
【クラスタ：E3  1組　ﾚｰｽﾚｰﾃｨﾝｸﾞ：D】　48名  14:00ｽﾀｰﾄ 2016.03.25
No. 選手ID 選手名 ｶﾅ 地域 ﾁｰﾑ名
501 1300137 大石 康二 ｵｵｲｼ ｺｳｼﾞ 兵庫県 Ｒ２ＳＰＯＲＴＳCYCLINGTEAM
503 1401954 須崎 尚樹 ｽｻｷ ﾅｵｷ 東京都 ACQUA TAMA
505 1300476 佐藤 圭一 ｻﾄｳ ｹｲｲﾁ 愛知県 イナーメ信濃山形-EFT
507 1402159 山口 敦大 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱﾂﾋﾛ 京都府 velo club VENTO
509 1502702 中川 大使 ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｲｼ 京都府 velo club VENTO
511 1101066 松兼 輝明 ﾏﾂｶﾈ ﾃﾙｱｷ 大阪府 関⻄大学Cycle Racing Team
513 1200602 山神 海晴 ﾔﾏｶﾞﾐ ｶｲｾｲ 大阪府 関⻄大学Cycle Racing Team
515 1300061 向井 聖二 ﾑｶｲ ｾｲｼﾞ 大阪府 クラブシルベスト
517 JB16061 天野 弘章 ｱﾏﾉ ﾋﾛｱｷ 大阪府 クラブシルベスト
519 JB16597 喜多 義昭 ｷﾀ ﾖｼｱｷ 石川県 ケッヘルブイシースプートニク
521 9701310 荒木 樹 ｱﾗｷ ﾀﾂﾞﾙ 石川県 ケッヘルブイシースプートニク
523 JB16090 川田 尚輝 ｶﾜﾀﾞ ﾅｵｷ － Coraggio Kawanishi Cycling Team Jun
525 1502204 松笠 寛也 ﾏﾂｶｻ ﾋﾛﾔ 兵庫県 Coraggio Kawanishi Cycling Team Jun
527 1500895 藤原 禎之 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾖｼﾕｷ 兵庫県 Coraggio Kawanishi Cycling Team Jun
529 1300070 北山 純 ｷﾀﾔﾏ ｼﾞｭﾝ 大阪府 Ｓａｋａｔａｎｉ Ｒａｃｉｎｇ
531 JB16347 大橋 寿安 ｵｵﾊｼ ﾄｼﾔｽ － Ｓａｋａｔａｎｉ Ｒａｃｉｎｇ
533 1300132 河内 博⾏ ｶﾜﾁ ﾋﾛﾕｷ 奈良県 ZAS Racing
535 1400066 松谷 一範 ﾏﾂﾀﾆ ｶｽﾞﾉﾘ 大阪府 シマノドリンキング
537 1400271 柿原 和貴 ｶｷﾊﾗ ｶｽﾞｷ 兵庫県 soleil de lest
539 0601701 増山 覚 ﾏｽﾔﾏ ｻﾄﾙ 京都府 TEAM AMUSE
541 1500025 佐藤 友飛 ｻﾄｳ ﾕｳﾄ 大阪府 チーム スクアドラ
543 1500027 増井 鵬朗 ﾏｽｲ ﾄﾓﾛｳ 大阪府 チーム スクアドラ
545 1400078 三ツ國 拓也 ﾐﾂｸﾆ ﾀｸﾔ 大阪府 チーム・アヴェル
547 1400562 岡林 ⽞将 ｵｶﾊﾞﾔｼ ﾉﾘﾕｷ 大阪府 チーム・アヴェル
549 JB16002 兵頭 大地 ﾋｮｳﾄﾞｳ ﾀﾞｲﾁ 広島県 Team Kermis Cross
551 JB16645 菟田 ⻯一 ｳﾀﾞ ﾘｭｳｲﾁ 和歌山 TEAM SANREMO
553 1400147 廣勢 翔太 ﾋﾛｾ ｼｮｳﾀ 愛媛県 チーム大永山
555 1500279 園田 聖 ｿﾉﾀﾞ ﾋｼﾞﾘ 和歌山 TEAM NEXT STAGE
557 JB16067 廣畑 和愛 ﾋﾛﾊﾀ ｶｽﾞﾁｶ 大阪府 TEAM NEXT STAGE
559 1000137 堀田 学 ﾎｯﾀ ﾏﾅﾌﾞ 京都府 Team まんま
561 1300019 芹澤 俊司 ｾﾘｻﾞﾜ ｼｭﾝｼﾞ 静岡県 TEAM YOU CAN
563 1500879 門 直道 ｶﾄﾞ ﾅｵﾐﾁ 三重県 TSU RACING
565 1402325 小関 寛 ｺｾｷ ﾋﾛｼ 広島県 徳島サイクルレーシング
567 1200387 ⽼ 昭浩 ｵｲ ｱｷﾋﾛ 大阪府 ナカガワＡＳ・Ｋʼデザイン
569 1500083 三木 昌三 ﾐｷ ｼｮｳｿﾞｳ 大阪府 Nasu Fan Club
571 1500001 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
573 JB16017 濱口 健司 ﾊﾏｸﾞﾁ ｹﾝｼﾞ 大阪府 ネクストリーム・うどん棒
575 0500514 柘植 浩志 ﾂｹﾞ ﾋﾛｼ 兵庫県 ネクストリーム・うどん棒
577 JB16093 設楽 彗斗 ｼﾀﾞﾗ ｹｲﾄ 大阪府 ネクストリーム・うどん棒
579 0301073 池浦 雄一 ｲｹｳﾗ ﾕｳｲﾁ 大阪府 パナソニックレーシング
581 1502712 藤田 史郎 ﾌｼﾞﾀ ｼﾛｳ 埼玉県 パラティアムTOKYO
583 JB16357 中田 拓也 ﾅｶﾀ ﾀｸﾔ 福岡県 VC Fukuoka 
585 1200770 郷原 輝久 ｺﾞｳﾊﾗ ﾃﾙﾋｻ 京都府 masahikomifune.com CyclingTeam
587 1502527 小山 智也 ｺﾔﾏ ﾄﾓﾔ 大阪府 MUUR zero Velofutur
589 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
591 1400248 伊東 神良 ｲﾄｳ ｼﾝﾘｮｳ 兵庫県 モジュマ  エリアゼロナナゴ
593 JB16225 小松 ⻯太 ｺﾏﾂ ﾘｭｳﾀ 京都府 モジュマ  エリアゼロナナゴ
595 JB16304 細井 大誠 ﾎｿｲ ﾋﾛｱｷ 愛知県 RITCHEY BREZZA カミハギRT
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【クラスタ：E3 2組　ﾚｰｽﾚｰﾃｨﾝｸﾞ：D】　48名 14:45スタート 2016.03.25
No. 選手ID 選手名 ｶﾅ 地域 ﾁｰﾑ名
502 JB16273 松岡 宏昌 ﾏﾂｵｶ ﾋﾛﾏｻ － Ｒ２ＳＰＯＲＴＳCYCLINGTEAM
504 JB16027 ⽣駒 孝⾏ ｲｺﾏ ﾀｶﾕｷ － AVANT GARDE
506 1502739 小笠原 昌志 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾏｻｼ 京都府 velo club VENTO
508 1502740 高田 幸朗 ﾀｶﾀﾞ ﾕｷｵ 京都府 velo club VENTO
510 1502398 田渕 君幸 ﾀﾌﾞﾁ ｷﾐﾕｷ 東京都 VENTOS FRECCIA
512 1401906 小⻄ 瑛久 ｺﾆｼ ｱｷﾋｻ 愛媛県 関⻄大学Cycle Racing Team
514 1402392 山本 哲 ﾔﾏﾓﾄ ﾃﾂ 京都府 CLOUD 9ers
516 JB16116 高石 光博 ﾀｶｲｼ ﾐﾂﾋﾛ 大阪府 クラブシルベスト
518 JB16062 天野 壮悠 ｱﾏﾉ ﾀｹﾊﾙ 大阪府 クラブシルベスト
520 9802045 宮川 淳 ﾐﾔｶﾜ ｼﾞｭﾝ 石川県 ケッヘルブイシースプートニク
522 JB16711 下島 海人 ｼﾓｼﾞﾏ ｶｲﾄ － Coraggio Kawanishi Cycling Team Jun
524 1301616 山崎 咲斗 ﾔﾏｻｷ ｻｷﾄ 大阪府 Coraggio Kawanishi Cycling Team Jun
526 1402336 川下 拓哉 ｶﾜｼﾓ ﾀｸﾔ 大阪府 Coraggio Kawanishi Cycling Team Jun
528 1301468 山本 修司 ﾔﾏﾓﾄ ｼｭｳｼﾞ 大阪府 Ｓａｋａｔａｎｉ Ｒａｃｉｎｇ
530 1500020 白川 隆太 ｼﾗｶﾜ ﾘｭｳﾀ 大阪府 Ｓａｋａｔａｎｉ Ｒａｃｉｎｇ
532 JB16346 森本 隆寛 ﾓﾘﾓﾄ ﾀｶﾋﾛ － Ｓａｋａｔａｎｉ Ｒａｃｉｎｇ
534 1400043 ⼾梶 創 ﾄｶｼﾞ ﾊｼﾞﾒ 大阪府 CWASP RAVITAILLEMENT
536 1502126 杭田 翔太 ｸｴﾀﾞ ｼｮｳﾀ 岡山県 SAUCE DEVELOPMENT
538 1500029 武中 研太 ﾀｹﾅｶ ｹﾝﾀ 大阪府 TEAM AMUSE
540 1400544 抽冬 充央 ﾇｸﾄｳ ｱﾂｵ 大阪府 チーム スクアドラ
542 JBTSR03 山本 淳史 ﾔﾏﾓﾄ ｱﾂｼ 大阪府 チーム スクアドラ
544 1401926 山内 渓太 ﾔﾏｳﾁ ｹｲﾀ 岐阜県 Ｔｅａｍ-ＤＡＤＤＹ
546 1400388 横山 裕一 ﾖｺﾔﾏ ﾕｳｲﾁ 兵庫県 チーム・アヴェル
548 1300385 古川 哲也 ﾌﾙｶﾜ ﾃﾂﾔ 大阪府 チーム ＷＥＡＥＫＥＮＤ
550 JB16344 石井 宏幸 ｲｼｲ ﾋﾛﾕｷ 和歌山 TEAM SANREMO
552 JB16345 畑上 壽太 ﾊﾀｶﾞﾐ ﾋｻﾀ 和歌山 TEAM SANREMO
554 1500257 竹下 直彦 ﾀｹｼﾀ ﾅｵﾋｺ 和歌山 TEAM NEXT STAGE
556 1301914 島本 誠 ｼﾏﾓﾄ ﾏｺﾄ 和歌山 TEAM NEXT STAGE
558 1300140 北村 友 ｷﾀﾑﾗ ﾄﾓ 奈良県 Team まんま
560 1500030 田中 契 ﾀﾅｶ ﾋｻｼ 大阪府 Team まんま
562 1500782 小池 翔万 ｺｲｹ ｼｮｳﾏ 三重県 TSU RACING
564 JB16191 ⻄野 雅⽂ ﾆｼﾉ ﾏｻﾌﾐ 徳島県 徳島サイクルレーシング
566 JB16460 久保田 航太 ｸﾎﾞﾀ ｺｳﾀ 大阪府 TRAILBLAZER
568 JB16229 森田 正徳 ﾓﾘﾀ ﾏｻﾉﾘ 大阪府 ナカガワＡＳ・Ｋʼデザイン
570 JB16141 石井 和明 ｲｼｲ ｶｽﾞｱｷ 大阪府 Nasu Fan Club
572 JB16014 石橋 征司 ｲｼﾊﾞｼ ｾｲｼﾞ 大阪府 ネクストリーム・うどん棒
574 0500540 栗山 昌大 ｸﾘﾔﾏ ﾏｻﾋﾛ 大阪府 ネクストリーム・うどん棒
576 JB16092 塩野 拓実 ｼｵﾉ ﾀｸﾐ 大阪府 ネクストリーム・うどん棒
578 JB16013 橋本 陽介 ﾊｼﾓﾄ ﾖｳｽｹ 大阪府 ネクストリーム・うどん棒
580 1501960 村井 寛 ﾑﾗｲ ﾋﾛｼ 大阪府 パナソニックレーシング
582 0700087 辻 巨樹 ﾂｼﾞ ﾅｵｷ 大阪府 BC.ANELLO
584 JB16032 冨松 大輝 ﾄﾐﾏﾂ ﾀｲｷ 静岡県 Ｂｌｕｅ Ｇｒａｓｓ
586 JB16094 寺本 裕一 ﾃﾗﾓﾄ ﾋﾛｶｽﾞ － masahikomifune.com CyclingTeam
588 1402246 高柴 元 ﾀｶｼﾊﾞ ｹﾞﾝ 東京都 Maidservant Subject
590 0500772 十一 達哉 ﾄｲﾁ ﾀﾂﾔ 京都府 モジュマ  エリアゼロナナゴ
592 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
594 JB16270 前村 悟 ﾏｴﾑﾗ ｻﾄﾙ 兵庫県 Life Ride
596 1400566 ⼾田 和将 ﾄﾀﾞ ﾔｽﾏｻ 大阪府 Ｙʼｓ Ｒｏａｄ
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