第8回 JBCF 群馬CSCロードレースDay-2
【クラスタ：E3 決勝1組】 104名
No. 選手ID
選手名

2016.04.20
ｶﾅ

地域

ﾁｰﾑ名

566

1500232 本藤 俊介

ﾎﾝﾄﾞｳ ｼｭﾝｽｹ

東京都 アーティファクトレーシングチーム

570

1301453 渡邉 真郎

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｵ

⻑崎県 アーティファクトレーシングチーム

572

0700706 碇 優太

ｲｶﾘ ﾕｳﾀ

福井県 ISnet fukui cycling team

577

1100198 岩崎 基規

ｲﾜｻｷ ﾓﾄﾉﾘ

埼玉県 ACQUA TAMA

580

1600298 宇根 智浩

ｳﾈ ﾄﾓﾋﾛ

東京都 atelierFLEUVE Racing

583

1400004 石川 勇人

ｲｼｶﾜ ﾊﾔﾄ

静岡県 イナーメ信濃山形-EFT

585

JB16699 岩⾕ 龍成

ｲﾜﾔ ﾀﾂﾅﾘ

茨城県 ヴァンヴァート茨城

587

1502398 田渕 君幸

ﾀﾌﾞﾁ ｷﾐﾕｷ

東京都 VENTOS FRECCIA

590

1600232 安田 大希

ﾔｽﾀﾞ ﾀﾞｲｷ

埼玉県 EXTENDED VAX SAYAMA

592

1500124 荻原 直也

ｵｷﾞﾜﾗ ﾅｵﾔ

埼玉県 EXTENDED VAX SAYAMA

596

1600297 大⾥ 尚之

ｵｵｻﾄ ﾅｵﾕｷ

茨城県 エクストリームつくば

600

1600571 齋藤 雅

ｻｲﾄｳ ﾏｻｼ

宮城県 エルドラード・エスペランサ

602

1001701 高橋 翔

ﾀｶﾊｼ ｼｮｳ

栃木県 エルニーニョ・ケンポク

604

1600469 泉山 淳

ｲｽﾞﾐﾔﾏ ｱﾂｼ

千葉県 オッティモ

606

1600461 ⼩林 崇

ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶｼ

千葉県 オッティモ

608

1600463 尾崎 裕二

ｵｻﾞｷ ﾕｳｼﾞ

千葉県 オッティモ

610

1200340 ⼩澤 健二

ｵｻﾞﾜ ｹﾝｼﾞ

愛知県 KINAN AACA

612

1401829 蛭川 滉太

ﾋﾙｶﾜ ｺｳﾀ

神奈川 慶応義塾大学⾃転⾞競技部

614

1600696 ⾕井 年久

ﾀﾆｲ ﾄｼﾋｻ

石川県 ケッヘルブイシースプートニク

617

1501828 清水 恒志

ｼﾐｽﾞ ｺｳｼ

東京都 航空電⼦⾃転⾞競技部

620

1600680 大鳥 洋平

ｵｵﾄﾘ ﾖｳﾍｲ

千葉県 サイクルフリーダム・レーシング

622

1600678 ⾕口 涼

ﾀﾆｸﾞﾁ ﾘｮｳ

千葉県 サイクルフリーダム・レーシング

624

0400436 大浜 雅宏

ｵｵﾊﾏ ﾏｻﾋﾛ

埼玉県 彩北ツブラーゼ

628

1600281 齋藤 康平

ｻｲﾄｳ ｺｳﾍｲ

東京都 GSエバーウィン

630

1501220 浅川 大地

ｱｻｶﾜ ﾀﾞｲﾁ

東京都 GSエバーウィン

633

1600322 高橋 啓一

ﾀｶﾊｼ ｹｲｲﾁ

群馬県 COW GUMMA

638

1400178 巽 克哉

ﾀﾂﾐ ｶﾂﾔ

栃木県 じてんしゃの杜

640

JB16028 佐藤 和昭

ｻﾄｳ ｶｽﾞｱｷ

642

JB16043 加賀⾕ 稔

ｶｶﾞﾔ ﾐﾉﾙ

646

1600317 関口 敦

ｾｷｸﾞﾁ ｱﾂｼ

群馬県 上毛レーシング

654

1600072 土井 賢太

ﾄﾞｲ ｹﾝﾀ

静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

656

1400425 相場 康雄

ｱｲﾊﾞ ﾔｽｵ

東京都 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ

659

0200113 石川 紀隆

ｲｼｶﾜ ﾉﾘﾀｶ

東京都 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ

663

1600452 中山 裕樹

ﾅｶﾔﾅ ﾋﾛｷ

千葉県 Swacchi Test Team

－

synerzy

－

湘南ベルマーレサイクル

666

1001835 関口 美⾏

ｾｷｸﾞﾁ ﾖｼﾕｷ

東京都 たかだフレンドレーシング

668

1600248 根津 匠太郎

ﾈﾂﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ

東京都 TEAM

670

1600277 森 拓也

ﾓﾘ ﾀｸﾔ

東京都 TEAM SPORTS KID

672

1600226 田中 雄介

ﾀﾅｶ ﾕｳｽｹ

東京都 TEAM SPORTS KID

675

1001572 菅野 広一

ｶﾝﾉ ｺｳｲﾁ

神奈川 Team BFY Racing

677

1500237 五⼗嵐 亮太

ｲｶﾗｼ ﾘｮｳﾀ

神奈川 Team BFY Racing

682

1301642 中野 江一郎

ﾅｶﾉ ｺｳｲﾁﾛｳ

神奈川 チーム・ウォークライド

685

1400796 ⼩岸 直樹

ｺｷﾞｼ ﾅｵｷ

東京都 チーム オーベスト

687

JBOVE08 鈴木 慶太

ｽｽﾞｷ ｹｲﾀ

690

1600436 清水 久

ｼﾐｽﾞ ﾋｻｼ

山梨県 チーム・コバリン

692

1500317 鯉沼 篤史

ｺｲﾇﾏ ｱﾂｼ

千葉県 TEAM GIRO 360

697

1500907 山田 雄典

ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｽｹ

新潟県 チームフィンズ

700

0700326 ⼩林 孝幸

ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶﾕｷ

東京都 チームリマサンズ

702

1402245 松井 崇

ﾏﾂｲ ﾀｶｼ

東京都 ツルマスヴェロクラブ

704

1600331 神⼾ 駿

ｶﾝﾍﾞ ｼｭﾝ

群馬県 TRC PANAMAREDS

706

1101316 村田 悠人

ﾑﾗﾀ ﾕｳﾄ

新潟県 TRC PANAMAREDS

714

1600259 ⼩川 恵佑

ｵｶﾞﾜ ｹｲｽｹ

東京都 なるしまフレンド

716

1600258 永井 信義

ﾅｶﾞｲ ﾉﾌﾞﾖｼ

東京都 なるしまフレンド

－
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SHIDO

チーム オーベスト

720

1300289 印具 毅雄

ｲﾝｸﾞ ﾀｹｵ

東京都 なるしまフレンド

724

1402113 野崎 勝利

ﾉｻﾞｷ ｶﾂﾄｼ

埼玉県 ⽇本ろう⾃転⾞競技協会

729

JB16698 大⾕ 航也

ｵｵﾀﾆ ｺｳﾔ

神奈川 HAMMER!!BROS

734

0200061 飯塚 航

ｲｲﾂﾞｶ ﾜﾀﾙ

東京都 パラティアムTOKYO

736

1502532 ⻄尾 洋介

ﾆｼｵ ﾖｳｽｹ

富山県 バルバレーシングクラブ

738

1502476 山本 大樹

ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾞｲｷ

富山県 バルバレーシングクラブ

742

1400853 稲村 博

ｲﾅﾑﾗ ﾋﾛｼ

千葉県 BMレーシングZUNOW

744

1000211 馬場 克⾏

ﾊﾞﾊﾞ ｶﾂﾕｷ

神奈川 HIRAKO.mode

748

1600135 片山 弘基

ｶﾀﾔﾏ ﾋﾛｷ

福岡県 VC Fukuoka

750

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

753

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

757

1400772 宮田 琢視

ﾐﾔﾀ ﾀｸﾐ

栃木県 ブラウ・ブリッツェン

760

1500234 高橋 滉太郎

ﾀｶﾊｼ ｺｳﾀﾛｳ

東京都 Blanche Racing Team

767

1600269 尾家 正洋

ｵｹ ﾏｻﾋﾛ

東京都 MIVRO

772

1301937 ⻑⾕川 翔一

ﾊｾｶﾞﾜ ｼｮｳｲﾁ

静岡県 Maidservant Subject

775

1402351 蛭田 隆司

ﾋﾙﾀ ﾀｶｼ

茨城県 Unity

783

1300349 ⾕原 裕樹

ﾔﾊﾞﾗ ﾋﾛｷ

栃木県 RIDE Freaks

786

1500942 若林 大記

ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｷ

愛知県 RITCHEY BREZZA カミハギRT

788

0600125 岡野 賢司

ｵｶﾉ ｹﾝｼﾞ

栃木県 ﾘﾍﾞﾙﾀｽTOCHIGI BICYCLE CLUB

793

1600247 竹花 和浩

ﾀｹﾊﾅ ｶｽﾞﾋﾛ

東京都 Ｙʼｓ Ｒｏａｄ

796

1600257 野口 直也

ﾉｸﾞﾁ ﾅｵﾔ

東京都 湾岸サイクリング・ユナイテッド

798

1600237 駒井 出

ｺﾏｲ ｲｽﾞﾙ

埼玉県 アーティファクトレーシングチーム

800

JB16112 佐藤 翔太

ｻﾄｳ ｼｮｳﾀ

埼玉県 ＡＲＡＩＭＵＲＡＣＡ

802

1600308 大内 淳司

ｵｵｳﾁ ｱﾂｼ

茨城県 ＷＥ ＬＯＶＥ Ｏ２

804

1600309 ⼩暮 智和

ｺｸﾞﾚ ﾄﾓｶｽﾞ

茨城県 ＷＥ ＬＯＶＥ Ｏ２

806

1300123 山本 正哉

ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾔ

茨城県 エクストリームつくば

808

0400548 山田 健治

ﾔﾏﾀﾞ ｹﾝｼﾞ

宮城県 カネコイングスJBCF

810

1600519 川田 尚輝

ｶﾜﾀﾞ ﾅｵｷ

大阪府 Coraggio Kawanishi Cycling Team Junior Youth

812

1501215 杉浦 亮介

ｽｷﾞｳﾗ ﾘｮｳｽｹ

東京都 GSエバーウィン

814

1600323 河野 元治

ｺｳﾉ ﾓﾄﾊﾙ

群馬県 COW GUMMA

816

1600330 木口 潤

ｷｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝ

群馬県 COW GUMMA

818

1500121 和田 健二

ﾜﾀﾞ ｹﾝｼﾞ

埼玉県 シャークアイランド

820

1600316 狩野 敦

ｶﾉｳ ｱﾂｼ

群馬県 上毛レーシング

822

1000473 村山 優弥

ﾑﾗﾔﾏ ﾕｳﾔ

⻑野県 スワコレーシングチーム

824

1101294 佐藤 智也

ｻﾄｳ ﾄﾓﾔ

東京都 SAUCE DEVELOPMENT

826

1600287 宍⼾ 宗太

ｼｼﾄﾞ ｿｳﾀ

東京都 TEAM SPORTS KID

828

1400088 中村 稔

ﾅｶﾑﾗ ﾐﾉﾙ

千葉県 TEAM GIRO 360

830

1001867 ⼩松 幸一

ｺﾏﾂ ｺｳｲﾁ

埼玉県 チバポンズ

832

1600254 佐々木 智史

ｻｻｷ ｻﾄｼ

東京都 なるしまフレンド

834

0400038 ⽴道 国一

ﾀﾃﾐﾁ ｸﾆｶｽﾞ

⻑野県 BIKE RANCH

836

9800520 加藤 英治

ｶﾄｳ ｴｲｼﾞ

神奈川 HAMMER!!BROS

838

1502735 瀬合 祥貴

ｾｺﾞｳ ﾖｼﾀｶ

東京都 パラティアムTOKYO

840

1000022 徳野 拓史

ﾄｸﾉ ﾀｸｼ

千葉県 BMレーシングZUNOW

842

1000020 石井 庸義

ｲｼｲ ﾉﾌﾞﾖｼ

千葉県 BMレーシングZUNOW

844

1500712 山路 幸洋

ﾔﾏｼﾞ ﾕｷﾋﾛ

千葉県 BMレーシングZUNOW

846

1300209 野添 雅人

ﾉｿﾞｴ ﾏｻﾋﾄ

神奈川 HIRAKO.mode

848

1600764 大澤 勇

ｵｵｻﾜ ｲｻﾑ

千葉県 Blanche Racing Team

850

1600280 梅津 亮

ｳﾒﾂ ﾘｮｳ

東京都 Maidservant Subject

852

1500648 福吉 紳悟

ﾌｸﾖｼ ｼﾝｺﾞ

神奈川 YOKOSUKA UNO RACING

854

JB16644 蛯澤 裕

ｴﾋﾞｻﾜ ﾋﾛｼ

856

1101534 川⻄ 晃

ｶﾜﾆｼ ｱｷﾗ

栃木県 RIDE Freaks

858

0100072 布施 知洋

ﾌｾ ﾄﾓﾋﾛ

埼玉県 ﾘﾍﾞﾙﾀｽTOCHIGI BICYCLE CLUB

－
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YOKOSUKA UNO RACING

第8回 JBCF 群馬CSCロードレースDay-2
【クラスタ：E3 決勝2組】 104名
No. 選手ID
選手名

2016.04.20
ｶﾅ

地域

ﾁｰﾑ名

567

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

571

0900606 ⼩林 郁弥

ｺﾊﾞﾔｼ ﾌﾐﾔ

福井県 ISnet fukui cycling team

576

1401954 須崎 尚樹

ｽｻｷ ﾅｵｷ

東京都 ACQUA TAMA

579

1300862 清水 昇

ｼﾐｽﾞ ﾉﾎﾞﾙ

東京都 atelierFLEUVE Racing

582

1502777 生田目 修

ﾅﾏﾀﾒ ｵｻﾑ

栃木県 イナーメ信濃山形-EFT

584

1500331 銀山 耕一

ｷﾞﾝﾔﾏ ｺｳｲﾁ

千葉県 イナーメ信濃山形-EFT

586

1400617 会沢 明寿

ｵｵｳﾁ ｱｷﾄｼ

茨城県 ＷＥ ＬＯＶＥ Ｏ２

589

1600204 佐野 恭友

ｻﾉ ｷｮｳｽｹ

神奈川 VENTOS FRECCIA

591

1500117 ⼩澤 隆⾏

ｵｻﾞﾜ ﾀｶﾕｷ

埼玉県 EXTENDED VAX SAYAMA

593

1500126 岩村 大樹

ｲﾜﾑﾗ ﾀﾞｲｷ

埼玉県 EXTENDED VAX SAYAMA

598

1301405 本田 ⻯介

ﾎﾝﾀﾞ ﾘｭｳｽｹ

新潟県 F(t)麒麟山 Racing

601

1600569 松井 建太

ﾏﾂｲ ｹﾝﾀ

宮城県 エルドラード・エスペランサ

603

1100486 本図 範夫

ﾓﾄｽﾞ ﾉﾘｵ

千葉県 オッティモ

605

1600467 岡田 優

ｵｶﾀﾞ ﾏｻﾙ

千葉県 オッティモ

607

1600450 上⻄ 宏治

ｳｴﾆｼ ｺｳｼﾞ

千葉県 オッティモ

609

1001243 坂本 真吾

ｻｶﾓﾄ ｼﾝｺﾞ

栃木県 OYAMA STARPLEX

611

1400852 ⿇⾒ 雄介

ｵﾐ ﾕｳｽｹ

神奈川 慶応義塾大学⾃転⾞競技部

613

1301671 大喜多 将

ｵｵｷﾀ ｼｮｳ

東京都 慶応義塾大学⾃転⾞競技部

615

1600695 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

619

0801856 ⼩野 琢万

ｵﾉ ﾀｸﾏ

埼玉県 サイクルフリーダム・レーシング

621

1600681 蒲山 裕起

ｶﾊﾞﾔﾏ ﾕｳｷ

千葉県 サイクルフリーダム・レーシング

623

1600233 高橋 史朗

ﾀｶﾊｼ ｼﾛｳ

埼玉県 サイタマサイクルプロジェクト

625

1600397 宮森 隆幸

ﾐﾔﾓﾘ ﾀｶﾕｷ

栃木県 彩北ツブラーゼ

629

JB16336 ⻑澤 渉

ﾅｶﾞｻﾜ ﾜﾀﾙ

－

GSエバーウィン

631

JB16335 高橋 慧至

ﾀｶﾊｼ ｻﾄｼ

－

GSエバーウィン

634

1600328 会田 森

ｱｲﾀﾞ ｼﾝ

群馬県 COW GUMMA

639

1502251 杉山 司

ｽｷﾞﾔﾏ ﾂｶｻ

栃木県 じてんしゃの杜

641

JB16235 東條 俊二郎

ﾄｳｼﾞｮｳ ｼｭﾝｼﾞﾛｳ

東京都 シャークアイランド

644

1301090 真保 雅俊

ｼﾝﾎﾟ ﾏｻﾄｼ

神奈川 湘南ベルマーレサイクル

652

1001103 ⻑塚 寿生

ﾅｶﾞﾂｶ ﾄｼｷ

茨城県 SPACE DEVOTION

655

1300085 榊原 俊介

ｻｶｷﾊﾞﾗ ｼｭﾝｽｹ

静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

658

1100694 池羽 謙治

ｲｹﾊﾞ ｹﾝｼﾞ

東京都 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ

661

1600283 赤澤 豪将

ｱｶｻﾞﾜ ｺﾞｳｼｮｳ

東京都 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ

664

1600766 浜口 太志

ﾊﾏｸﾞﾁ ﾀｶﾕｷ

千葉県 セオレーシング

667

1301908 山口 和来

ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｽﾞｷ

東京都 Team UKYO Reve

669

JB16657 ⼩泉 雅人

ｺｲｽﾞﾐ ﾏｻﾄ

神奈川 TEAM

SHIDO

671

1500224 後藤 圭史

ｺﾞﾄｳ ｹｲｼﾞ

東京都 TEAM SPORTS KID

673

1600278 御堂 ⼒哉

ﾐﾄﾞｳ ﾘｷﾔ

東京都 TEAM SPORTS KID

676

1500223 宮崎 翔太

ﾐﾔｻﾞｷ ｼｮｳﾀ

神奈川 Team BFY Racing

681

1200079 古川 肇栄

ﾌﾙｶﾜ ﾓﾄﾋﾃﾞ

神奈川 Team BFY Racing

683

1501568 石川 俊太郎

ｲｼｶﾜ ｼｭﾝﾀﾛｳ

神奈川 チーム・ウォークライド

686

1000383 佐藤 健二

ｻﾄｳ ｹﾝｼﾞ

東京都 チーム オーベスト

688

1600439 前田 尚男

ﾏｴﾀﾞ ﾀｶｵ

山梨県 チーム・コバリン

691

1600434 堀 隆博

ﾎﾘ ﾀｶﾋﾛ

山梨県 チーム・コバリン

693

9700788 藤橋 亮

ﾌｼﾞﾊｼ ﾘｮｳ

千葉県 チーム・チェブロ

699

1100075 鈴木 陽人

ｽｽﾞｷ ﾊﾙﾄ

茨城県 チームリマサンズ

701

1502780 甲斐 友一郎

ｶｲ ﾕｳｲﾁﾛｳ

東京都 ツルマスヴェロクラブ

703

1502753 柴田 瑛一

ｼﾊﾞﾀ ｴｲｲﾁ

東京都 ツルマスヴェロクラブ

705

1600332 佐藤 駿

ｻﾄｳ ｼｭﾝ

群馬県 TRC PANAMAREDS

713

1400410 赤塚 宏

ｱｶﾂｶ ﾋﾛｼ

東京都 なるしまフレンド

715

1600273 藤井 敏郎

ﾌｼﾞｲ ﾄｼﾛｳ

東京都 なるしまフレンド

717

1500265 阿島 哲夫

ｱｼﾞﾏ ﾃﾂｵ

神奈川 なるしまフレンド
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722

1301583 ⼩嶋 太郎

ｺｼﾞﾏ ﾀﾛｳ

728

1400890 鈴木 悦生

ｽｽﾞｷ ｴﾂｵ

神奈川 HAMMER!!BROS

732

1502758 増田 朋寧

ﾏｽﾀﾞ ﾄﾓﾔｽ

東京都 パラティアムTOKYO

735

1502759 石神 宇

ｲｼｶﾞﾐ ﾀｶｼ

東京都 パラティアムTOKYO

737

1502531 松井 大地

ﾏﾂｲ ﾀﾞｲﾁ

富山県 バルバレーシングクラブ

739

0900707 寺崎 浩平

ﾃﾗｻｷ ｺｳﾍｲ

福井県 バルバレーシングクラブ

743

1400856 石川 浩之

ｲｼｶﾜ ﾋﾛﾕｷ

千葉県 BMレーシングZUNOW

745

1101610 錦⼾ 周平

ﾆｼｷﾄﾞ ｼｭｳﾍｲ

神奈川 HIRAKO.mode

749

1600276 香川 宏太

ｶｶﾞﾜ ｺｳﾀ

東京都 フィッツ

751

1600447 岡島 颯世

ｵｶｼﾞﾏ ﾊﾔｾ

栃木県 ブラウ・ブリッツェン

756

1500690 関口 諒

ｾｷｸﾞﾁ ﾘｮｳ

栃木県 ブラウ・ブリッツェン

758

1600445 平塚 佑亮

ﾋﾗﾂｶ ﾕｳｽｹ

栃木県 ブラウ・ブリッツェン

763

1600385 ⼩泉 亮一

ｺｲｽﾞﾐ ﾘｮｳｲﾁ

栃木県 Honda 栃木 JET

768

JB16219 高山 秀樹

ﾀｶﾔﾏ ﾋﾃﾞｷ

大阪府 MUUR zero Velofutur

774

1402350 山倉 朋之

ﾔﾏｸﾗ ﾄﾓﾕｷ

茨城県 Unity

776

1600304 神原 真人

ｶﾝﾊﾞﾗ ﾏｻﾄ

茨城県 Unity

785

1600697 細井 大誠

ﾎｿｲ ﾋﾛｱｷ

愛知県 RITCHEY BREZZA カミハギRT

787

9700528 横田 正美

ﾖｺﾀ ﾏｻﾐ

栃木県 ﾘﾍﾞﾙﾀｽTOCHIGI BICYCLE CLUB

790

1502118 草野 ⾠也

ｸｻﾉ ﾀﾂﾔ

福島県 LinkTOHOKU

794

1600460 乾 悟

ｲﾇｲ ｻﾄﾙ

千葉県 湾岸サイクリング・ユナイテッド

797

1600457 嶋津 翔天

ｼﾏﾂﾞ ｹﾝﾀ

千葉県 湾岸サイクリング・ユナイテッド

799

1500758 大澤 昌弘

ｵｵｻﾜ ﾏｻﾋﾛ

埼玉県 ＡＲＡＩＭＵＲＡＣＡ

801

1200453 南 朋弥

ﾐﾅﾐ ﾄﾓﾔ

埼玉県 ＡＲＡＩＭＵＲＡＣＡ

803

1600305 篠崎 智裕

ｼﾉｻﾞｷ ﾄﾓﾋﾛ

茨城県 ＷＥ ＬＯＶＥ Ｏ２

805

1600310 ⻄井上 優作

ﾆｼｲｶﾞﾐ ﾕｳｻｸ

茨城県 ＷＥ ＬＯＶＥ Ｏ２

807

1400610 山崎 慶太

ﾔﾏｻﾞｷ ｹｲﾀ

茨城県 エクストリームつくば

809

0100056 三本木 昭仁

ｻﾝﾎﾞﾝｷﾞ ｱｷﾋﾄ

福島県 郡山サイクルフレンズ

811

JB16711 下島 海人

ｼﾓｼﾞﾏ ｶｲﾄ

813

1502426 山本 洋平

ﾔﾏﾓﾄ ﾖｳﾍｲ

東京都 GSエバーウィン

815

1600325 ⻤形 卓弥

ｵﾆｶﾀ ﾀｸﾔ

群馬県 COW GUMMA

817

1500111 中村 義之

ﾅｶﾑﾗ ﾖｼﾕｷ

埼玉県 シャークアイランド

819

1500311 番場 慶太郎

ﾊﾞﾝﾊﾞ ｹｲﾀﾛｳ

千葉県 シャークアイランド

821

1500305 下道 隆二

ｼﾓﾐﾁ 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

823

0701765 石崎 堅太郎

ｲｼｻﾞｷ ｹﾝﾀﾛｳ

東京都 ＳＥＫＩＹＡ

825

1501641 角野 剛史

ｽﾐﾉ ﾀｶｼ

神奈川 竹芝サイクルレーシング

827

JB16285 山口 芳輝

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾖｼﾃﾙ

829

0400538 嶌田 義明

ｼﾏﾀﾞ ﾖｼｱｷ

東京都 TEAM YOU CAN

831

1600367 越山 和幸

ｺｼﾔﾏ ｶｽﾞﾕｷ

三重県 TSU RACING

833

1600267 諸田

ﾓﾛﾀﾞ ｼｮｳﾍｲ

東京都 なるしまフレンド

835

1000653 松尾 純

ﾏﾂｵ ｼﾞｭﾝ

⻑野県 BIKE RANCH

837

1502712 藤田 史郎

ﾌｼﾞﾀ ｼﾛｳ

埼玉県 パラティアムTOKYO

昌平

東京都 ⽇本ろう⾃転⾞競技協会

－

－

Coraggio Kawanishi Cycling Team Junior Youth

チーム・ウォークライド

839

1500713 鈴木 進之介

ｽｽﾞｷ ｼﾝﾉｽｹ

千葉県 BMレーシングZUNOW

841

0000084 ⼩野 誠二

ｵﾉ ｾｲｼﾞ

千葉県 BMレーシングZUNOW

843

1600446 ⻑峰 孝年

ﾅｶﾞﾐﾈ ﾀｶﾄｼ

千葉県 BMレーシングZUNOW

845

1600443 阿部 剣一

ｱﾍﾞ ｹﾝｲﾁ

千葉県 BMレーシングZUNOW

847

1600244 野口 泰

ﾉｸﾞﾁ ﾔｽｼ

東京都 フィッツ

849

0900835 石渕 哲

ｲｼﾌﾞﾁ ｻﾄｼ

茨城県 Honda 栃木 JET

851

1600198 大塚 健太郎

ｵｵﾂｶ ｹﾝﾀﾛｳ

神奈川 YOKOSUKA UNO RACING

853

1501094 ⻑澤 和樹

ﾅｶﾞｻﾜ ｶｽﾞｷ

神奈川 YOKOSUKA UNO RACING

855

1600392 海⽼原 一久

ｴﾋﾞﾊﾗ ｶｽﾞﾋｻ

栃木県 RIDE Freaks

857

1600393 ⿊澤 章雄

ｸﾛｻﾜ ﾉﾘｵ

栃木県 RIDE Freaks

859

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
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