第4回 JBCF きらら浜クリテリウム
【クラスタ：E1 レースレーティング：B】 63名
No. 選手ID
選手名

2015.09.28
ｶﾅ

地域

ﾁｰﾑ名

502

1101124 武久 弘太

ﾀｹﾋｻ ｺｳﾀ

福岡県 VICTOIREしまなみ

503

1100616 杉山 文崇

ｽｷﾞﾔﾏ ﾌﾐﾀｶ

山口県 EsperanceStage我逢人・山口

504

0601273 松木 健治

ﾏﾂｷ ｹﾝｼﾞ

大阪府 クラブシルベスト

505

0600048 奥野 浩和

ｵｸﾉ ﾋﾛｶｽﾞ

大阪府 クラブシルベスト

506

9700734 井上 登士哉

ｲﾉｳｴ ﾄｼﾔ

愛媛県 クラブシルベスト

507

1100274 藤田 耕志

ﾌｼﾞﾀ ﾀｶｼ

兵庫県 クラブシルベスト

508

1300058 小林 正明

ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻｱｷ

大阪府 クラブシルベスト

509

1101917 田 典幸

ﾀ ﾉﾘﾕｷ

熊本県 Coraggio Kawanishi Cycling Team

510

1100305 磯田 竜介

ｲｿﾀﾞ ﾘｭｳｽｹ

香川県 Tyrell Kagawa Racing

511

1001939 越澤 友一

ｺｼｻﾞﾜ ﾕｳｲﾁ

東京都 竹芝サイクルレーシング

512

1300630 川崎 卓治

ｶﾜｻｷ ﾀｸｼﾞ

岡山県 ﾁｰﾑ 岡山

513

1100858 日野 泰静

ﾋﾉ ﾀｲｾｲ

愛媛県 チームグロシャ

515

1100638 山岡 健人

ﾔﾏｵｶ ｹﾝﾄ

愛媛県 TEAM LUPPI

516

1500654 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

517

0800223 米内 蒼馬

ﾖﾅｲ ｿｳﾏ

東京都 TOKYO VENTOS

518

1200842 平野 真一

ﾋﾗﾉ ｼﾝｲﾁ

和歌山 TOKYO VENTOS

519

1400154 津村 翔平

ﾂﾑﾗ ｼｮｳﾍｲ

神奈川 TOKYO VENTOS

520

1001247 大村 英哉

ｵｵﾑﾗ ﾌｻﾔ

熊本県 PURPLE MONKEY

521

1200884 村田 雄耶

ﾑﾗﾀ ﾕｳﾔ

福岡県 VC Fukuoka

522

JBVCF03 廣田 力也

ﾋﾛﾀ ﾘｷﾔ

福岡県 VC Fukuoka

523

JBVCF01 井上 亮

ｲﾉｳｴ ﾘｮｳ

京都府 VC Fukuoka

524

1201352 森 幸一

ﾓﾘ ｺｳｲﾁ

福岡県 VC Fukuoka

526

1401678 西 寅太郎

ﾆｼ ﾄﾗﾀﾛｳ

福岡県 ボンシャンス

527

1100702 三次 匠

ﾐﾖｼ ﾀｸﾐ

広島県 ボンシャンス

529

1100857 日野 竜嘉

ﾋﾉ ﾀﾂﾖｼ

愛媛県 松山聖陵高等学校

530

1200122 平林 楓輝

ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾌｳｷ

愛媛県 松山聖陵高等学校

531

1200193 野原 弘貴

ﾉﾊﾗ ﾋﾛｷ

岐阜県 名岐ベンド

532

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

533

1000714 佐々木 暖

ｻｻｷ ﾀﾞﾝ

奈良県 EURO-WORKS Racing

534

1201366 半田 孝行

ﾊﾝﾀﾞ ﾀｶﾕｷ

大阪府 EURO-WORKS Racing

536

0600524 森 一馬

ﾓﾘ ｶｽﾞﾏ

和歌山 AVANT GARDE

537

1400107 山本 哲哉

ﾔﾏﾓﾄ ﾃﾂﾔ

和歌山 AVANT GARDE

538

1200616 川口 貴大

ｶﾜｸﾞﾁ ﾀｶﾋﾛ

広島県 VICTOIREしまなみ

539

0900162 苗村 徹

ﾅｴﾑﾗ ﾄｵﾙ

大阪府 クラブシルベスト

540

1000512 佐井 輝久

ｻｲ ﾃﾙﾋｻ

京都府 クラブシルベスト

541

1301949 鴻池 凌

ｺｳﾉｲｹ ﾘｮｳ

京都府 クラブシルベスト

542

JBSLB04 小原 洋未

ｵﾊﾗ ﾋﾛﾐ

兵庫県 クラブシルベスト

543

1300056 比護 任

ﾋｺﾞ ｱﾀﾙ

大阪府 SAUCE DEVELOPMENT

544

1401665 萬谷 和志

ﾏﾝﾀﾆ ｶｽﾞｼ

岡山県 SAUCE DEVELOPMENT

545

0800067 野島 遊

ﾉｼﾞﾏ ﾕｳ

大阪府 TEAM AMUSE

546

0600397 永山 貴浩

ﾅｶﾞﾔﾏ ﾀｶﾋﾛ

大阪府 チーム・アヴェル

547

1200028 堀田 貴洋

ﾎｯﾀ ﾀｶﾋﾛ

岡山県 ﾁｰﾑ 岡山

548

1100108 山本 晃司

ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｼﾞ

岡山県 ﾁｰﾑ 岡山
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549

0000382 三村 尚

ﾐﾑﾗ ﾀｶｼ

岡山県 ﾁｰﾑ 岡山

550

1400499 左迫間 昭一

ｻｺﾏ ｼｮｳｲﾁ

熊本県 チームGINRIN熊本

551

9701689 福田 透

ﾌｸﾀﾞ ﾄｵﾙ

滋賀県 ナカガワＡＳ・Ｋ’デザイン

552

9701220 野口 忍

ﾉｸﾞﾁ ｼﾉﾌﾞ

京都府 ナカガワＡＳ・Ｋ’デザイン

553

1400408 伊藤 卓馬

ｲﾄｳ ﾀｸﾏ

東京都 なるしまフレンド

554

1301946 林 大智

ﾊﾔｼ ﾀｲﾁ

福岡県 Pinazou Test Team

555

1400396 今泉 喜樹

ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾖｼｷ

福岡県 VC Fukuoka

556

1100377 高田 英樹

ﾀｶﾀ ﾋﾃﾞｷ

福岡県 VC Fukuoka

557

1201350 吉田 裕仁

ﾖｼﾀﾞ ﾋﾛﾋﾄ

福岡県 VC Fukuoka

558

1201353 山口 英真

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾃﾞﾏｻ

福岡県 VC Fukuoka

559

1301816 金子 和浩

ｶﾈｺ ｶｽﾞﾋﾛ

神奈川 Ｂｌｕｅ Ｇｒａｓｓ

560

1001778 大橋 聖二

ｵｵﾊｼ ｾｲｼﾞ

栃木県 Honda 栃木 JET

561

1300766 茂越 龍哉

ﾓｺﾞｴ ﾀﾂﾔ

兵庫県 モジュマ エリアゼロナナゴ

562

1300044 野間 貴裕

ﾉﾏ ﾀｶﾋﾛ

兵庫県 モジュマ エリアゼロナナゴ

563

1201915 清水 琢

ｼﾐｽﾞ ﾀｸ

京都府 モジュマ エリアゼロナナゴ

564

0200369 熊本 大五郎

ｸﾏﾓﾄ ﾀﾞｲｺﾞﾛｳ

兵庫県 八ヶ岳 CYCLING CLUB

565

0001174 酒井 孝典

ｻｶｲ ｺｳｽｹ

大阪府 八ヶ岳 CYCLING CLUB

566

0100287 衣本 始司

ｷﾇﾓﾄ ﾓﾄｼﾞ

京都府 八ヶ岳 CYCLING CLUB

567

1001924 田口 直史

ﾀｸﾞﾁ ﾅｵｼﾞ

奈良県 EURO-WORKS Racing

568

1001922 森 俊夫

ﾓﾘ ﾄｼｵ

奈良県 EURO-WORKS Racing
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第4回 JBCF きらら浜クリテリウム
【クラスタ：E2 レースレーティング：C 】 61名
No. 選手ID
選手名
ｶﾅ

2015.09.28
地域

ﾁｰﾑ名

581

1100479 峰澤 里志

ﾐﾈｻﾞﾜ ｻﾄｼ

愛知県 インパルス

582

1200445 岡本 順

ｵｶﾓﾄ ｼﾞｭﾝ

山口県 EsperanceStage我逢人・山口

583

9901803 棟久 明博

ﾑﾈﾋｻ ｱｷﾋﾛ

山口県 EsperanceStage我逢人・山口

584

1100640 高野 翔太

ﾀｶﾉ ｼｮｳﾀ

大阪府 大阪府立大学

585

9701872 近藤 智彦

ｺﾝﾄﾞｳ ﾄﾓﾋｺ

大阪府 クラブシルベスト

586

0900099 加藤 浩生

ｶﾄｳ ﾋﾛｵ

大阪府 クラブシルベスト

589

1300355 小林 草太

ｺﾊﾞﾔｼ ｿｳﾀ

栃木県 じてんしゃの杜

592

1300016 藤井 一厳

ﾌｼﾞｲ ﾉﾌﾞﾋﾛ

静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

594

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

595

1400047 菅谷 修

ｽｶﾞﾔ ｵｻﾑ

東京都 Team Speed

596

9702244 杉野 和宏

ｽｷﾞﾉ ｶｽﾞﾋﾛ

岡山県 ﾁｰﾑ 岡山

597

JBBGB04 齋藤 俊輔

ｻﾄｳ ｼｭﾝｽｹ

広島県 Team Kermis Cross

598

9702373 金子 彰

ｶﾈｺ ｱｷﾗ

山口県 チームサイクルプラス

599

9801847 白石 裕二

ｼﾗｲｼ ﾕｳｼﾞ

熊本県 チームサイクルプラス

600

1201903 杉村 敏章

ｽｷﾞﾑﾗ ﾄｼｱｷ

愛媛県 チーム大永山

601

1301731 中村 暁雄

ﾅｶﾑﾗ ｱｷｵ

鳥取県 チーム鳥取

602

1301935 曽我部 悟

ｿｶﾞﾍﾞ ｻﾄﾙ

鳥取県 チーム鳥取

603

1300762 森 正存

ﾓﾘ ﾏｻﾉﾌﾞ

愛媛県 TEAM LUPPI

604

1100700 松本 秀一

ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾃﾞｶｽﾞ

愛媛県 TEAM LUPPI

605

0000251 佐々木 健

ｻｻｷ ﾀｹｼ

愛知県 天狗党

606

1200488 藤田 真也

ﾌｼﾞﾀ ﾏｻﾔ

神奈川 TOKYO VENTOS

608

1200038 和泉 良隆

ｲｽﾞﾐ ﾖｼﾀｶ

高知県 徳島サイクルレーシング

609

1200524 金子 大介

ｶﾈｺ ﾀﾞｲｽｹ

東京都 なるしまフレンド

610

1200022 幡司 勝

ﾊﾀｼ ﾏｻﾙ

広島県 voyAge cycling team

611

0000379 冨久 健太郎

ﾄﾐﾋｻ ｹﾝﾀﾛｳ

岡山県 masahikomifune.com CyclingTeam

614

1300686 桑名 太一

ｸﾜﾅ ﾀｲﾁ

愛媛県 松山聖陵高等学校

615

1300875 岩田 達弥

ｲﾜﾀ ﾀﾂﾔ

東京都 Maidservant Subject

616

0300650 山口 忠行

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾀﾞﾕｷ

広島県 VICTOIREしまなみ

617

0800871 河内 一晟

ｺｳﾁ ｲｯｾｲ

広島県 VICTOIREしまなみ

618

0100423 真鍋 英祐

ﾏﾅﾍﾞ ｴｲｽｹ

山口県 EsperanceStage我逢人・山口

619

1100617 徳王丸 雄貴

ﾄｸｵｳﾏﾙ ﾕｳｷ

山口県 EsperanceStage我逢人・山口

620

1300543 宮前 昭宏

ﾐﾔﾏｴ ｱｷﾋﾛ

大阪府 クラブシルベスト

621

0800384 小川 洸

ｵｶﾞﾜ ﾋｶﾙ

京都府 クラブシルベスト

622

9901846 大倉 健一

ｵｵｸﾗ ｹﾝｲﾁ

東京都 セオレーシング

623

0500433 加藤 俊介

ｶﾄｳ ｼｭﾝｽｹ

香川県 Tyrell Kagawa Racing

624

1001915 形岡 吉信

ｶﾀｵｶ ﾖｼﾉﾌﾞ

熊本県 竹芝サイクルレーシング

625

0000334 有澤 広昭

ｱﾘｻﾜ ﾋﾛｱｷ

兵庫県 ＴＥＡＭ ＰＯＬＰＯ

626

0800830 中村 誠

ﾅｶﾑﾗ ﾏｺﾄ

岡山県 ﾁｰﾑ 岡山

627

JBTGK01 田仲 康矢

ﾀﾅｶ ｺｳﾔ

熊本県 チームGINRIN熊本

628

1200463 深谷 英治

ﾌｶﾀﾆ ｴｲｼﾞ

島根県 Team まんま

630

1201705 中屋 貴義

ﾅｶﾔ ﾀｶﾖｼ

高知県 徳島サイクルレーシング

631

9702438 宮本 泰典

ﾐﾔﾓﾄ ﾔｽﾉﾘ

徳島県 徳島サイクルレーシング

632

1100552 片山 紳

ｶﾀﾔﾏ ｼﾝﾔ

徳島県 徳島サイクルレーシング
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633

1300281 岩永 啓造

ｲﾜﾅｶﾞ ｹｲｿﾞｳ

東京都 なるしまフレンド

634

JBNXT04 竹内 和城

ﾀｹｳﾁ ｶｽﾞｷ

大阪府 ネクストリーム・うどん棒

635

0210435 日隈 優輔

ﾋｸﾞﾏ ﾕｳｽｹ

福岡県 Pinazou Test Team

636

0800072 壇 耕平

ﾀﾞﾝ ｺｳﾍｲ

福岡県 VC Fukuoka

637

1402142 橋内 彰吾

ﾊｼｳﾁ ｼｮｳｺﾞ

福岡県 VC Fukuoka

638

1200036 山根 功

ﾔﾏﾈ ｲｻｵ

岡山県 ＦＲＥＥＳＰＥＥＤ

639

1100171 恒次 真

ﾂﾈﾂｸﾞ ﾏｺﾄ

岡山県 ＦＲＥＥＳＰＥＥＤ

640

1400204 秋田 智和

ｱｷﾀ ﾄﾓｶｽﾞ

福岡県 Ｂｌｕｅ Ｇｒａｓｓ

641

JBBGB08 成田 恒輝

ﾅﾘﾀ ｺｳｷ

広島県 voyAge cycling team

642

1400293 野村 彰浩

ﾉﾑﾗ ｱｷﾋﾛ

広島県 voyAge cycling team

643

1400182 明石 政巳

ｱｶｼ ﾏｻﾐ

栃木県 Honda 栃木 JET

644

1300170 山科 竜一郎

ﾔﾏｼﾅ ﾘｭｳｲﾁﾛｳ

兵庫県 モジュマ エリアゼロナナゴ

645

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

646

1400393 河原 誠

ｶﾜﾊﾗ ﾏｺﾄ

兵庫県 モジュマ エリアゼロナナゴ

647

1301704 國方 賢治

ｸﾆｶﾀ ｹﾝｼﾞ

大阪府 EURO-WORKS Racing

648

0701256 川口 浩孝

ｶﾜｸﾞﾁ ﾋﾛﾀｶ

奈良県 EURO-WORKS Racing

649

1500487 川辺 史朗

ｶﾜﾍﾞ ﾌﾐｱｷ

兵庫県 Life Ride

650

0901018 福岡 武

ﾌｸｵｶ ﾀｹｼ

神奈川 Ｙ’ｓ Ｒｏａｄ
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第4回 JBCF きらら浜クリテリウム
【クラスタ：E3 レースレーティング：D 】 83名
No. 選手ID
選手名
ｶﾅ

2015.09.28
地域

ﾁｰﾑ名

661

1500241 手柴 憲人

ﾃｼﾊﾞ ｹﾝﾄ

神奈川 アーティファクトレーシングチーム

662

1500885 塩澤 魁

ｼｵｻﾞﾜ ｶｲ

愛知県 インパルス

664

1400821 山本 直人

ﾔﾏﾓﾄ ﾅｵﾄ

山口県 EsperanceStage我逢人・山口

666

0900153 岩城 和宏

ｲﾜｷ ｶｽﾞﾋﾛ

大阪府 クラブシルベスト

667

1300494 安田 元英

ﾔｽﾀﾞ ﾓﾄﾋﾃﾞ

大阪府 クラブシルベスト

668

1300061 向井 聖二

ﾑｶｲ ｾｲｼﾞ

大阪府 クラブシルベスト

670

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

671

1301468 山本 修司

ﾔﾏﾓﾄ ｼｭｳｼﾞ

大阪府 Ｓａｋａｔａｎｉ Ｒａｃｉｎｇ

672

1301407 山崎 昌宣

ﾔﾏｻﾞｷ ｱｷﾉﾘ

大阪府 C-WASP

673

1301820 泉 正明

ｲｽﾞﾐ ﾏｻｱｷ

宮崎県 Chevalier. with タカスイ

674

JBNFC02 森本 玄達

ﾓﾘﾓﾄ ﾋﾛﾐﾁ

岡山県 SAUCE DEVELOPMENT

676

JBTOM01 堀川 滉太

ﾎﾘｶﾜ ｺｳﾀ

岡山県 ﾁｰﾑ 岡山

677

JBTGK03 井上 健志

ｲﾉｳｴ ﾀｹｼ

熊本県 チームGINRIN熊本

678

1500140 日野 凌羽

ﾋﾉ ﾘｮｳ

愛媛県 チームグロシャ

679

1400295 大森 健一

ｵｵﾓﾘ ｹﾝｲﾁ

広島県 Team Kermis Cross

680

1400292 富永 将宇

ﾄﾐﾅｶﾞ ﾏｻﾀｶ

広島県 Team Kermis Cross

681

1400294 本田 弘典

ﾎﾝﾀﾞ ﾋﾛﾉﾘ

広島県 Team Kermis Cross

682

JBBGB07 竹中 勇登

ﾀｹﾅｶ ﾊﾔﾄ

広島県 Team Kermis Cross

683

JBBGB06 小口 瞳史

ｵｸﾞﾁ ﾋﾄｼ

広島県 Team Kermis Cross

685

1001926 谷名 修一

ﾀﾆﾅ ｼｭｳｲﾁ

京都府 チーム・シルクロード

686

1500755 山林 宏行

ﾔﾏﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾕｷ

愛媛県 チーム大永山

687

1400715 林原 真人

ﾊﾔｼﾊﾞﾗ ﾏｻﾄ

鳥取県 チーム鳥取

688

1301674 三浦 正志

ﾐｳﾗ ﾏｻｼ

宮崎県 チームヤーボー

690

1000281 内田 晋平

ｳﾁﾀﾞ ｼﾝﾍﾟｲ

宮崎県 チームヤーボー

691

1500653 友池 諒

ﾄﾓｲｹ ﾘｮｳ

福岡県 チーム ロンボクリアン

692

1500655 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

693

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

694

9702601 津末 浩平

ﾂｽｴ ｺｳﾍｲ

大分県 津末レーシング

695

0100481 菊池 偉友

ｷｸﾁ ﾋﾃﾞﾄﾓ

大分県 津末レーシング

696

JBTSE13 増中 洋二

ﾏｽﾅｶ ﾖｳｼﾞ

大分県 津末レーシング

697

0800225 北川 雅一

ｷﾀｶﾞﾜ ﾏｻｶｽﾞ

東京都 なるしまフレンド

699

JBVCF06 李 正明

ﾘ ﾏｻｱｷ

福岡県 VC Fukuoka

700

1400269 尾形 駿

ｵｶﾞﾀ ｼｭﾝ

栃木県 ブラウ・ブリッツェン

702

JBFSA01 築山 元樹

ﾂｷﾔﾏ ｹﾞﾝｷ

岡山県 ＦＲＥＥＳＰＥＥＤ

704

1400291 渡部 譲二

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｮｳｼﾞ

広島県 voyAge cycling team

705

JBBGB11 横手 徳広

ﾖｺﾃ ﾄｸﾋﾛ

広島県 voyAge cycling team

707

1400226 中山 文平

ﾅｶﾔﾏ ﾌﾞﾝﾍﾟｲ

栃木県 Honda 栃木 JET

709

0901303 亀岡 晋也

ｶﾒｵｶ ｼﾝﾔ

愛媛県 masahikomifune.com CyclingTeam

710

JBMSH04 平林 飛都

ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾀｶﾄ

愛媛県 松山聖陵高等学校

711

1401473 森本 桂太郎

ﾓﾘﾓﾄ ｹｲﾀﾛｳ

愛媛県 松山聖陵高等学校

712

JBMSH05 廣本 凌也

ﾋﾛﾓﾄ ﾘｮｳﾔ

愛媛県 松山聖陵高等学校

713

1301690 藤野 竜弥

ﾌｼﾞﾉ ﾀﾂﾔ

愛媛県 松山聖陵高等学校

714

1300688 濱田 健也

ﾊﾏﾀﾞ ｹﾝﾔ

愛媛県 松山聖陵高等学校
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715

1500173 中川 泰我

ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｲｶﾞ

愛媛県 松山聖陵高等学校

717

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

718

1500754 飯田 要次郎

ｲｲﾀﾞ ﾖｳｼﾞﾛｳ

広島県 VICTOIREしまなみ

719

JBVCS06 鳴谷 浩一

ﾅﾙﾀﾆ ｺｳｲﾁ

広島県 VICTOIREしまなみ

720

1501770 岩本 克也

ｲﾜﾓﾄ ｶﾂﾔ

山口県 EsperanceStage我逢人・山口

721

1100453 山野井 哲実

ﾔﾏﾉｲ ｻﾄﾐ

大阪府 クラブシルベスト

722

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

723

JBSMK04 久野 広将

ﾋｻﾉ ｺｳｽｹ

熊本県 セレクシオン南九州

724

1400528 那須 大誠

ﾅｽ ﾀｲｾｲ

熊本県 セレクシオン南九州

725

JBSMK03 本田 政隆

ﾎﾝﾀﾞ ﾏｻﾀｶ

熊本県 セレクシオン南九州

726

1502126 杭田 翔太

ｸｴﾀﾞ ｼｮｳﾀ

岡山県 SAUCE DEVELOPMENT

727

1301367 小川 泰弘

ｵｶﾞﾜ ﾔｽﾋﾛ

愛媛県 Tyrell Kagawa Racing

728

1100575 東 修

ﾋｶﾞｼ ｵｻﾑ

神奈川 竹芝サイクルレーシング

729

1400501 蓑田 幸作

ﾐﾉﾀﾞ ｺｳｻｸ

熊本県 チームGINRIN熊本

730

JBTGK02 永田 隆二

ﾅｶﾞﾀ ﾘｭｳｼﾞ

熊本県 チームGINRIN熊本

731

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

732

1400290 坂井 誠臣

ｻｶｲ ﾏｻｵﾐ

広島県 Team Kermis Cross

733

1400289 黒瀬 浩一郎

ｸﾛｾ ｺｳｲﾁﾛｳ

広島県 Team Kermis Cross

734

0500105 川尻 拓磨

ｶﾜｼﾞﾘ ﾀｸﾏ

長崎県 チームサイクルプラス

735

JBTSE03 岩切 弘輝

ｲﾜｷﾘ ﾋﾛｷ

大分県 津末レーシング

736

JBTSE02 宮成 國仁

ﾐﾔﾅﾘ ｸﾆﾋﾄ

大分県 津末レーシング

737

9702903 樫脇 哲也

ｶｼﾜｷ ﾃﾂﾔ

徳島県 ナカガワＡＳ・Ｋ’デザイン

738

1400150 香村 裕之

ｶﾑﾗ ﾋﾛﾕｷ

大阪府 ナカガワＡＳ・Ｋ’デザイン

739

9702061 平井 信昭

ﾋﾗｲ ﾉﾌﾞｱｷ

神奈川 ナカガワＡＳ・Ｋ’デザイン

740

1200387 老 昭浩

ｵｲ ｱｷﾋﾛ

大阪府 ナカガワＡＳ・Ｋ’デザイン

741

1400433 近藤 聡

ｺﾝﾄﾞｳ ｻﾄｼ

東京都 なるしまフレンド

742

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

743

JBBGR02 湧川 将樹

ﾜｸｶﾞﾜ ﾏｻｷ

山口県 Ｂｌｕｅ Ｇｒａｓｓ

744

JBBGB12 若林 孝紀

ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾀｶﾉﾘ

広島県 voyAge cycling team

745

JBBGB10 山田 耕平

ﾔﾏﾀﾞ ｺｳﾍｲ

広島県 voyAge cycling team

746

JBBGB09 和田 寛司

ﾜﾀﾞ ﾋﾛｼ

広島県 voyAge cycling team

747

1402160 富元 久雄

ﾄﾐﾓﾄ ﾋｻｵ

埼玉県 Honda 栃木 JET

748

JBHMT17 島立 孫行

ｼﾏﾀﾞﾃ ﾏｺﾞﾕｷ

栃木県 Honda 栃木 JET

749

5025276 小山 智也

ｺﾔﾏ ﾄﾓﾔ

大阪府 MUUR zero Velofutur

750

0500928 堀田 大輔

ﾎｯﾀ ﾀﾞｲｽｹ

愛媛県 MONTA Racing Team

751

JBUNT06 平野 秀一郎

ﾋﾗﾉ ｼｭｳｲﾁﾛｳ

茨城県 Unity

752

JBLFR04 高井 一平

ﾀｶｲ ｲｯﾍﾟｲ

兵庫県 Life Ride

753

JBRCT02 宮本 悠平

ﾐﾔﾓﾄ ﾕｳﾍｲ

大阪府 Ring×2 Cycling Team

754

1500192 白井 真人

ｼﾗｲ ﾏｻﾄ

東京都 Ｙ’ｓ Ｒｏａｄ

ｻｻｷ ﾀｶﾋﾛ

東京都 湾岸サイクリング・ユナイテッド

755 JBWCU09 佐々木 隆宏
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第4回 JBCF きらら浜クリテリウム
【クラスタ：F レースレーティング：F 】 10名
No. 選手ID
選手名

2015.09.28
ｶﾅ

地域

ﾁｰﾑ名

771

JBBGB05 大村 琴枝

ｵｵﾑﾗ ｺﾄｴ

広島県 Team Kermis Cross

772

1402089 那須 萌美

ﾅｽ ﾓｴﾐ

宮崎県 チームヤーボー

773

1301654 中原 恭恵

ﾅｶﾊﾗ ﾔｽｴ

広島県 チェリージャパン

774

1301359 棟近 陽子

ﾑﾈﾁｶ ﾖｳｺ

奈良県 BH ASTIFO

775

1301601 枝光 美奈

ｴﾀﾞﾐﾂ ﾐﾅ

福岡県 VC Fukuoka

776

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

777

1500393 中里 友香

ﾅｶｻﾞﾄ ﾕｶ

広島県 VICTOIREしまなみ

778

1201405 樫木 祥子

ｶｼｷ ｼｮｳｺ

東京都 Neilpryde - Nanshin Subaru Cycling

779

1400867 布袋田 沙織

ﾎﾃｲﾀﾞ ｻｵﾘ

東京都 BH ASTIFO

780

1300213 森下 真己子

ﾓﾘｼﾀ ﾏｷｺ

福岡県 VC Fukuoka
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