
【クラスタ：E1　1組　決勝】　32名　11:45スタート 2015.11.05
No. 選手ID 選手名 ｶﾅ 地域 ﾁｰﾑ名
301 0900512 山野内 徹 ﾔﾏﾉｳﾁ ﾄｵﾙ 神奈川 atelierFLEUVE Racing
303 1101882 ⻘山 ⾼⼠ ｱｵﾔﾏ ﾀｶﾋﾄ 宮城県 エルドラード・エスペランサ
305 1100420 小山 雄司 ｺﾔﾏ ﾕｳｼﾞ ⻑野県 快レーシング
307 0500055 藤岡 徹也 ﾌｼﾞｵｶ ﾃﾂﾔ 兵庫県 クラブシルベスト
309 0400729 小⻄ 悠貴 ｺﾆｼ ﾕｳｷ 京都府 クラブシルベスト
311 1402382 松井 響 ﾏﾂｲ ﾋﾋﾞｷ 大阪府 クラブシルベスト
313 9900113 ⾼橋 利明 ﾀｶﾊｼ ﾄｼｱｷ 茨城県 GROWING Racing Team
315 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
317 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
319 0800135 丸山 英将 ﾏﾙﾔﾏ ﾋﾃﾞﾉﾌﾞ 埼玉県 SQUADRA CORSE cicli HIDE
321 0700592 辻本 尚希 ﾂｼﾞﾓﾄ ﾅｵｷ 東京都 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ
323 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
325 1000163 石澤 賢 ｲｼｻﾞﾜ ｹﾝ 神奈川 竹芝サイクルレーシング
327 0800067 野島 遊 ﾉｼﾞﾏ ﾕｳ 大阪府 TEAM AMUSE
329 1401797 大東 泰弘 ﾀﾞｲﾄｳ ﾔｽﾋﾛ 愛知県 Ｔｅａｍまるいちエヴァディオ
331 0501543 上村 ⽴⼀ ｳｴﾑﾗ ﾘｭｳｲﾁ 埼玉県 チバポンズ
333 1300379 棚橋 峻也 ﾀﾅﾊｼ ｼｭﾝﾔ 愛知県 天狗党
335 1001679 早川 祐司 ﾊﾔｶﾜ ﾕｳｼﾞ 栃木県 TOKYO VENTOS
337 1000997 柳沼 龍佑 ﾔｷﾞﾇﾏ ﾘｭｳｽｹ 福島県 TOKYO VENTOS
339 1301320 田中 忍 ﾀﾅｶ ｼﾉﾌﾞ 東京都 なるしまフレンド
341 0900273 中山 恭介 ﾅｶﾔﾏ ｷｮｳｽｹ 神奈川 HAMMER!!BROS
343 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

第４回 JBCF 幕張クリテリウム　組分け表

343 1201592 阿部 航大 ｱﾍ  ｺｳﾀ ｲ 栃木県 ブラウ・ブリッツェン
345 1001728 雨澤 弘機 ｱﾒｻﾞﾜ ﾋﾛｷ 栃木県 ブラウ・ブリッツェン
347 0801515 伊藤 舜紀 ｲﾄｳ ｼｭﾝｷ 北海道 ボンシャンス
349 1300343 秋元 昌夫 ｱｷﾓﾄ ﾏｻｵ 栃木県 Honda 栃木 JET
351 1000922 森 天孝 ﾓﾘ ｿﾗﾀｶ 東京都 Maidservant Subject
353 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
355 1101449 大津 将史 ｵｵﾂ ﾏｻｼ 茨城県 Unity
357 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
359 1400132 半澤 雄⾼ ﾊﾝｻﾞﾜ ﾕﾀｶ 東京都 LinkTOHOKU
361 1201601 鈴木 克明 ｽｽﾞｷ ｶﾂｱｷ 埼玉県 Ｙʼｓ Ｒｏａｄ
363 JBWCU02 竹内 貴紀 ﾀｹｳﾁ ﾀｶﾉﾘ 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：E1　2組　決勝】　32名　12:56スタート 2015.11.05
No. 選手ID 選手名 ｶﾅ 地域 ﾁｰﾑ名
302 1402358 吉田 勝雅 ﾖｼﾀﾞ ｶﾂﾏｻ 埼玉県 ALTOPIANO
304 1000909 阿部 耕⼀ ｱﾍﾞ ｺｳｲﾁ 栃木県 OYAMA STARPLEX
306 1201807 中村 彰伸 ﾅｶﾑﾗ ｱｷﾉﾌﾞ 愛知県 Cannonball.jp
308 0500349 井上 人志 ｲﾉｳｴ ﾋﾄｼ 大阪府 クラブシルベスト
310 9700734 井上 登⼠哉 ｲﾉｳｴ ﾄｼﾔ 愛媛県 クラブシルベスト
312 0800118 岸本 侑大 ｷｼﾓﾄ ﾕｷﾋﾛ 茨城県 GROWING Racing Team
314 1300497 岩野 秀造 ｲﾜﾉ ｼｭｳｿﾞｳ 福島県 郡山サイクルフレンズ
316 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
318 9800713 内山 靖樹 ｳﾁﾔﾏ ﾔｽｷ 神奈川 湘南ベルマーレサイクル
320 1101337 小野 康太郎 ｵﾉ ｺｳﾀﾛｳ 東京都 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ
322 1200528 佐々木 貴則 ｻｻｷ ﾀｶﾉﾘ 東京都 ＳＥＫＩＹＡ
324 1200070 阿部 直英 ｱﾍﾞ ﾅｵﾋﾃﾞ 神奈川 竹芝サイクルレーシング
326 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
328 9701343 向山 浩司 ﾑｺｳﾔﾏ ｺｳｼﾞ 東京都 チーム オーベスト
330 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
332 1100571 平瀬 遼 ﾋﾗｾ ﾘｮｳ 愛知県 天狗党
334 1200842 平野 真⼀ ﾋﾗﾉ ｼﾝｲﾁ 和歌山 TOKYO VENTOS
336 1101261 北⾒ 涼 ｷﾀﾐ ﾘｮｳ 神奈川 TOKYO VENTOS
338 1301663 石原 悠希 ｲｼﾊﾗ ﾕｳｷ 栃木県 栃木県⽴真岡⼯業⾼等学校⾃転⾞競技部
340 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
342 1000423 佐藤 信哉 ｻﾄｳ ｼﾝﾔ 福岡県 VC Fukuoka

第４回 JBCF 幕張クリテリウム　組分け表

342 1000423 佐藤 信哉 ｻﾄｳ ｼﾝﾔ 福岡県 VC Fukuoka 
344 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
346 1301816 ⾦⼦ 和浩 ｶﾈｺ ｶｽﾞﾋﾛ 神奈川 Ｂｌｕｅ Ｇｒａｓｓ
348 1001778 大橋 聖二 ｵｵﾊｼ ｾｲｼﾞ 栃木県 Honda 栃木 JET
350 1100035 池田 朋介 ｲｹﾀﾞ ﾄﾓﾕｷ 静岡県 ミソノイレーシングチーム
352 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
354 0900177 川島 清⼀ ｶﾜｼﾏ ｾｲｲﾁ 東京都 Unity
356 1400657 和田 宗浩 ﾜﾀﾞ ﾑﾈﾋﾛ 愛知県 RITCHEY BREZZAカミハギRT
358 0300866 渡邉 正光 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾐﾂ 福島県 LinkTOHOKU
360 0800224 川原 建太郎 ｶﾜﾊﾗ ｹﾝﾀﾛｳ 東京都 Ｙʼｓ Ｒｏａｄ
362 1400618 関 隆芳 ｾｷ ﾀｶﾖｼ 茨城県 湾岸サイクリング・ユナイテッド
364 0800223 米内 蒼馬 ﾖﾅｲ ｿｳﾏ 東京都 TOKYO VENTOS
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【クラスタ：E2　1組　決勝】　33名　9:00スタート 2015.11.05
No. 選手ID 選手名 ｶﾅ 地域 ﾁｰﾑ名
401 0700083 大竹 剛 ｵｵﾀｹ ﾂﾖｼ 東京都 atelierFLEUVE Racing
403 1402362 木村 博志 ｷﾑﾗ ﾋﾛｼ 埼玉県 ALTOPIANO
405 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
407 1300573 吉田 昌弘 ﾖｼﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ ⻘森県 エルドラード・エスペランサ
409 1500299 伊藤 雅史 ｲﾄｳ ﾏｻｼ 千葉県 オッティモ
411 0900099 加藤 浩生 ｶﾄｳ ﾋﾛｵ 大阪府 クラブシルベスト
413 0800652 辻 邦浩 ﾂｼﾞ ｸﾆﾋﾛ 京都府 クラブシルベスト
415 1201534 富家 悠太 ﾄﾐﾔ ﾕｳﾀ 東京都 駒澤大学⾃転⾞部
417 1300355 小林 草太 ｺﾊﾞﾔｼ ｿｳﾀ 栃木県 じてんしゃの杜
419 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
421 1300023 江口 宗光 ｴｸﾞﾁ ﾑﾈﾐﾂ 静岡県 Squadra di LAVORANTE
423 1000237 臼井 康二 ｳｽｲ ｺｳｼﾞ 茨城県 ＳＰＡＣＥ ＺＥＲＯＰＯＩＮＴ
425 9901846 大倉 健⼀ ｵｵｸﾗ ｹﾝｲﾁ 東京都 セオレーシング
427 1101927 小倉 秀彦 ｵｸﾞﾗ ﾋﾃﾞﾋｺ 東京都 セオレーシング
429 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
431 1400047 菅谷 修 ｽｶﾞﾔ ｵｻﾑ 東京都 Team Speed
433 0800675 紺野 衛 ｺﾝﾉ ﾏﾓﾙ 北海道 Team ARI
435 1100461 湯浦 裕貴 ﾕｳﾗ ﾔｽﾀｶ 愛知県 チームヤマシゲ
437 0000251 佐々木 健 ｻｻｷ ﾀｹｼ 愛知県 天狗党
439 1301464 中村 潤 ﾅｶﾑﾗ ｼﾞｭﾝ 広島県 docomo RT
441 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
443 0400052 前川 元 ﾏｴｶﾜ ﾊｼﾞﾑ 兵庫県 BC ANELLO

第４回 JBCF 幕張クリテリウム　組分け表

443 0400052 前川 元 ﾏｴｶﾜ ﾊｼ ﾑ 兵庫県 BC.ANELLO
445 1201408 山田 将大 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 千葉県 FAST LANE Racing
447 9800367 吉川 勝 ﾖｼｶﾜ ﾏｻﾙ 茨城県 フィッツ
449 1400273 澤田 光 ｻﾜﾀﾞ ﾋｶﾙ 栃木県 ブラウ・ブリッツェン
451 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
453 1301409 曽我部 正道 ｿｶﾞﾍﾞ ﾏｻﾐﾁ 栃木県 ブラウ・ブリッツェン
455 JBHMT17 島⽴ 孫⾏ ｼﾏﾀﾞﾃ ﾏｺﾞﾕｷ 栃木県 Honda 栃木 JET
457 1000253 大島 繁 ｵｵｼﾏ ｼｹﾞﾙ 栃木県 ﾘﾍﾞﾙﾀｽTOCHIGI BICYCLE CLUB
459 9901684 千葉 大基 ﾁﾊﾞ ﾏｻﾓﾄ 埼玉県 LinkTOHOKU
461 1100040 小山 洋平 ｺﾔﾏ ﾖｳﾍｲ 神奈川 Racing CUBE
463 1500653 友池 諒 ﾄﾓｲｹ ﾘｮｳ 福岡県 チーム ロンボクリアン
465 1401791 本田 峻大 ﾎﾝﾀﾞ ｼｭﾝﾀ 東京都 EsperanceStage我逢人・山口

3/7



【クラスタ：E2　2組　決勝】　33名　9:55スタート 2015.11.05
No. 選手ID 選手名 ｶﾅ 地域 ﾁｰﾑ名
402 0800940 栢森 広 ｶﾔﾓﾘ ﾋﾛｼ 埼玉県 ＡＲＡＩＭＵＲＡＣＡ
404 1100479 峰澤 ⾥志 ﾐﾈｻﾞﾜ ｻﾄｼ 愛知県 インパルス
406 1301705 水⼾部 圭⼀郎 ﾐﾄﾍﾞ ｹｲｲﾁﾛｳ 北海道 NSR
408 0900514 前地 直記 ﾏｴﾁﾞ ﾅｵｷ 千葉県 オッティモ
410 1200344 海⽼沼 武志 ｴﾋﾞﾇﾏ ﾀｹｼ 栃木県 OYAMA STARPLEX
412 1300543 宮前 昭宏 ﾐﾔﾏｴ ｱｷﾋﾛ 大阪府 クラブシルベスト
414 9701808 松井 正通 ﾏﾂｲ ﾏｻﾐﾁ 京都府 クラブシルベスト
416 1500398 津田 悠義 ﾂﾀﾞ ﾕｳｷﾞ 愛知県 JBCF J-Youth
418 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
420 1400161 越智 崇裕 ｵﾁ ﾀｹﾋﾛ 神奈川 湘南ベルマーレサイクル
422 0700302 米田 靖 ﾖﾈﾀﾞ ﾔｽｼ 千葉県 ＳＰＡＣＥ ＺＥＲＯＰＯＩＮＴ
424 0700143 佐藤 剛毅 ｻﾄｳ ｺﾞｳｷ 茨城県 ＳＰＡＣＥ ＺＥＲＯＰＯＩＮＴ
426 1301936 野中 秀樹 ﾉﾅｶ ﾋﾃﾞｷ 東京都 セオレーシング
428 1400103 ⻑瀬 智史 ﾅｶﾞｾ ｻﾄｼ 千葉県 セオレーシング
430 1400129 田村 陽 ﾀﾑﾗ ﾋﾅﾀ 東京都 Team UKYO Reve
432 0800487 山下 秀剛 ﾔﾏｼﾀ ﾋﾃﾞﾀｶ 三重県 チーム スポルテック
434 1001919 木原 直幹 ｷﾊﾗ ﾅｵﾓﾄ 神奈川 チームCB+
436 1400620 渋谷 明 ｼﾌﾞﾔ ｱｷﾗ 群馬県 TRC PANAMAREDS
438 1100063 ⾼橋 大和 ﾀｶﾊｼ ﾔﾏﾄ 神奈川 東海大学⾃転⾞部
440 JBNPT06 松井 敏文 ﾏﾂｲ ﾄｼﾌﾐ 栃木県 NAMAZU PLUS TOCHIGI
442 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
444 1000400 小林 秀雄 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞｵ 東京都 FAST LANE Racing

第４回 JBCF 幕張クリテリウム　組分け表

444 1000400 小林 秀雄 ｺﾊ ﾔｼ ﾋﾃ ｵ 東京都 FAST LANE Racing
446 JBFTS01 石渡 誠⼀ ｲｼﾜﾀﾘ ｾｲｲﾁ 神奈川 フィッツ
448 1300365 小野寺 慶 ｵﾉﾃﾞﾗ ｹｲ 栃木県 ブラウ・ブリッツェン
450 1400265 野宮 ⼀朗 ﾉﾐﾔ ｲﾁﾛｳ 栃木県 ブラウ・ブリッツェン
452 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
454 1300031 増田 弘誠 ﾏｽﾀﾞ ﾋﾛﾅｶﾞ 静岡県 ボンシャンス
456 1001634 小林 正人 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾄ 茨城県 Unity
458 1402184 岩崎 晶雲 ｲﾜｻｷ ｼｮｳｳﾝ 福島県 LinkTOHOKU
460 0500900 相笠 翔太 ｱｲｶﾞｻ ｼｮｳﾀ 福島県 LinkTOHOKU
462 0901018 福岡 武 ﾌｸｵｶ ﾀｹｼ 神奈川 Ｙʼｓ Ｒｏａｄ
464 0001698 福原 大 ﾌｸﾊﾗ ﾀﾞｲ 埼玉県 EsperanceStage我逢人・山口
466 1200103 竹松 隆幸 ﾀｹﾏﾂ ﾀｶﾕｷ 神奈川 FARs YOKOHAMA
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【クラスタ：E3　1組　決勝】　39名 　14:07スタート 2015.11.05
No. 選手ID 選手名 ｶﾅ 地域 ﾁｰﾑ名
501 1100198 岩崎 基規 ｲﾜｻｷ ﾓﾄﾉﾘ 埼玉県 ACQUA TAMA
504 1200453 南 朋弥 ﾐﾅﾐ ﾄﾓﾔ 埼玉県 ＡＲＡＩＭＵＲＡＣＡ
507 1402356 和田 清秀 ﾜﾀﾞ ｷﾖﾋﾃﾞ 埼玉県 ALTOPIANO
510 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
513 1500278 ⾼橋 育 ﾀｶﾊｼ ｲｸ 千葉県 オッティモ
516 JBGRW01 神谷 洋介 ｶﾐﾔ ﾖｳｽｹ 宮城県 GROWING Racing Team
519 1402279 森 勇太 ﾓﾘ ﾕｳﾀ 東京都 駒澤大学⾃転⾞部
522 JBSHA05 田口 紀昭 ﾀｸﾞﾁ ﾉﾘｱｷ 埼玉県 シャークアイランド
525 JBBEC02 槐 野明 ｴﾝｼﾞｭ ﾉｱ 神奈川 湘南ベルマーレサイクル
528 JBBEC08 会田 拓磨 ｱｲﾀﾞ ﾀｸﾏ 神奈川 湘南ベルマーレサイクル
531 1010008 北嶋 択郎 ｷﾀｼﾞﾏ ﾀｸﾛｳ 静岡県 Squadra di LAVORANTE
534 JBSZP02 織⼾ ⼀樹 ｵﾘﾄ ｶｽﾞｷ 茨城県 ＳＰＡＣＥ ＺＥＲＯＰＯＩＮＴ
537 1400013 永坂 允 ﾅｶﾞｻｶ ﾏｺﾄ 静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ
540 JBRAV17 佐藤 浩大 ｻﾄｳ ｺｳﾀ 東京都 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ
543 1000847 山口 知彦 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄﾓﾋｺ 千葉県 セオレーシング
546 1300538 倉田 亮 ｸﾗﾀ ﾘｮｳ 兵庫県 SAUCE DEVELOPMENT
549 JBTAS01 武中 研太 ﾀｹﾅｶ ｹﾝﾀ 大阪府 TEAM AMUSE
552 1400148 福田 圭晃 ﾌｸﾀﾞ ﾖｼｱｷ 神奈川 Team BFY Racing
555 1500237 五⼗嵐 亮太 ｲｶﾞﾗｼ ﾘｮｳﾀ 神奈川 Team BFY Racing
558 1000585 石川 亮介 ｲｼｶﾜ ﾘｮｳｽｹ 神奈川 Team BFY Racing
561 1200454 布施 利実 ﾌｾ ﾄｼﾐ 東京都 TEAM SANREMO
564 1300892 熊田 湧太 ｸﾏﾀﾞ ﾕｳﾀ 東京都 TEAM YOU CAN
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564 1300892 熊田 湧太 ｸﾏﾀ  ﾕｳﾀ 東京都 TEAM YOU CAN
568 9702061 平井 信昭 ﾋﾗｲ ﾉﾌﾞｱｷ 神奈川 ナカガワＡＳ・Ｋʼデザイン
571 1001402 谷口 義典 ﾔｸﾞﾁ ﾖｼﾉﾘ 東京都 なるしまフレンド
574 JBNXT08 新井 雄太 ﾆｲ ﾕｳﾀ 大阪府 ネクストリーム・うどん棒
577 1100860 ⻑嶋 大樹 ﾅｶﾞｼﾏ ﾀﾞｲｷ 北海道 Peach MAX
580 1200743 藤崎 真吾 ﾌｼﾞｻｷ ｼﾝｺﾞ 北海道 Peach MAX
583 1100349 福島 康洋 ﾌｸｼﾏ ﾔｽﾋﾛ 栃木県 ブラウ・ブリッツェン
586 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
589 JBBRT01 渡辺 智則 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓﾉﾘ 千葉県 Blanche Racing Team
592 0901458 尾形 尚紀 ｵｶﾞﾀ ﾅｵｷ 埼玉県 Honda 栃木 JET
595 1500047 吉田 雅 ﾖｼﾀﾞ ﾏｻｼ 静岡県 ミソノイレーシングチーム
598 1100196 佐藤 直樹 ｻﾄｳ ﾅｵｷ 埼玉県 Maidservant Subject
601 1400975 松田 真也 ﾏﾂﾀﾞ ｼﾝﾔ 愛知県 RITCHEY BREZZAカミハギRT
604 1501559 ⾼橋 幸也 ﾀｶﾊｼ ﾕｷﾔ 神奈川 Racing CUBE
607 1300201 今井 明 ｲﾏｲ ｱｷﾗ 神奈川 Ｙʼｓ Ｒｏａｄ
610 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
613 1400080 石倉 悠之介 ｲｼｸﾗ ﾕｳﾉｽｹ 千葉県 湾岸サイクリング・ユナイテッド
616 JBRAV18 檜村 奏太 ﾋﾑﾗ ｿｳﾀ 東京都 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ
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No. 選手ID 選手名 ｶﾅ 地域 ﾁｰﾑ名
502 0800004 石井 哲也 ｲｼｲ ﾃﾂﾔ 埼玉県 ＡＲＡＩＭＵＲＡＣＡ
505 1402357 吉田 勝彦 ﾖｼﾀﾞ ｶﾂﾋﾛ 埼玉県 ALTOPIANO
508 1402361 鳥屋部 樹 ﾄﾘﾔﾍﾞ ﾀﾂｷ 埼玉県 ALTOPIANO
511 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
514 1500287 宮坂 貴志 ﾐﾔｻｶ ﾀｶｼ 千葉県 オッティモ
517 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
520 1300256 杉山 大地 ｽｷﾞﾔﾏ ﾀﾞｲﾁ 東京都 G.S.POSITIVO
523 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
526 1400144 相原 ⼠穏 ｱｲﾊﾗ ｼｵﾝ 神奈川 湘南ベルマーレサイクル
529 1200606 門奈 芳生 ﾓﾝﾅ ﾖｼｵ 埼玉県 SQUADRA CORSE cicli HIDE
532 JBSBR02 松田 輝 ﾏﾂﾀﾞ ﾋｶﾙ 群馬県 ＳＵＢＡＲＵ ＲＴ
535 0601593 白土 浩 ｼﾗﾄ ﾋﾛｼ 千葉県 ＳＰＡＣＥ ＺＥＲＯＰＯＩＮＴ
538 JBSPA01 ⾼村 昌克 ﾀｶﾑﾗ ﾏｻｶﾂ 静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ
541 JBRAV13 下道 隆二 ｼﾀﾐﾁ ﾘｭｳｼﾞ 千葉県 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ
544 1301789 大森 修平 ｵｵﾓﾘ ｼｭｳﾍｲ 神奈川 ＳＥＫＩＹＡ
547 JBNFC01 淡井 裕太 ｱﾜｲ ﾕｳﾀ 兵庫県 SAUCE DEVELOPMENT
550 1301908 山口 和来 ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｽﾞｷ 東京都 Team UKYO Reve
553 1500223 宮崎 翔太 ﾐﾔｻﾞｷ ｼｮｳﾀ 神奈川 Team BFY Racing
556 1001572 菅野 広⼀ ｶﾝﾉ ｺｳｲﾁ 神奈川 Team BFY Racing
559 JBTAR03 安江 拓馬 ﾔｽｴ ﾀｸﾏ 神奈川 Team ARI
562 1500198 國定 洋光 ｸﾆｻﾀﾞ ﾋﾛﾐﾂ 東京都 Ｔｅａｍ ＦＩＴＴＥ
566 1500655 日下部 惣太 ｸｻｶﾍﾞ ｿｳﾀ 福岡県 チ ム ロンボクリアン
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566 1500655 日下部 惣太 ｸｻｶﾍ  ｿｳﾀ 福岡県 チーム ロンボクリアン
569 1500425 山田 哲也 ﾔﾏﾀﾞ ﾃﾂﾔ 栃木県 NAMAZU PLUS TOCHIGI
572 0700356 ⽼沼 義博 ｵｲﾇﾏ ﾖｼﾋﾛ 埼玉県 なるしまフレンド
575 1201256 木村 亮輔 ｷﾑﾗ ﾘｮｳｽｹ 群馬県 HARP Racing Club
578 1201752 芦澤 諒平 ｱｼｻﾞﾜ ﾘｮｳﾍｲ 北海道 Peach MAX
581 1400269 尾形 駿 ｵｶﾞﾀ ｼｭﾝ 栃木県 ブラウ・ブリッツェン
584 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
587 JBBBL07 小荷田 泰正 ｺﾆﾀ ﾔｽﾏｻ 栃木県 ブラウ・ブリッツェン
590 0900406 石原 裕也 ｲｼﾊﾗ ﾕｳﾔ 千葉県 Blanche Racing Team
593 1400044 小寺 啓介 ｺﾃﾗ ｹｲｽｹ 大阪府 masahikomifune.com CyclingTeam
596 1201190 神村 祐之介 ｶﾐﾑﾗ ﾕｳﾉｽｹ 静岡県 MUUR zero Velofutur
599 JBUNT02 仲沢 周⼀ ﾅｶｻﾞﾜ ｼｭｳｲﾁ 茨城県 Unity
602 0600125 岡野 賢司 ｵｶﾉ ｹﾝｼﾞ 栃木県 ﾘﾍﾞﾙﾀｽTOCHIGI BICYCLE CLUB
605 JBTMY05 関根 啓総 ｾｷﾈ ﾋﾛﾐﾁ 埼玉県 Ｙʼｓ Ｒｏａｄ
608 1502420 飯田 修平 ｲｲﾀﾞ ｼｭｳﾍｲ 神奈川 Ｙʼｓ Ｒｏａｄ
611 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
614 JBWCU08 村口 裕樹 ﾑﾗｸﾞﾁ ﾋﾛｷ 千葉県 湾岸サイクリング・ユナイテッド
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No. 選手ID 選手名 ｶﾅ 地域 ﾁｰﾑ名
503 JBARI05 大澤 昌弘 ｵｵｻﾜ ﾏｻﾋﾛ 埼玉県 ＡＲＡＩＭＵＲＡＣＡ
506 1402364 出浦 良則 ﾃﾞｳﾗ ﾖｼﾉﾘ 埼玉県 ALTOPIANO
509 1500885 塩澤 魁 ｼｵｻﾞﾜ ｶｲ 愛知県 インパルス
512 1300601 山本 瑞樹 ﾔﾏﾓﾄ ﾐｽﾞｷ 宮城県 エルドラード・エスペランサ
515 JBSLB03 小松 聖義 ｺﾏﾂ ﾏｻﾖｼ 大阪府 クラブシルベスト
518 1300377 小林 直樹 ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵｷ 愛知県 KOGMA Racing
521 1301407 山崎 昌宣 ﾔﾏｻﾞｷ ｱｷﾉﾘ 大阪府 C-WASP
524 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
527 JBBEC04 小野瀬 広希 ｵﾉｾ ﾋﾛｷ 神奈川 湘南ベルマーレサイクル
530 1301909 本多 陽⼀ ﾎﾝﾀﾞ ﾖｳｲﾁ 埼玉県 SQUADRA CORSE cicli HIDE
533 JBSBR03 木村 盛義 ｷﾑﾗ ﾓﾘﾖｼ 群馬県 ＳＵＢＡＲＵ ＲＴ
536 1400713 梶原 康平 ｶｼﾞﾜﾗ ｺｳﾍｲ 千葉県 ＳＰＡＣＥ ＺＥＲＯＰＯＩＮＴ
539 1300085 榊原 俊介 ｻｶｷﾊﾞﾗ ｼｭﾝｽｹ 静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ
542 1200439 古東 克敏 ｺﾄｳ ｶﾂﾄｼ 千葉県 セオレーシング
545 0701765 石崎 堅太郎 ｲｼｻﾞｷ ｹﾝﾀﾛｳ 茨城県 ＳＥＫＩＹＡ
548 JBTKB09 井上 敦史 ｲﾉｳｴ ｱﾂｼ 千葉県 竹芝サイクルレーシング
551 0800315 栗栖 嵩 ｸﾘｽ ﾀｶｼ 北海道 チーム GSエバーウィン
554 1500238 五⼗嵐 洸太 ｲｶﾞﾗｼ ｺｳﾀ 神奈川 Team BFY Racing
557 1402251 白石 光 ｼﾗｲｼ ﾋｶﾙ 神奈川 Team BFY Racing
560 1400174 石川 靖洋 ｲｼｶﾜ ﾔｽﾋﾛ 静岡県 チーム・ウォークライド
563 1400805 忍田 基明 ｵｼﾀﾞ ﾓﾄｱｷ 東京都 Ｔｅａｍ ＦＩＴＴＥ
567 1301577 岡本 晃太朗 ｵｶﾓﾄ ｺｳﾀﾛｳ 神奈川 東海大学⾃転⾞部
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567 1301577 岡本 晃太朗 ｵｶﾓﾄ ｺｳﾀﾛｳ 神奈川 東海大学⾃転⾞部
570 1400433 近藤 聡 ｺﾝﾄﾞｳ ｻﾄｼ 東京都 なるしまフレンド
573 1400046 上 敏浩 ｶﾐ ﾄｼﾋﾛ 大阪府 ネクストリーム・うどん棒
576 1001649 伊藤 隼也 ｲﾄｳ ｼｭﾝﾔ 奈良県 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸﾚｰｼﾝｸﾞﾁｰﾑ
579 1501797 木村 啓介 ｷﾑﾗ ｹｲｽｹ 北海道 Peach MAX
582 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
585 JBBBL04 菊地 優斗 ｷｸﾁ ﾕｳﾄ 栃木県 ブラウ・ブリッツェン
588 JBBBL09 馬場 友博 ﾊﾞﾊﾞ ﾄﾓﾋﾛ 栃木県 ブラウ・ブリッツェン
591 1402160 富元 久雄 ﾄﾐﾓﾄ ﾋｻｵ 埼玉県 Honda 栃木 JET
594 1200504 藤岡 孝和 ﾌｼﾞｵｶ ｺｳﾜ 東京都 masahikomifune.com CyclingTeam
597 1402246 ⾼柴 元 ﾀｶｼﾊﾞ ｹﾞﾝ 東京都 Maidservant Subject
600 JBUNT06 平野 秀⼀郎 ﾋﾗﾉ ｼｭｳｲﾁﾛｳ 茨城県 Unity
603 JBRCT02 宮本 悠平 ﾐﾔﾓﾄ ﾕｳﾍｲ 大阪府 Ring×2 Cycling Team
606 1500192 白井 真人 ｼﾗｲ ﾏｻﾄ 東京都 Ｙʼｓ Ｒｏａｄ
609 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
612 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
615 JBRAV16 渋谷 卓馬 ｼﾌﾞﾔ ﾀｸﾏ 東京都 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ
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