
【クラスタ：P1　レースレーティング：特別規則】 121名 2016.04.14

No. 選手ID 選手名 ｶﾅ 地域 ﾁｰﾑ名
1 0100115 畑中 勇介 ﾊﾀﾅｶ ﾕｳｽｹ 東京都 Team UKYO

2 JB16667 Jon Aberasturi Izaga ｼﾞｮﾝ ｱﾍﾞﾗｽﾄｩﾘ ｲｻﾞｶﾞ SPAIN Team UKYO

3 1402310 PUJOL Oscar ﾌﾟｼﾞｮﾙ ｵｽｶﾙ 東京都 Team UKYO

4 0701211 住吉 宏太 ｽﾐﾖｼ ｺｳﾀ 熊本県 Team UKYO

5 1500368 Benjamin PRADES REVERTE ﾍﾞﾝｼﾞｬﾐ ﾌﾟﾗﾃﾞｽﾚﾍﾞﾙﾃﾙ 大阪府 Team UKYO

6 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

11 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

12 1300861 Jose VICENTE ﾎｾ ﾋﾞｾﾝﾃ 東京都 マトリックスパワータグ

13 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

14 0301347 佐野 淳哉 ｻﾉ ｼﾞｭﾝﾔ 静岡県 マトリックスパワータグ

15 9700347 土井 雪広 ﾄﾞｲ ﾕｷﾋﾛ 山形県 マトリックスパワータグ

16 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

21 0400843 鈴木 譲 ｽｽﾞｷ ﾕｽﾞﾙ 栃木県 宇都宮ブリッツェン

22 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

23 9700980 鈴木 真理 ｽｽﾞｷ ｼﾝﾘ 栃木県 宇都宮ブリッツェン

24 0600844 阿部 嵩之 ｱﾍﾞ ﾀｶﾕｷ 栃木県 宇都宮ブリッツェン

25 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

26 1100355 小野寺 玲 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾚｲ 栃木県 宇都宮ブリッツェン

31 0501177 野中 竜馬 ﾉﾅｶ ﾘｮｳﾏ 広島県 KINAN Cycling Team

32 0600869 中西 重智 ﾅｶﾆｼ ｼｹﾞﾄﾓ 滋賀県 KINAN Cycling Team

33 0801740 阿曽 光佑 ｱｿ ｺｳｽｹ 三重県 KINAN Cycling Team

41 0400028 小坂 光 ｺｻｶ ﾋｶﾙ 長野県 那須ブラーゼン

42 0901489 水野 恭兵 ﾐｽﾞﾉ ｷｮｳﾍｲ 山梨県 那須ブラーゼン

43 0800942 吉岡 直哉 ﾖｼｵｶ ﾅｵﾔ 京都府 那須ブラーゼン

44 1201451 下島 将輝 ｼﾓｼﾞﾏ ﾏｻｷ 兵庫県 那須ブラーゼン

45 0900064 西尾 勇人 ﾆｼｵ ﾊﾔﾄ 北海道 那須ブラーゼン

46 0900655 高木 三千成 ﾀｶｷﾞ ﾐﾁﾅﾘ 埼玉県 那須ブラーゼン

51 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

52 0801875 小橋 勇利 ｺﾊﾞｼ ﾕｳﾘ 愛媛県 シマノレーシング

53 0800036 秋丸 湧哉 ｱｷﾏﾙ ﾕｳﾔ 大阪府 シマノレーシング

54 0701113 木村 圭佑 ｷﾑﾗ ｹｲｽｹ 滋賀県 シマノレーシング

55 0900861 湊 諒 ﾐﾅﾄ ﾘｮｳ 青森県 シマノレーシング

56 0900704 秋田 拓磨 ｱｷﾀ ﾀｸﾏ 福井県 シマノレーシング

61 0900955 中村 龍太郎 ﾅｶﾑﾗ ﾘｭｳﾀﾛｳ 千葉県 イナーメ信濃山形

62 0700045 岩月 伸夫 ｲﾜﾂｷ ﾉﾌﾞｵ 愛知県 イナーメ信濃山形

63 1401797 大東 泰弘 ﾀﾞｲﾄｳ ﾔｽﾋﾛ 愛知県 イナーメ信濃山形

64 0901542 北野 普識 ｷﾀﾉ ﾕｷﾉﾘ 千葉県 イナーメ信濃山形

65 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

66 1200215 豊田 勝徳 ﾄﾖﾀﾞ ｶﾂﾉﾘ 大阪府 イナーメ信濃山形

71 0600361 中里 仁 ﾅｶｻﾞﾄ ﾏｻﾙ 群馬県 LEOMO Bellmare Racing team

72 1500194 横塚 浩平 ﾖｺﾂｶ ｺｳﾍｲ 東京都 LEOMO Bellmare Racing team

73 1201250 古田 潤 ﾌﾙﾀ ｼﾞｭﾝ 東京都 LEOMO Bellmare Racing team

74 0901780 加地 邦彦 ｶｼﾞ ｸﾆﾋｺ 東京都 LEOMO Bellmare Racing team

75 0801747 才田 直人 ｻｲﾀ ﾅｵﾄ 宮城県 LEOMO Bellmare Racing team

81 0700758 西沢 倭義 ﾆｼｻﾞﾜ ｲﾖﾘ 京都府 シエルヴォ奈良レーシングチーム

82 0900444 雨乞 竜己 ｱﾏｺﾞｲ ﾀﾂｷ 京都府 シエルヴォ奈良レーシングチーム

83 0100293 小渡 健悟 ｺﾜﾀﾘ ｹﾝｺﾞ 奈良県 シエルヴォ奈良レーシングチーム

84 0201014 大塚 航 ｵｵﾂｶ ﾜﾀﾙ 京都府 シエルヴォ奈良レーシングチーム

85 1000394 岸 崇仁 ｷｼ ﾀｶﾋﾄ 茨城県 シエルヴォ奈良レーシングチーム

86 1001504 小西 優大 ｺﾆｼ ﾕｳﾀﾞｲ 大阪府 シエルヴォ奈良レーシングチーム

91 0800316 今田 裕一 ｲﾏﾀﾞ ﾕｳｲﾁ 神奈川 ウォークライド・シクロアカデミア

92 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

93 0901592 青木 峻二 ｱｵｷ ｼｭﾝｼﾞ 神奈川 ウォークライド・シクロアカデミア
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94 1300179 風間 博之 ｶｻﾞﾏ ﾋﾛﾕｷ 神奈川 ウォークライド・シクロアカデミア

95 1500596 兼松 大和 ｶﾈﾏﾂ ﾔﾏﾄ 大阪府 ウォークライド・シクロアカデミア

96 1000436 高田 雄太 ﾀｶﾀﾞ ﾕｳﾀ 東京都 ウォークライド・シクロアカデミア

101 0101293 福田 真平 ﾌｸﾀﾞ ｼﾝﾍﾟｲ 愛知県 愛三工業レーシングチーム

102 9700898 綾部 勇成 ｱﾔﾍﾞ ﾀｹｱｷ JPCA 愛三工業レーシングチーム

103 0500960 小森 亮平 ｺﾓﾘ ﾘｮｳﾍｲ 愛知県 愛三工業レーシングチーム

104 0400563 伊藤 雅和 ｲﾄｳ ﾏｻｶｽﾞ 愛知県 愛三工業レーシングチーム

105 0701679 中根 英登 ﾅｶﾈ ﾋﾃﾞﾄ 愛知県 愛三工業レーシングチーム

106 0700889 黒枝 士揮 ｸﾛｴﾀﾞ ｼｷ 大分県 愛三工業レーシングチーム

121 JB16668 Marco Fabian Flores ﾏﾙｺ ﾌｧﾋﾞｱﾝ ﾌﾛｰﾚｽ ARGENTINA VICTOIRE 広島

122 JB16669 Javier Sarda Perez ﾊﾋﾞｴﾙ ｻﾙﾀﾞ ﾍﾟﾚｽ SPAIN VICTOIRE 広島

123 0800639 河賀 雄大 ｶｶﾞ ﾕｳﾀﾞｲ 広島県 VICTOIRE 広島

124 0800871 河内 一晟 ｺｳﾁ ｲｯｾｲ 広島県 VICTOIRE 広島

125 1100565 宮田 久生 ﾐﾔﾀ ﾋｻｵ 広島県 VICTOIRE 広島

126 1101124 武久 弘太 ﾀｹﾋｻ ｺｳﾀ 福岡県 VICTOIRE 広島

131 1501097 Valade Jayson ｳﾞｧﾗﾄﾞ ｼﾞｪｿﾞﾝ 神奈川 NEILPRYDE - NANSHIN SUBARU CYCLING TEAM

132 0600568 水野 貴行 ﾐｽﾞﾉ ﾀｶﾕｷ 愛知県 NEILPRYDE - NANSHIN SUBARU CYCLING TEAM

133 1401822 DESRIAC Loic ﾃﾞﾘｱｸ ﾛｲｯｸ 愛知県 NEILPRYDE - NANSHIN SUBARU CYCLING TEAM

134 JB16228 Guillaume Mouchard ｷﾞﾛｰﾑ ﾑｰｼｬﾙ FRANCE NEILPRYDE - NANSHIN SUBARU CYCLING TEAM

135 1500601 Guezet Bruno ｹﾞｾﾞ ﾌﾞﾙﾉ 神奈川 NEILPRYDE - NANSHIN SUBARU CYCLING TEAM

136 JB16227 Tom Bossis ﾄﾑ ﾎﾞｼｽ FRANCE NEILPRYDE - NANSHIN SUBARU CYCLING TEAM

141 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

142 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

143 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

144 0900457 近藤 正紀 ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾉﾘ 東京都 なるしまフレンド　レーシングチーム

145 1200204 菅藤 貴昭 ｶﾝﾄｳ ﾀｶｱｷ 山形県 なるしまフレンド　レーシングチーム

151 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

152 1300226 青柳 雅人 ｱｵﾔｷﾞ ﾏｻﾄ 千葉県 FIETS GROEN 日本ロボティクス

153 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

154 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

155 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

156 1200023 山下 雅典 ﾔﾏｼﾀ ﾏｻﾉﾘ 静岡県 FIETS GROEN 日本ロボティクス

161 0900461 秋山 悟郎 ｱｷﾔﾏ ｺﾞﾛｳ 東京都 ACQUA TAMA EURO-WORKS

162 1001921 今井 雄輝 ｲﾏｲ ﾕｳｷ 兵庫県 ACQUA TAMA EURO-WORKS

163 9700846 合田 正之 ｺﾞｳﾀﾞ ﾏｻﾕｷ 東京都 ACQUA TAMA EURO-WORKS

164 9900169 青木 誠 ｱｵｷ ﾏｺﾄ 東京都 ACQUA TAMA EURO-WORKS

165 0200172 平林 昌樹 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾏｻｷ 神奈川 ACQUA TAMA EURO-WORKS

166 9702465 長野 耕治 ﾅｶﾞﾉ ｺｳｼﾞ 愛媛県 ACQUA TAMA EURO-WORKS

171 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

172 1400279 宇田川 陽平 ｳﾀﾞｶﾞﾜ ﾖｳﾍｲ 千葉県 群馬グリフィン・レーシングチーム

173 1200884 村田 雄耶 ﾑﾗﾀ ﾕｳﾔ 福岡県 群馬グリフィン・レーシングチーム

174 0701310 管 洋介 ｽｶﾞ ﾖｳｽｹ 茨城県 群馬グリフィン・レーシングチーム

175 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

176 1502103 金子 宗平 ｶﾈｺ ｿｳﾍｲ 群馬県 群馬グリフィン・レーシングチーム

181 9702097 天笠 辰一 ｱﾏｶﾞｻ ｼﾝｲﾁ 奈良県 エルドラード東北

182 0401308 五十嵐 丈士 ｲｶﾞﾗｼ ﾀｹｼ 沖縄県 エルドラード東北

183 1400913 萩原 啓 ﾊｷﾞﾊﾗ ｻﾄｼ 愛知県 エルドラード東北

184 1500560 舘岡 賢弥 ﾀﾃｵｶ ﾀｶﾋﾛ 茨城県 エルドラード東北

185 9700200 梶木 恒介 ｶｼﾞｷ ｺｳｽｹ 宮城県 エルドラード東北

186 0901548 海藤 稜馬 ｶｲﾄﾞｳ ﾘｮｳﾏ 山形県 エルドラード東北

191 0901551 水間 健 ﾐｽﾞﾏ ﾀｹｼ 栃木県 Honda 栃木

192 1200062 川田 優作 ｶﾜﾀ ﾕｳｻｸ 栃木県 Honda 栃木

193 0901045 萩原 慎也 ﾊｷﾞﾜﾗ ｼﾝﾔ 栃木県 Honda 栃木

194 1000463 石井 祥平 ｲｼｲ ｼｮｳﾍｲ 神奈川 Honda 栃木

195 1201592 阿部 航大 ｱﾍﾞ ｺｳﾀﾞｲ 栃木県 Honda 栃木

196 1500418 上野 祐樹 ｳｴﾉ ﾕｳｷ 栃木県 Honda 栃木
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201 1000423 佐藤 信哉 ｻﾄｳ ｼﾝﾔ 福岡県 VC Fukuoka・サイクルフリーダム

202 1201348 江川 哲治 ｴｶﾞﾜ ﾃﾂｼﾞ 福岡県 VC Fukuoka・サイクルフリーダム

203 1300024 佐藤 秀和 ｻﾄｳ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 埼玉県 VC Fukuoka・サイクルフリーダム

204 1502197 桐野 一道 ｷﾘﾉ ｶｽﾞﾐﾁ 京都府 VC Fukuoka・サイクルフリーダム

205 1300237 岩佐 昭一 ｲﾜｻ ｼｮｳｲﾁ 千葉県 VC Fukuoka・サイクルフリーダム

206 1100373 加藤 達也 ｶﾄｳ ﾀﾂﾔ 福岡県 VC Fukuoka・サイクルフリーダム

211 0800223 米内 蒼馬 ﾖﾅｲ ｿｳﾏ 東京都 東京ヴェントス

212 1101261 北見 涼 ｷﾀﾐ ﾘｮｳ 神奈川 東京ヴェントス

213 1001679 早川 祐司 ﾊﾔｶﾜ ﾕｳｼﾞ 栃木県 東京ヴェントス

214 1200842 平野 真一 ﾋﾗﾉ ｼﾝｲﾁ 和歌山 東京ヴェントス

215 1200528 佐々木 貴則 ｻｻｷ ﾀｶﾉﾘ 東京都 東京ヴェントス

216 1000997 柳沼 龍佑 ﾔｷﾞﾇﾏ ﾘｭｳｽｹ 福島県 東京ヴェントス
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【クラスタ：E1　レースレーティング：B】 78名 2016.04.14

No. 選手ID 選手名 ｶﾅ 地域 ﾁｰﾑ名
301 1400170 山藤 祐輔 ｻﾞﾝﾄｳ ﾕｳｽｹ 神奈川 アーティファクトレーシングチーム

302 1101544 山倉 幹丈 ﾔﾏｸﾗ ﾐｷﾀｹ 千葉県 AQULS内房レーシング

303 1100274 藤田 耕志 ﾌｼﾞﾀ ﾀｶｼ 大阪府 イナーメ信濃山形-EFT

304 1500398 津田 悠義 ﾂﾀﾞ ﾕｳｷﾞ 愛知県 EQADS

305 1300268 東 智博 ﾋｶﾞｼ ﾄﾓﾋﾛ 東京都 MKⅢ

306 1100420 小山 雄司 ｺﾔﾏ ﾕｳｼﾞ 長野県 快レーシング

307 1201616 吉森 大晃 ﾖｼﾓﾘ ﾋﾛｱｷ 奈良県 GALANTE NARA 

308 0601273 松木 健治 ﾏﾂｷ ｹﾝｼﾞ 大阪府 クラブシルベスト

309 0500055 藤岡 徹也 ﾌｼﾞｵｶ ﾃﾂﾔ 兵庫県 クラブシルベスト

310 0500349 井上 人志 ｲﾉｳｴ ﾋﾄｼ 大阪府 クラブシルベスト

311 0200002 猪又 靖 ｲﾉﾏﾀ ｷﾖｼ 北海道 クラブシルベスト

312 0900099 加藤 浩生 ｶﾄｳ ﾋﾛｵ 大阪府 クラブシルベスト

313 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

314 9700734 井上 登士哉 ｲﾉｳｴ ﾄｼﾔ 愛媛県 クラブシルベスト

315 1000512 佐井 輝久 ｻｲ ﾃﾙﾋｻ 京都府 クラブシルベスト

316 1300543 宮前 昭宏 ﾐﾔﾏｴ ｱｷﾋﾛ 大阪府 クラブシルベスト

317 0800194 上田 貴史 ｳｴﾀﾞ ﾀｶｼ 大阪府 クラブシルベスト

318 1301949 鴻池 凌 ｺｳﾉｲｹ ﾘｮｳ 京都府 クラブシルベスト

319 9900113 高橋 利明 ﾀｶﾊｼ ﾄｼｱｷ 茨城県 GROWING Racing Team

320 0800118 岸本 侑大 ｷｼﾓﾄ ﾕｷﾋﾛ 茨城県 GROWING Racing Team

321 1400365 國井 豊晃 ｸﾆｲ ﾄﾖｱｷ 岐阜県 KOGMA Racing

322 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

323 1000051 武平 純一 ﾀｹﾋﾗ ｼﾞｭﾝｲﾁ 大阪府 Ｓａｋａｔａｎｉ Ｒａｃｉｎｇ

324 1201243 吉田 優一 ﾖｼﾀﾞ ﾕｳｲﾁ 奈良県 ZAS　Racing

325 1001777 伊藤 晋一 ｲﾄｳ ｼﾝｲﾁ 神奈川 G.S.POSITIVO

326 0300357 一色 寛之 ｲｯｼｷ ﾋﾛﾕｷ 京都府 CIERVO NARA ELITE

327 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

328 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

329 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

330 0800023 和田山 尚史 ﾜﾀﾞﾔﾏ ﾀｶﾌﾐ 大阪府 侵略！！！

331 0001593 杉本 敦志 ｽｷﾞﾓﾄ ｱﾂｼ 静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

332 9800604 渥美 守弘 ｱﾂﾐ ﾓﾘﾋﾛ 静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

333 1301588 大杉 直敬 ｵｵｽｷﾞ ﾅｵﾀｶ 静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

334 9901846 大倉 健一 ｵｵｸﾗ ｹﾝｲﾁ 東京都 セオレーシング

335 1300056 比護 任 ﾋｺﾞ ｱﾀﾙ 大阪府 SAUCE DEVELOPMENT

336 1100018 石井 基朗 ｲｼｲ ﾓﾄｱｷ 静岡県 竹芝サイクルレーシング

337 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

338 0800067 野島 遊 ﾉｼﾞﾏ ﾕｳ 大阪府 TEAM AMUSE

339 0900367 隅原 秀年 ｽﾐﾊﾗ ﾋﾃﾞﾄｼ 大阪府 チーム スクアドラ

340 1200597 田中 数馬 ﾀﾅｶ ｶｽﾞﾏ 東京都 TEAM SPORTS KID

341 1200028 堀田 貴洋 ﾎｯﾀ ﾀｶﾋﾛ 岡山県 ﾁｰﾑ 岡山

342 1200030 青江 良治 ｱｵｴ ﾖｼﾊﾙ 岡山県 ﾁｰﾑ 岡山

343 1500381 藤川 淳 ﾌｼﾞｶﾜ ｼﾞｭﾝ 広島県 Team Kermis Cross

344 1101599 山本 雅之 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾕｷ 大阪府 チーム・シルクロード

345 0601400 大濱 篤史 ｵｵﾊﾏ ｱﾂｼ 大阪府 チバポンズ

346 0900372 吉原 健太郎 ﾖｼﾊﾗ ｹﾝﾀﾛｳ 愛知県 DESTRA

347 0000251 佐々木 健 ｻｻｷ ﾀｹｼ 愛知県 天狗党

348 9701689 福田 透 ﾌｸﾀﾞ ﾄｵﾙ 滋賀県 ナカガワＡＳ・Ｋ’デザイン

349 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

350 1400107 山本 哲哉 ﾔﾏﾓﾄ ﾃﾂﾔ 和歌山 ネクストリーム・うどん棒

351 0400052 前川 元 ﾏｴｶﾜ ﾊｼﾞﾑ 兵庫県 BC.ANELLO

352 1000397 清水 洋一 ｼﾐｽﾞ ﾖｳｲﾁ 東京都 FAST LANE Racing

353 1200080 加藤 周作 ｶﾄｳ ｼｭｳｻｸ 神奈川 FAST LANE Racing
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354 1201408 山田 将大 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 東京都 FAST LANE Racing

355 1301940 廣田 力也 ﾋﾛﾀ ﾘｷﾔ 福岡県 VC Fukuoka 

356 1500271 石渡 誠一 ｲｼﾜﾀﾘ ｾｲｲﾁ 神奈川 フィッツ

357 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

358 9700666 新沼 光 ﾆｲﾇﾏ ｱｷﾗ 栃木県 ブラウ・ブリッツェン

359 1200022 幡司 勝 ﾊﾀｼ ﾏｻﾙ 広島県 voyAge cycling team

360 1201642 永野 洋史 ﾅｶﾞﾉ ﾋﾛｼ 栃木県 Honda 栃木 JET

361 1500252 辻 健人 ﾂｼﾞ ｹﾝﾄ 和歌山 町じて和歌山MKD

362 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

363 1400047 菅谷 修 ｽｶﾞﾔ ｵｻﾑ 東京都 MIVRO

364 0600048 奥野 浩和 ｵｸﾉ ﾋﾛｶｽﾞ 大阪府 MUUR zero Velofutur

365 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

366 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

367 1100076 角田 光隆 ｽﾐﾀﾞ ﾐﾂﾀｶ 奈良県 EURO-WORKS Racing

368 1000714 佐々木 暖 ｻｻｷ ﾀﾞﾝ 奈良県 EURO-WORKS Racing

369 1201366 宮地 孝行 ﾐﾔﾁ ﾀｶﾕｷ 大阪府 EURO-WORKS Racing

370 1100488 岡 篤志 ｵｶ ｱﾂｼ 茨城県 弱虫ペダル サイクリングチーム

371 1301725 西島 優太郎 ﾆｼｼﾞﾏ ﾕｳﾀﾛｳ 北海道 弱虫ペダル サイクリングチーム

372 0601352 織田 聖 ｵﾀﾞ ﾋｼﾞﾘ 埼玉県 弱虫ペダル サイクリングチーム

373 1001672 古谷 崇 ｺﾔ ﾀｶｼ 栃木県 RIDE Freaks

374 0900362 小島 泰一 ｺｼﾞﾏ ﾔｽｶｽﾞ 愛知県 RITCHEY BREZZA カミハギRT

375 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

376 1201601 鈴木 克明 ｽｽﾞｷ ｶﾂｱｷ 埼玉県 Ｙ’ｓ Ｒｏａｄ

377 0800224 川原 建太郎 ｶﾜﾊﾗ ｹﾝﾀﾛｳ 東京都 Ｙ’ｓ Ｒｏａｄ

395 0800607 前田 公平 ﾏｴﾀﾞ ｺｳﾍｲ 東京都 弱虫ペダル サイクリングチーム
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【クラスタ：E2　レースレーティング：C】 67名 2016.04.14

No. 選手ID 選手名 ｶﾅ 地域 ﾁｰﾑ名
401 JB16034 海老名 歩 ｴﾋﾞﾅ ｱﾕﾑ － アーティファクトレーシングチーム

402 1001217 岩本 将平 ｲﾜﾓﾄ ｼｮｳﾍｲ 神奈川 アーティファクトレーシングチーム

403 1400051 佐藤 耕司 ｻﾄｳ ｺｳｼﾞ 大阪府 イナーメ信濃山形-EFT

404 1500885 塩澤 魁 ｼｵｻﾞﾜ ｶｲ 愛知県 インパルス

405 1100479 峰澤 里志 ﾐﾈｻﾞﾜ ｻﾄｼ 東京都 インパルス

406 1300141 東 健司 ﾋｶﾞｼ ｹﾝｼﾞ 神奈川 MKⅢ

407 9701505 杉浦 司 ｽｷﾞｳﾗ ﾂｶｻ 愛知県 KINAN AACA

408 1200491 宮村 浩平 ﾐﾔﾑﾗ ｺｳﾍｲ 三重県 KINAN AACA

409 0001158 山崎 敏正 ﾔﾏｻﾞｷ ﾄｼﾏｻ 大阪府 クラブシルベスト

410 0900153 岩城 和宏 ｲﾜｷ ｶｽﾞﾋﾛ 大阪府 クラブシルベスト

411 1100368 寺尾 高幸 ﾃﾗｵ ﾀｶﾕｷ 愛知県 ｸﾗﾌﾞGiro

412 1200536 小口 慎雄 ｵｸﾞﾁ ﾐﾂｵ 東京都 航空電子自転車競技部

413 0901488 上澤 剛 ｳｴｻﾜ ﾀｹｼ 福島県 郡山サイクルフレンズ

414 1300377 小林 直樹 ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵｷ 愛知県 KOGMA Racing

415 1402160 富元 久雄 ﾄﾐﾓﾄ ﾋｻｵ 埼玉県 サイタマサイクルプロジェクト

416 1000362 村井 忠 ﾑﾗｲ ﾏｺﾄ 奈良県 ZAS　Racing

417 1301407 山崎 昌宣 ﾔﾏｻﾞｷ ｱｷﾉﾘ 大阪府 CWASP RAVITAILLEMENT

418 1500309 森川 晃行 ﾓﾘｶﾜ ｱｷﾕｷ 奈良県 ZIPPY CYCLE CLUB

419 1100170 松本 龍介 ﾏﾂﾓﾄ ﾘｮｳｽｹ 大阪府 ZIPPY CYCLE CLUB

420 9900005 中島 雅央 ﾅｶｼﾞﾏ ﾏｻｵ 大阪府 シマノドリンキング

421 1500114 田口 紀昭 ﾀｸﾞﾁ ﾉﾘｱｷ 埼玉県 シャークアイランド

422 1500193 槐 野明 ｴﾝｼﾞｭ ﾉｱ 神奈川 湘南ベルマーレサイクル

423 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

424 1300023 江口 宗光 ｴｸﾞﾁ ﾑﾈﾐﾂ 静岡県 Squadra di LAVORANTE

425 1400016 新谷 和洋 ｼﾝﾀﾆ ｶｽﾞﾋﾛ 静岡県 Squadra di LAVORANTE

426 1100049 佐々木 信幸 ｻｻｷ ﾉﾌﾞﾕｷ 静岡県 Squadra di LAVORANTE

427 0400358 鈴木 大忠 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾀﾀﾞ 群馬県 ＳＵＢＡＲＵ ＲＴ

428 JB16010 中川 直樹 ﾅｶｶﾞﾜ ﾅｵｷ 静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

429 1502369 高村 昌克 ﾀｶﾑﾗ ﾏｻｶﾂ 静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

430 1400013 永坂 允 ﾅｶﾞｻｶ ﾏｺﾄ 静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

431 0500062 平岡 恒哲 ﾋﾗｵｶ ﾂﾈｱｷ 静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

432 1300016 藤井 一厳 ﾌｼﾞｲ ﾉﾌﾞﾋﾛ 静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

433 1301789 大森 修平 ｵｵﾓﾘ ｼｭｳﾍｲ 神奈川 ＳＥＫＩＹＡ

434 1402317 有益 伸一 ｱﾘﾏｽ ｼﾝｲﾁ 神奈川 ＳＥＫＩＹＡ

435 1500603 森本 玄達 ﾓﾘﾓﾄ ﾋﾛﾐﾁ 岡山県 SAUCE DEVELOPMENT

436 1200316 竹内 宏 ﾀｹｳﾁ ﾋﾛｼ 兵庫県 soleil de lest

437 1100271 二川 和成 ﾆｶﾜ ｶｽﾞﾅﾘ 大阪府 チーム スクアドラ

438 1400148 福田 圭晃 ﾌｸﾀﾞ ﾖｼｱｷ 神奈川 Team BFY Racing

439 1500397 堀川 滉太 ﾎﾘｶﾜ ｺｳﾀ 岡山県 ﾁｰﾑ 岡山

440 1400295 大森 健一 ｵｵﾓﾘ ｹﾝｲﾁ 広島県 Team Kermis Cross

441 0701230 岡本 康太郎 ｵｶﾓﾄ ｺｳﾀﾛｳ 和歌山 TEAM SANREMO

442 1200454 布施 利実 ﾌｾ ﾄｼﾐ 埼玉県 TEAM SANREMO

443 1100700 松本 秀一 ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 愛媛県 TEAM LUPPI

444 1100363 若山 敦資 ﾜｶﾔﾏ ｱﾂｼ 愛知県 DESTRA

445 1300050 村田 修 ﾑﾗﾀ ｵｻﾑ 大阪府 ドゥールース

446 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

447 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

448 0501052 若生 正剛 ﾜｺｳ ｾｲｺﾞｳ 東京都 なるしまフレンド

449 0801526 菊池 透 ｷｸﾁ ﾄｵﾙ 神奈川 なるしまフレンド

450 1401791 本田 峻大 ﾎﾝﾀﾞ ｼｭﾝﾀ 東京都 フィールズ･オン･アース山口

451 9702487 江下 健太郎 ｴｼﾀ ｹﾝﾀﾛｳ 福岡県 フィールズ･オン･アース山口

452 JB16357 中田 拓也 ﾅｶﾀ ﾀｸﾔ 福岡県 VC Fukuoka 

453 1400269 尾形 駿 ｵｶﾞﾀ ｼｭﾝ 栃木県 ブラウ・ブリッツェン
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454 1400291 渡部 譲二 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｮｳｼﾞ 広島県 voyAge cycling team

455 1200752 北西 佳輔 ｷﾀﾆｼ ｹｲｽｹ 和歌山 ボンシャンス

456 1500415 島立 孫行 ｼﾏﾀﾞﾃ ﾏｺﾞﾕｷ 栃木県 Honda 栃木 JET

457 9701965 山田 哲志 ﾔﾏﾀﾞ ｻﾄｼ 大阪府 本町クラブ

458 0901303 亀岡 晋也 ｶﾒｵｶ ｼﾝﾔ 愛媛県 masahikomifune.com CyclingTeam

459 0700119 別府 敬司 ﾍﾞｯﾌﾟ ｹｲｼﾞ 大阪府 MAX SPEED 97 GOKISO

460 1200158 佐藤 光 ｻﾄｳ ﾋｶﾙ 三重県 MAX SPEED 97 GOKISO

461 1001941 藤井 倫洋 ﾌｼﾞｲ ﾄﾓﾋﾛ 京都府 モジュマ  エリアゼロナナゴ

462 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

463 0701256 川口 浩孝 ｶﾜｸﾞﾁ ﾋﾛﾀｶ 奈良県 EURO-WORKS Racing

464 0800315 栗栖 嵩 ｸﾘｽ ﾀｶｼ 北海道 弱虫ペダル サイクリングチーム

465 1500813 堀田 耕司 ﾎｯﾀ ｺｳｼﾞ 愛知県 RITCHEY BREZZA カミハギRT

466 1100040 小山 洋平 ｺﾔﾏ ﾖｳﾍｲ 神奈川 Racing CUBE

467 1500192 白井 真人 ｼﾗｲ ﾏｻﾄ 東京都 Ｙ’ｓ Ｒｏａｄ
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【クラスタ：E3　レースレーティング：D】 41名 2016.04.14

No. 選手ID 選手名 ｶﾅ 地域 ﾁｰﾑ名
601 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

602 1401954 須崎 尚樹 ｽｻｷ ﾅｵｷ 東京都 ACQUA TAMA

603 1201485 橋口 潤一郎 ﾊｼｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ 東京都 ACQUA TAMA

604 0500362 森下 大剛 ﾓﾘｼﾀ ﾀﾞｲｺﾞｳ 愛知県 イナーメ信濃山形-EFT

605 1502398 田渕 君幸 ﾀﾌﾞﾁ ｷﾐﾕｷ 東京都 VENTOS FRECCIA

606 1100603 畑中 滋 ﾊﾀﾅｶ ｼｹﾞﾙ 三重県 KINAN AACA

607 1502738 福田 伸考 ﾌｸﾀﾞ ﾉﾌﾞﾀｶ 三重県 KINAN AACA

608 JB16062 天野 壮悠 ｱﾏﾉ ﾀｹﾊﾙ 大阪府 クラブシルベスト

609 JB16061 天野 弘章 ｱﾏﾉ ﾋﾛｱｷ 大阪府 クラブシルベスト

610 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

611 1400765 小島 仁 ｺｼﾞﾏ ﾋﾄｼ 愛知県 ｸﾗﾌﾞGiro

612 9701947 堀口 忠男 ﾎﾘｸﾞﾁ ﾀﾀﾞｵ 大阪府 Ｓａｋａｔａｎｉ Ｒａｃｉｎｇ

613 1400352 村山 司 ﾑﾗﾔﾏ ﾂｶｻ 奈良県 ZAS　Racing

614 1400043 戸梶 創 ﾄｶｼﾞ ﾊｼﾞﾒ 大阪府 CWASP RAVITAILLEMENT

615 JB16044 駒沢 正己 ｺﾏｻﾞﾜ ﾏｻｷ － 湘南ベルマーレサイクル

616 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

617 1500263 会田 拓磨 ｱｲﾀ ﾀｸﾏ 神奈川 湘南ベルマーレサイクル

618 1500039 清水 佑太 ｼﾐｽﾞ ﾕｳﾀ 静岡県 Squadra di LAVORANTE

619 1500042 尾鷲 猛 ｵﾜｼ ﾀｹｼ 静岡県 Squadra di LAVORANTE

620 JB16159 上原 正憲 ｶﾐﾊﾗ ﾏｻﾉﾘ 静岡県 Squadra di LAVORANTE

621 0900516 伊藤 透 ｲﾄｳ ﾄｵﾙ 愛知県 セオレーシング

622 1500029 武中 研太 ﾀｹﾅｶ ｹﾝﾀ 大阪府 TEAM AMUSE

623 JBTSR03 山本 淳史 ﾔﾏﾓﾄ ｱﾂｼ 大阪府 チーム スクアドラ

624 1400544 抽冬 充央 ﾇｸﾄｳ ｱﾂｵ 大阪府 チーム スクアドラ

625 JB16002 兵頭 大地 ﾋｮｳﾄﾞｳ ﾀﾞｲﾁ 広島県 Team Kermis Cross

626 1301914 島本 誠 ｼﾏﾓﾄ ﾏｺﾄ 和歌山 TEAM NEXT STAGE

627 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

628 JB16141 石井 和明 ｲｼｲ ｶｽﾞｱｷ 大阪府 Nasu Fan Club

629 1100881 村上 淳 ﾑﾗｶﾐ ｼﾞｭﾝ 東京都 なるしまフレンド

630 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

631 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

632 JB16188 円城寺 崇 ｴﾝｼﾞｮｳｼﾞ ﾀｶｼ 大阪府 BC.ANELLO

633 1200071 原 拓 ﾊﾗ ﾀｸ 神奈川 FAST LANE Racing

634 JB16715 関 拓真 ｾｷ ﾀｸﾏ 栃木県 フィッツ

635 1500424 小荷田 泰正 ｺﾆﾀ ﾔｽﾏｻ 栃木県 ブラウ・ブリッツェン

636 JB16391 木村 紀仁 ｷﾑﾗ ﾉﾘﾋﾄ 栃木県 ブラウ・ブリッツェン

637 JB16306 三浦 雅人 ﾐｳﾗ ﾏｻﾄ 栃木県 ブラウ・ブリッツェン

638 JB16392 新沼 颯 ﾆｲﾇﾏ ﾊﾔﾃ 栃木県 ブラウ・ブリッツェン

639 1500505 築山 元樹 ﾂｷﾔﾏ ｹﾞﾝｷ 岡山県 ＦＲＥＥＳＰＥＥＤ

640 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

642 1100497 大谷 一 ｵｵﾀﾆ ﾊｼﾞﾒ 茨城県 RIDE Freaks
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【クラスタ：F　レースレーティング：F】 20名 2016.04.14

No. 選手ID 選手名 ｶﾅ 地域 ﾁｰﾑ名
801 1201486 橋口 陽子 ﾊｼｸﾞﾁ ﾖｳｺ 東京都 ACQUA TAMA

802 0900190 山下 由起子 ﾔﾏｼﾀ ﾕｷｺ 大阪府 Vitesse- Feminin 

803 0800032 渕上 記理子 ﾌﾁｶﾞﾐ ｷﾘｺ 大阪府 クラブシルベスト

804 1502516 八木沼 侑香 ﾔｷﾞﾇﾏ ﾕｶ 茨城県 GROWING Racing Team

805 1100165 松本 景子 ﾏﾂﾓﾄ ｹｲｺ 大阪府 ZIPPY CYCLE CLUB

806 JB16430 仲村 陽子 ﾅｶﾑﾗ ﾖｳｺ － 竹芝サイクルレーシング

807 1500022 安藤 奏子 ｱﾝﾄﾞｳ ｶﾅｺ 大阪府 チーム スクアドラ

808 1201909 小田 恵利花 ｵﾀﾞ ｴﾘｶ 東京都 TEAM SPORTS KID

809 1402307 平田 千枝 ﾋﾗﾀ ﾁｴ 奈良県 奈良キタサイクル まほロバRC

810 0801083 菊池 香 ｷｸﾁ ｶｵﾘ 神奈川 なるしまフレンド

811 1501096 Dos Santos Sandra ﾄﾞｽｻﾝﾄｽ ｻﾝﾄﾞﾗ 神奈川 Neilpryde - Nanshin Subaru Cycling Team(JFT)

812 JB16672 Lee Min-Hye ｲ ﾐﾝﾋ KOREA Neilpryde - Nanshin Subaru Cycling Team(JFT)

813 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

814 1301359 棟近 陽子 ﾑﾈﾁｶ ﾖｳｺ 奈良県 BH ASTIFO

815 1502195 藤原 優子 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｳｺ 兵庫県 BH ASTIFO

816 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

817 9701485 唐見 実世子 ｶﾗﾐ ﾐﾖｺ 茨城県 弱虫ペダル サイクリングチーム

818 1101522 伊藤 杏菜 ｲﾄｳ ｱﾝﾅ 愛知県 Live GARDEN BICI STELLE
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