭吾

ﾈﾂﾞ ｷｮｳｺﾞ

栃木県 RIDE Freaks

730

0500362 森下 大剛

ﾓﾘｼﾀ ﾀﾞｲｺﾞｳ

愛知県 RITCHEY BREZZAカミハギRT

731

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

732

0600125 岡野 賢司

ｵｶﾉ ｹﾝｼﾞ

栃木県 ﾘﾍﾞﾙﾀｽTOCHIGI BICYCLE CLUB

733

1500192 白井 真人

ｼﾗｲ ﾏｻﾄ

東京都 Ｙ’ｓ Ｒｏａｄ

734

1101583 金井 光春

ｶﾅｲ ﾐﾂﾊﾙ

埼玉県 Ｙ’ｓ Ｒｏａｄ

735

1200109 田中 伸也

ﾀﾅｶ ｼﾝﾔ

埼玉県 Ｙ’ｓ Ｒｏａｄ

736

1300868 松永 直樹

ﾏﾂﾅｶﾞ ﾅｵｷ

東京都 Ｙ’ｓ Ｒｏａｄ

737

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

738

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

739

JBWCU09 佐々木 隆宏

ｻｻｷ ﾀｶﾋﾛ

東京都 湾岸サイクリング・ユナイテッド

740

JBWCU01 井上 将

ｲﾉｳｴ ﾏｻﾙ

千葉県 湾岸サイクリング・ユナイテッド

741

JBWCU06 大柳 光史

ｵｵﾔﾅｷﾞ ﾐﾂﾌﾐ

千葉県 湾岸サイクリング・ユナイテッド

742

0701330 藤田 征樹

ﾌｼﾞﾀ ﾏｻｷ

北海道 チーム・チェブロ

743

9702333 高橋 仁

ﾀｶﾊｼ ﾋﾄｼ

744

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

745

1300115 湯山 友和

ﾕﾔﾏ ﾄﾓｶｽﾞ

茨城県 RIDE Freaks

JPCA
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チーム・チェブロ

第5回 JBCF タイムトライアルチャンピオンシップ
【クラスタ：F レースレーティング：F 】 14名
No. 選手ID
選手名
801

JBJIT04

802

関谷 淳子

2015.08.31
ｶﾅ

地域

ﾁｰﾑ名

ｾｷﾔ ｼﾞｭﾝｺ

栃木県 じてんしゃの杜

JBSHA10 番場 しおり

ﾊﾞﾝﾊﾞ ｼｵﾘ

東京都 シャークアイランド

803

JBTKB04 古田 佳美

ﾌﾙﾀ ﾖｼﾐ

神奈川 竹芝サイクルレーシング

804

1301646 林口 幸恵

ﾊﾔｼｸﾞﾁ ﾕｷｴ

栃木県 Ｗ．Ｖ．ＯＴＡ-twin

805

1300160 紺野 祥子

ｺﾝﾉ ｻﾁｺ

北海道 Team ARI

806

1101522 伊藤 杏菜

ｲﾄｳ ｱﾝﾅ

愛知県 Champion System Japan

807

1500426 梅山 佳子

ｳﾒﾔﾏ ﾖｼｺ

栃木県 NAMAZU PLUS TOCHIGI

808

0801083 菊池 香

ｷｸﾁ ｶｵﾘ

神奈川 なるしまフレンド

809

0301044 豊岡 英子

ﾄﾖｵｶ ｱﾔｺ

大阪府 パナソニックレディース

810

1000825 坂口 聖香

ｻｶｸﾞﾁ ｷﾖｶ

兵庫県 パナソニックレディース

811

1301359 棟近 陽子

ﾑﾈﾁｶ ﾖｳｺ

奈良県 BH ASTIFO

812

1201916 矢野 智子

ﾔﾉ ﾄﾓｺ

京都府 モジュマ エリアゼロナナゴ

813

0500243 針谷 千紗子

ﾊﾘｶﾞｲ ﾁｻｺ

栃木県 Live GARDEN BICI STELLE

814

1200191 坂口 楓華

ｻｶｸﾞﾁ ﾌｳｶ

兵庫県 播磨南高校
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