
【クラスタ：P1　レースレーティング：A】　86名 2015.10.22

No. 選手ID 選手名 ｶﾅ 登録地 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 9700980 鈴木 真理 ｽｽﾞｷ ｼﾝﾘ 千葉県 宇都宮ブリッツェン

4 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

5 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

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 1001732 堀 孝明 ﾎﾘ ﾀｶｱｷ 栃木県 宇都宮ブリッツェン

8 0600844 阿部 嵩之 ｱﾍﾞ ﾀｶﾕｷ 北海道 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 9700347 土井 雪広 ﾄﾞｲ ﾕｷﾋﾛ 山形県 Team UKYO

14 0501654 平井 栄一 ﾋﾗｲ ｴｲｲﾁ 神奈川 Team UKYO

15 0701211 住吉 宏太 ｽﾐﾖｼ ｺｳﾀ 熊本県 Team UKYO

21 0500601 入部 正太朗 ｲﾘﾍﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ 奈良県 シマノレーシング

22 0701113 木村 圭佑 ｷﾑﾗ ｹｲｽｹ 滋賀県 シマノレーシング

23 0800036 秋丸 湧哉 ｱｷﾏﾙ ﾕｳﾔ 大阪府 シマノレーシング

24 1000442 小山 貴大 ｺﾔﾏ ﾀｶﾋﾛ 群馬県 シマノレーシング

25 0900212 横山 航太 ﾖｺﾔﾏ ｺｳﾀ 長野県 シマノレーシング

26 1200626 水谷 翔 ﾐｽﾞﾀﾆ ｶｹﾙ 鹿児島 シマノレーシング

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 Benjamin PRADES REVERTE 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 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

34 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

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 1100726 田窪 賢次 ﾀｸﾎﾞ ｹﾝｼﾞ 大阪府 マトリックスパワータグ

37 0500440 永良 大誠 ﾅｶﾞﾗ ﾀﾞｲｾｲ 兵庫県 マトリックスパワータグ

38 0801159 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 1100960 新城 雄大 ｱﾗｼﾛ ﾕｳﾀﾞｲ 沖縄県 那須ブラーゼン

42 1001727 雨澤 毅明 ｱﾒｻﾞﾜ ﾀｹｱｷ 栃木県 那須ブラーゼン

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 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

63 0901542 北野 普識 ｷﾀﾉ ﾕｷﾉﾘ 千葉県 イナーメ信濃山形

64 1200812 井上 政貴 ｲﾉｳｴ ﾏｻｷ 兵庫県 イナーメ信濃山形

65 0700045 岩月 伸夫 ｲﾜﾂｷ ﾉﾌﾞｵ 愛知県 イナーメ信濃山形

66 0500435 福留 康介 ﾌｸﾄﾞﾒ ｺｳｽｹ 岡山県 イナーメ信濃山形

67 9801498 安井 広彦 ﾔｽｲ ﾋﾛﾋｺ 長野県 イナーメ信濃山形

81 0401561 初山 翔 ﾊﾂﾔﾏ ｼｮｳ 栃木県 ブリヂストン アンカー サイクリング チーム

82 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

83 0700340 寺崎 武郎 ﾃﾗｻｷ ﾀｹﾛｳ 福井県 ブリヂストン アンカー サイクリング チーム

91 0301382 山下 貴宏 ﾔﾏｼﾀ ﾀｶﾋﾛ 兵庫県 シエルヴォ奈良MIYATA-MERIDAレーシングチーム

92 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

93 1100483 若杉 圭祐 ﾜｶｽｷﾞ ｹｲｽｹ 愛知県 シエルヴォ奈良MIYATA-MERIDAレーシングチーム

94 0700758 西沢 倭義 ﾆｼｻﾞﾜ ｲﾖﾘ 京都府 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 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 1200031 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 9702834 中村 文武 ﾅｶﾑﾗ ﾌﾐﾀｹ 東京都 FIETS GROEN 日本ロボティクス

113 9702852 藤田 勉 ﾌｼﾞﾀ ﾂﾄﾑ 神奈川 FIETS GROEN 日本ロボティクス

114 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

115 9701049 屋部 佳伸 ﾔﾍﾞ ﾖｼﾉﾌﾞ 静岡県 FIETS GROEN 日本ロボティクス

116 1101941 小林 涼介 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳｽｹ 千葉県 FIETS GROEN 日本ロボティクス

121 FRA0417 Guezet Bruno ｹﾞｾﾞ ﾌﾞﾙﾉ FRANCE Neilpryde - Nanshin Subaru Cycling 

122 0600568 水野 貴行 ﾐｽﾞﾉ ﾀｶﾕｷ 愛知県 Neilpryde - Nanshin Subaru Cycling 

123 1400190 MARTIN Maxime ﾏﾙﾀﾝ ﾏｸｼﾑ FRANCE Neilpryde - Nanshin Subaru Cycling 
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131 9702097 天笠 辰一 ｱﾏｶﾞｻ ｼﾝｲﾁ 奈良県 エルドラードサムライ東北withのんのんびより

132 0901548 海藤 稜馬 ｶｲﾄﾞｳ ﾘｮｳﾏ 山形県 エルドラードサムライ東北withのんのんびより

133 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

134 0401308 五十嵐 丈士 ｲｶﾞﾗｼ ﾀｹｼ 沖縄県 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 0100092 浜頭 恭 ﾊﾏｶﾞｼﾗ ﾔｽｼ 東京都 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 0900461 秋山 悟郎 ｱｷﾔﾏ ｺﾞﾛｳ 東京都 ACQUA TAMA EURO-WORKS

181 0901551 水間 健 ﾐｽﾞﾏ ﾀｹｼ 栃木県 Honda 栃木

182 1001863 小林 宏志 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｼ 栃木県 Honda 栃木

183 1300346 河合 貴明 ｶﾜｲ ﾀｶｱｷ 栃木県 Honda 栃木

184 0901045 萩原 慎也 ﾊｷﾞﾜﾗ ｼﾝﾔ 栃木県 Honda 栃木

185 0200754 山西 健司 ﾔﾏﾆｼ ｹﾝｼﾞ 栃木県 Honda 栃木

186 1001677 山口 恒太郎 ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳﾀﾛｳ 栃木県 Honda 栃木

187 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

192 1301943 GARCIA Ricardo ｶﾞﾙｼｱ ﾘｶﾙﾄﾞ SPAIN KINAN Cycling Team

193 1401822 DESRIAC Loic ﾃﾞﾘｱｸ ﾛｲｯｸ 愛知県 KINAN Cycling Team

194 0801739 阿曽 圭佑 ｱｿ ｹｲｽｹ 三重県 KINAN Cycling Team

195 0400735 伊丹 健治 ｲﾀﾐ ｹﾝｼﾞ JPCA KINAN Cycling Team

196 0600869 中西 重智 ﾅｶﾆｼ ｼｹﾞﾄﾓ 滋賀県 KINAN Cycling Team

197 0801740 阿曽 光佑 ｱｿ ｺｳｽｹ 三重県 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 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

211 0800639 河賀 雄大 ｶｶﾞ ﾕｳﾀﾞｲ 広島県 VICTOIRE 広島

212 0400866 中山 卓士 ﾅｶﾔﾏ ﾀｶｼ 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 1100565 宮田 久生 ﾐﾔﾀ ﾋｻｵ 広島県 VICTOIRE 広島

215 9900444 石堂 大悟 ｲｼﾄﾞｳ ﾀﾞｲｺﾞ 広島県 VICTOIRE 広島

216 0801454 井上 無我 ｲﾉｳｴ ﾑｶﾞ 山口県 VICTOIRE 広島
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【クラスタ：E1　レースレーティング：B】　59名 2015.10.22

No. 選手ID 選手名 ｶﾅ 登録地 ﾁｰﾑ名

301 1101409 高 日亮 ｺｳ ﾆﾁﾘｮｳ 東京都 ACQUA TAMA

302 9900217 山本 聖吾 ﾔﾏﾓﾄ ｾｲｺﾞ 長野県 イナーメ信濃山形-EFT

303 1101124 武久 弘太 ﾀｹﾋｻ ｺｳﾀ 福岡県 VICTOIREしまなみ

304 1100616 杉山 文崇 ｽｷﾞﾔﾏ ﾌﾐﾀｶ 山口県 EsperanceStage我逢人・山口

305 0500349 井上 人志 ｲﾉｳｴ ﾋﾄｼ 大阪府 クラブシルベスト

306 9700734 井上 登士哉 ｲﾉｳｴ ﾄｼﾔ 愛媛県 クラブシルベスト

307 1100274 藤田 耕志 ﾌｼﾞﾀ ﾀｶｼ 兵庫県 クラブシルベスト

308 0900162 苗村 徹 ﾅｴﾑﾗ ﾄｵﾙ 大阪府 クラブシルベスト

309 1301620 浜田 健志 ﾊﾏﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 大阪府 クラブシルベスト

310 1101917 田 典幸 ﾀ ﾉﾘﾕｷ 熊本県 Coraggio Kawanishi Cycling Team

311 1100087 田中 信行 ﾀﾅｶ ﾉﾌﾞﾕｷ 奈良県 ZIPPY CYCLE CLUB

312 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

313 1200528 佐々木 貴則 ｻｻｷ ﾀｶﾉﾘ 東京都 ＳＥＫＩＹＡ

314 1401665 萬谷 和志 ﾏﾝﾀﾆ ｶｽﾞｼ 岡山県 SAUCE DEVELOPMENT

315 1100305 磯田 竜介 ｲｿﾀﾞ ﾘｭｳｽｹ 香川県 Tyrell Kagawa Racing

316 1100667 松村 和浩 ﾏﾂﾑﾗ ｶｽﾞﾋﾛ 香川県 Tyrell Kagawa Racing

317 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

318 1300279 藤澤 直人 ﾌｼﾞｻﾜ ﾅｵﾄ 神奈川 竹芝サイクルレーシング

319 1101928 安永 亮 ﾔｽﾅｶﾞ ｱｷﾗ 東京都 竹芝サイクルレーシング

320 1400862 西崎 太郎 ﾆｼｻﾞｷ ﾀﾛｳ 北海道 TEAM SKYROCKETS

321 1300630 川崎 卓治 ｶﾜｻｷ ﾀｸｼﾞ 岡山県 ﾁｰﾑ 岡山

322 0000382 三村 尚 ﾐﾑﾗ ﾀｶｼ 岡山県 ﾁｰﾑ 岡山

323 JBTGK01 田仲 康矢 ﾀﾅｶ ｺｳﾔ 熊本県 チームGINRIN熊本

324 1400499 左迫間 昭一 ｻｺﾏ ｼｮｳｲﾁ 熊本県 チームGINRIN熊本

325 1100858 日野 泰静 ﾋﾉ ﾀｲｾｲ 愛媛県 チームグロシャ

326 JBBGB02 藤川 淳 ﾌｼﾞｶﾜ ｼﾞｭﾝ 広島県 Team Kermis Cross

327 0701230 岡本 康太郎 ｵｶﾓﾄ ｺｳﾀﾛｳ 和歌山 TEAM SANREMO

328 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

329 0800223 米内 蒼馬 ﾖﾅｲ ｿｳﾏ 東京都 TOKYO VENTOS

330 1200842 平野 真一 ﾋﾗﾉ ｼﾝｲﾁ 和歌山 TOKYO VENTOS

331 1001679 早川 祐司 ﾊﾔｶﾜ ﾕｳｼﾞ 栃木県 TOKYO VENTOS

332 1400154 津村 翔平 ﾂﾑﾗ ｼｮｳﾍｲ 神奈川 TOKYO VENTOS

333 1101261 北見 涼 ｷﾀﾐ ﾘｮｳ 神奈川 TOKYO VENTOS

334 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

335 1001247 大村 英哉 ｵｵﾑﾗ ﾌｻﾔ 熊本県 PURPLE MONKEY

336 1101262 大堀 雅行 ｵｵﾎﾘ ﾏｻﾕｷ 熊本県 PURPLE MONKEY

337 1301946 林 大智 ﾊﾔｼ ﾀｲﾁ 福岡県 Pinazou Test Team

338 1100452 佐藤 宝樹 ｻﾄｳ ﾄﾓｷ 神奈川 FARs YOKOHAMA

339 1000423 佐藤 信哉 ｻﾄｳ ｼﾝﾔ 福岡県 VC Fukuoka 

340 1200884 村田 雄耶 ﾑﾗﾀ ﾕｳﾔ 福岡県 VC Fukuoka 

341 JBVCF03 廣田 力也 ﾋﾛﾀ ﾘｷﾔ 福岡県 VC Fukuoka 

342 1301019 長屋 一豊 ﾅｶﾞﾔ ｶｽﾞﾄﾖ 福岡県 VC Fukuoka 

343 1100969 黒澤 虎南 ｸﾛｻﾜ ｺﾅﾝ 福岡県 VC Fukuoka 

344 1300249 今倉 慎司 ｲﾏｸﾗ ｼﾝｼﾞ 福岡県 VC Fukuoka 

345 1200386 西村 和樹 ﾆｼﾑﾗ ｶｽﾞｷ 熊本県 VC Fukuoka 

346 1201352 森 幸一 ﾓﾘ ｺｳｲﾁ 福岡県 VC Fukuoka 

347 1201347 井戸川 真一 ｲﾄﾞｶﾞﾜ ｼﾝｲﾁ 福岡県 VC Fukuoka 

348 1100377 高田 英樹 ﾀｶﾀ ﾋﾃﾞｷ 福岡県 VC Fukuoka 

349 1201350 吉田 裕仁 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾛﾋﾄ 福岡県 VC Fukuoka 

350 1301816 金子 和浩 ｶﾈｺ ｶｽﾞﾋﾛ 神奈川 Ｂｌｕｅ Ｇｒａｓｓ

351 1401678 西 寅太郎 ﾆｼ ﾄﾗﾀﾛｳ 福岡県 ボンシャンス

352 1201501 内山 雅貴 ｳﾁﾔﾏ ﾏｻﾀｶ 静岡県 ボンシャンス

353 1300343 秋元 昌夫 ｱｷﾓﾄ ﾏｻｵ 栃木県 Honda 栃木 JET

354 1500252 辻 健人 ﾂｼﾞ ｹﾝﾄ 和歌山 町じて和歌山MKD

355 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
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356 1201366 半田 孝行 ﾊﾝﾀﾞ ﾀｶﾕｷ 大阪府 EURO-WORKS Racing

357 0800224 川原 建太郎 ｶﾜﾊﾗ ｹﾝﾀﾛｳ 東京都 Ｙ’ｓ Ｒｏａｄ

358 0700657 河合 達朗 ｶﾜｲ ﾀﾂﾛｳ 東京都 Ｙ’ｓ Ｒｏａｄ

359 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

4/8



【クラスタ：E2　レースレーティング：C】　39名 2015.10.22

No. 選手ID 選手名 ｶﾅ 登録地 ﾁｰﾑ名

401 0701339 吉浦 満 ﾖｼｳﾗ ﾐﾂﾙ 京都府 岩井商会レーシング

402 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

403 0900099 加藤 浩生 ｶﾄｳ ﾋﾛｵ 大阪府 クラブシルベスト

404 1500398 津田 悠義 ﾂﾀﾞ ﾕｳｷﾞ 愛知県 JBCF　J-Youth

405 1300355 小林 草太 ｺﾊﾞﾔｼ ｿｳﾀ 栃木県 じてんしゃの杜

406 9901846 大倉 健一 ｵｵｸﾗ ｹﾝｲﾁ 東京都 セオレーシング

407 1301936 野中 秀樹 ﾉﾅｶ ﾋﾃﾞｷ 東京都 セオレーシング

408 1101927 小倉 秀彦 ｵｸﾞﾗ ﾋﾃﾞﾋｺ 東京都 セオレーシング

409 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

410 0901410 斉藤 英代 ｻｲﾄｳ ﾋﾃﾞｼﾛ 静岡県 竹芝サイクルレーシング

411 1400047 菅谷 修 ｽｶﾞﾔ ｵｻﾑ 東京都 Team Speed

412 1500140 日野 凌羽 ﾋﾉ ﾘｮｳ 愛媛県 チームグロシャ

413 9702373 金子 彰 ｶﾈｺ ｱｷﾗ 山口県 チームサイクルプラス

414 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

415 1201903 杉村 敏章 ｽｷﾞﾑﾗ ﾄｼｱｷ 愛媛県 チーム大永山

416 0900283 徳永 易丈 ﾄｸﾅｶﾞ ﾔｽﾀｹ 愛媛県 チーム大永山

417 1000281 内田 晋平 ｳﾁﾀﾞ ｼﾝﾍﾟｲ 宮崎県 チームヤーボー

418 1301674 三浦 正志 ﾐｳﾗ ﾏｻｼ 宮崎県 チームヤーボー

419 1300762 森 正存 ﾓﾘ ﾏｻﾉﾌﾞ 愛媛県 TEAM LUPPI

420 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

421 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

422 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

423 1301464 中村 潤 ﾅｶﾑﾗ ｼﾞｭﾝ 広島県 docomo RT

424 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

425 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

426 1301941 星野 努 ﾎｼﾉ ﾂﾄﾑ 長崎県 PASTA

427 0400052 前川 元 ﾏｴｶﾜ ﾊｼﾞﾑ 兵庫県 BC.ANELLO

428 0210435 日隈 優輔 ﾋｸﾞﾏ ﾕｳｽｹ 福岡県 Pinazou Test Team

429 1101936 梶田 歩 ｶｼﾞﾀ ｱﾕﾑ 茨城県 Pinazou Test Team

430 1200107 矢野 和也 ﾔﾉ ｶｽﾞﾔ 神奈川 FARs YOKOHAMA

431 1201408 山田 将大 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 千葉県 FAST LANE Racing

432 JBVCF06 李 正明 ﾘ ﾏｻｱｷ 福岡県 VC Fukuoka 

433 0800072 壇 耕平 ﾀﾞﾝ ｺｳﾍｲ 福岡県 VC Fukuoka 

434 1402142 橋内 彰吾 ﾊｼｳﾁ ｼｮｳｺﾞ 福岡県 VC Fukuoka 

435 JBFTS01 石渡 誠一 ｲｼﾜﾀﾘ ｾｲｲﾁ 神奈川 フィッツ

436 1200022 幡司 勝 ﾊﾀｼ ﾏｻﾙ 広島県 voyAge cycling team

437 JBBGB08 成田 恒輝 ﾅﾘﾀ ｺｳｷ 広島県 voyAge cycling team

438 1400293 野村 彰浩 ﾉﾑﾗ ｱｷﾋﾛ 広島県 voyAge cycling team

439 1300031 増田 弘誠 ﾏｽﾀﾞ ﾋﾛﾅｶﾞ 静岡県 ボンシャンス

第2回 JBCF おおいたサイクルロードレース
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【クラスタ：E3　レースレーティング：D】　61名 2015.10.22

No. 選手ID 選手名 ｶﾅ 登録地 ﾁｰﾑ名

501 1501770 岩本 克也 ｲﾜﾓﾄ ｶﾂﾔ 山口県 EsperanceStage我逢人・山口

502 1100453 山野井 哲実 ﾔﾏﾉｲ ｻﾄﾐ 大阪府 クラブシルベスト

503 1301468 山本 修司 ﾔﾏﾓﾄ ｼｭｳｼﾞ 大阪府 Ｓａｋａｔａｎｉ Ｒａｃｉｎｇ

504 1301407 山崎 昌宣 ﾔﾏｻﾞｷ ｱｷﾉﾘ 大阪府 C-WASP

505 1301820 泉 正明 ｲｽﾞﾐ ﾏｻｱｷ 宮崎県 Chevalier.  with タカスイ

506 1301540 吉田 博俊 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾛﾄｼ 神奈川 湘南ベルマーレサイクル

507 1200606 門奈 芳生 ﾓﾝﾅ ﾖｼｵ 埼玉県 SQUADRA CORSE cicli HIDE

508 JBSPA01 高村 昌克 ﾀｶﾑﾗ ﾏｻｶﾂ 静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

509 1200439 古東 克敏 ｺﾄｳ ｶﾂﾄｼ 千葉県 セオレーシング

510 JBSMK04 久野 広将 ﾋｻﾉ ｺｳｽｹ 熊本県 セレクシオン南九州

511 1400528 那須 大誠 ﾅｽ ﾀｲｾｲ 熊本県 セレクシオン南九州

512 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

513 1300234 阿部 哲也 ｱﾍﾞ ﾃﾂﾔ 兵庫県 soleil de lest

514 1400141 長妻 暁 ﾅｶﾞﾂﾏ ｱｷﾗ 神奈川 TEAM SPORTS KID

515 JBMCN02 後藤 圭史 ｺﾞﾄｳ ｹｲｼﾞ 東京都 TEAM SPORTS KID

516 1400540 本山 英樹 ﾓﾄﾔﾏ ﾋﾃﾞｷ 大阪府 チーム・アヴェル

517 1500792 大塚 秀人 ｵｵﾂｶ ﾋﾃﾞﾄ 東京都 チーム オーベスト

518 JBTGK03 井上 健志 ｲﾉｳｴ ﾀｹｼ 熊本県 チームGINRIN熊本

519 1400501 蓑田 幸作 ﾐﾉﾀﾞ ｺｳｻｸ 熊本県 チームGINRIN熊本

520 JBTGK02 永田 隆二 ﾅｶﾞﾀ ﾘｭｳｼﾞ 熊本県 チームGINRIN熊本

521 1400295 大森 健一 ｵｵﾓﾘ ｹﾝｲﾁ 広島県 Team Kermis Cross

522 1400292 富永 将宇 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾏｻﾀｶ 広島県 Team Kermis Cross

523 1301844 岩橋 永悟 ｲﾜﾊｼ ｴｲｺﾞ 東京都 チームCB+

524 1500755 山林 宏行 ﾔﾏﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾕｷ 愛媛県 チーム大永山

525 1400777 藤村 修平 ﾌｼﾞﾑﾗ ｼｭｳﾍｲ 宮崎県 チームヤーボー

526 1300892 熊田 湧太 ｸﾏﾀﾞ ﾕｳﾀ 東京都 TEAM YOU CAN

527 1500653 友池 諒 ﾄﾓｲｹ ﾘｮｳ 福岡県 チーム ロンボクリアン

528 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

529 9702601 津末 浩平 ﾂｽｴ ｺｳﾍｲ 大分県 津末レーシング

530 JBTSE03 岩切 弘輝 ｲﾜｷﾘ ﾋﾛｷ 大分県 津末レーシング

531 JBTSE13 増中 洋二 ﾏｽﾅｶ ﾖｳｼﾞ 大分県 津末レーシング

532 1201199 三重野 将章 ﾐｴﾉ ﾏｻｱｷ 大分県 津末レーシング

533 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

534 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

535 JBTSE15 今冨 紳夫 ｲﾏﾄﾐ ﾉﾌﾞｵ 大分県 津末レーシング

536 JBTSE09 宮本 賢一 ﾐﾔﾓﾄ ｹﾝｲﾁ 大分県 津末レーシング

537 JBTSE02 宮成 國仁 ﾐﾔﾅﾘ ｸﾆﾋﾄ 大分県 津末レーシング

538 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

539 JBTSE10 佐藤 弘典 ｻﾄｳ ﾋﾛﾉﾘ 大分県 津末レーシング

540 JBTSE04 佐藤 憲博 ｻﾄｳ ﾉﾘﾋﾛ 大分県 津末レーシング

541 JBTSE12 本田 一樹 ﾎﾝﾀﾞ ｶｽﾞｷ 大分県 津末レーシング

542 0401046 越海 誠一 ｺｼﾉﾐ ｾｲｲﾁ 大分県 津末レーシング

543 1402110 近藤　 尚弥 ｺﾝﾄﾞｳ ﾅｵﾔ 愛知県 DENSO RACING

544 0801516 福田 昌弘 ﾌｸﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 東京都 なるしまフレンド

545 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

546 1402072 長濱 圭吾 ﾅｶﾞﾊﾏ ｹｲｺﾞ 東京都 日本ろう自転車競技協会

547 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

548 1400705 森野 裕太 ﾓﾘﾉ ﾕｳﾀ 山口県 ネクストリーム・うどん棒

549 1501592 金築 敬晃 ｶﾈﾂｷ ﾀｶｱｷ 島根県 PURPLE MONKEY

550 1200307 桂 慶浩 ｶﾂﾗ ﾖｼﾋﾛ 福岡県 Pinazou Test Team

551 9702863 松岡 豪 ﾏﾂｵｶ ｺﾞｳ 東京都 Pinazou Test Team

552 JBBGR02 湧川 将樹 ﾜｸｶﾞﾜ ﾏｻｷ 山口県 Ｂｌｕｅ Ｇｒａｓｓ

553 0401118 森永 剛 ﾓﾘﾅｶﾞ ﾂﾖｼ 福岡県 Ｂｌｕｅ Ｇｒａｓｓ

554 JBBGR04 川上 豪仁 ｶﾜｶﾐ ﾀｹﾋﾄ 福岡県 Ｂｌｕｅ Ｇｒａｓｓ

555 1400291 渡部 譲二 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｮｳｼﾞ 広島県 voyAge cycling team
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556 JBBGB13 田中 隆太 ﾀﾅｶ ﾘｭｳﾀ 広島県 voyAge cycling team

557 JBBGB11 横手 徳広 ﾖｺﾃ ﾄｸﾋﾛ 広島県 voyAge cycling team

558 1402160 富元 久雄 ﾄﾐﾓﾄ ﾋｻｵ 埼玉県 Honda 栃木 JET

559 0901303 亀岡 晋也 ｶﾒｵｶ ｼﾝﾔ 愛媛県 masahikomifune.com CyclingTeam

560 1501559 高橋 幸也 ﾀｶﾊｼ ﾕｷﾔ 神奈川 Racing CUBE

561 JBWCU07 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
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【クラスタ：F　レースレーティング：F】　6名 2015.10.22

No. 選手ID 選手名 ｶﾅ 登録地 ﾁｰﾑ名

601 0900190 山下 由起子 ﾔﾏｼﾀ ﾕｷｺ 大阪府 Vitesse- Feminin 

602 1402089 那須 萌美 ﾅｽ ﾓｴﾐ 宮崎県 チームヤーボー

603 1301359 棟近 陽子 ﾑﾈﾁｶ ﾖｳｺ 奈良県 BH ASTIFO

604 1301601 枝光 美奈 ｴﾀﾞﾐﾂ ﾐﾅ 福岡県 VC Fukuoka 

605 1300213 森下 真己子 ﾓﾘｼﾀ ﾏｷｺ 福岡県 VC Fukuoka 

606 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
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