
【クラスタ：E1　決勝1組】　48名　スタート時間　10：25 2016.05.09
No. 選手ID 選手名 ｶﾅ 地域 ﾁｰﾑ名
301 1600260 海⽼名 歩 ｴﾋﾞﾅ ｱﾕﾑ 東京都 アーティファクトレーシングチーム
305 0900512 山野内 徹 ﾔﾏﾉｳﾁ ﾄｵﾙ 神奈川 atelierFLEUVE Racing
307 1301544 河合 宏樹 ｶﾜｲ ﾋﾛｷ 千葉県 オッティモ
309 0301731 ⾦⽥ ⼀ ｶﾈﾀﾞ ﾊｼﾞﾒ 茨城県 OYAMA STARPLEX
311 1100420 小山 雄司 ｺﾔﾏ ﾕｳｼﾞ ⻑野県 快レーシング
313 0500349 井上 人志 ｲﾉｳｴ ﾋﾄｼ 大阪府 クラブシルベスト
315 0200002 猪又 靖 ｲﾉﾏﾀ ｷﾖｼ 北海道 クラブシルベスト
317 0900099 加藤 浩生 ｶﾄｳ ﾋﾛｵ 大阪府 クラブシルベスト
319 1301620 浜⽥ 健志 ﾊﾏﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 大阪府 クラブシルベスト
321 9900113 ⾼橋 利明 ﾀｶﾊｼ ﾄｼｱｷ 茨城県 GROWING Racing Team
323 1300075 佐川 祐太 ｻｶﾞﾜ ﾕｳﾀ 埼玉県 サイタマサイクルプロジェクト
325 1000261 小川 克広 ｵｶﾞﾜ ﾖｼﾋﾛ 栃木県 じてんしゃの杜
327 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
329 1300015 藤⽥ 康祐 ﾌｼﾞﾀ ｺｳｽｹ 静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ
332 9800604 渥美 守弘 ｱﾂﾐ ﾓﾘﾋﾛ 静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ
334 1301819 山⽥ 大介 ﾔﾏﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 福島県 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ
336 9901846 大倉 健⼀ ｵｵｸﾗ ｹﾝｲﾁ 東京都 セオレーシング
338 1200949 ⾼橋 良輔 ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳｽｹ 東京都 竹芝サイクルレーシング
340 1001939 越澤 友⼀ ｺｼｻﾞﾜ ﾕｳｲﾁ 東京都 竹芝サイクルレーシング
342 1500217 八幡 光哉 ﾔﾊﾀ ﾐﾂﾔ 東京都 TEAM SPORTS KID
345 0501543 上村 ⽴⼀ ｳｴﾑﾗ ﾘｭｳｲﾁ 埼玉県 チバポンズ
348 1301464 中村 潤 ﾅｶﾑﾗ ｼﾞｭﾝ 東京都 docomo RT
350 1201501 内山 雅貴 ｳﾁﾔﾏ ﾏｻﾀｶ 静岡県 Pinazou Test Team
352 1200103 竹松 隆幸 ﾀｹﾏﾂ ﾀｶﾕｷ 神奈川 FARs YOKOHAMA
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354 1201408 山⽥ 将大 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 東京都 FAST LANE Racing
356 0701060 増⽥ 輝之 ﾏｽﾀﾞ ﾃﾙﾕｷ 千葉県 FAST LANE Racing
358 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
360 1400265 野宮 ⼀朗 ﾉﾐﾔ ｲﾁﾛｳ 栃木県 ブラウ・ブリッツェン
362 1300371 岩崎 知宏 ｲﾜｻｷ ﾄﾓﾋﾛ 栃木県 ブラウ・ブリッツェン
364 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
366 0600048 奥野 浩和 ｵｸﾉ ﾋﾛｶｽﾞ 大阪府 MUUR zero Velofutur
368 1100076 角⽥ 光隆 ｽﾐﾀﾞ ﾐﾂﾀｶ 奈良県 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
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
374 1001672 古谷 崇 ｺﾔ ﾀｶｼ 栃木県 RIDE Freaks
376 1201799 関根 啓総 ｾｷﾈ ﾋﾛﾐﾁ 埼玉県 Ｙʼｓ Ｒｏａｄ
378 0800224 川原 建太郎 ｶﾜﾊﾗ ｹﾝﾀﾛｳ 東京都 Ｙʼｓ Ｒｏａｄ
380 0901763 ⾼橋 誠 ﾀｶﾊｼ ﾏｺﾄ 埼玉県 イナーメ信濃山形-EFT
382 1402358 吉⽥ 勝雅 ﾖｼﾀﾞ ｶﾂﾏｻ 埼玉県 サイタマサイクルプロジェクト
384 1500153 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
386 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
388 1200148 山⽥ 哲彦 ﾔﾏﾀﾞ ｱｷﾋｺ 千葉県 TEAM GIRO 360
390 1300365 小野寺 慶 ｵﾉﾃﾞﾗ ｹｲ 栃木県 栃木県⽴真岡⼯業⾼等学校⾃転⾞競技部
392 0900273 中山 恭介 ﾅｶﾔﾏ ｷｮｳｽｹ 神奈川 HAMMER!!BROS
394 1500421 佐藤 忠則 ｻﾄｳ ﾀﾀﾞﾉﾘ 栃木県 ブラウ・ブリッツェン
396 1400132 半澤 雄⾼ ﾊﾝｻﾞﾜ ﾕﾀｶ 東京都 LinkTOHOKU
398 0300866 渡邉 正光 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾐﾂ 福島県 LinkTOHOKU
400 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
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【クラスタ：E1　決勝2組】　48名　スタート時間　11：25 2016.05.09
No. 選手ID 選手名 ｶﾅ 地域 ﾁｰﾑ名
302 1300159 村⽥ 幸希 ﾑﾗﾀ ｺｳｷ 神奈川 アーティファクトレーシングチーム
306 0900796 北澤 ⻯太郎 ｷﾀｻﾞﾜ ﾘｭｳﾀﾛｳ ⻑野県 イナーメ信濃山形-EFT
308 1000909 阿部 耕⼀ ｱﾍﾞ ｺｳｲﾁ 栃木県 OYAMA STARPLEX
310 1200344 海⽼沼 武志 ｴﾋﾞﾇﾏ ﾀｹｼ 栃木県 OYAMA STARPLEX
312 0601273 松木 健治 ﾏﾂｷ ｹﾝｼﾞ 大阪府 クラブシルベスト
314 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
316 9700734 井上 登士哉 ｲﾉｳｴ ﾄｼﾔ 愛媛県 クラブシルベスト
318 1000512 佐井 輝久 ｻｲ ﾃﾙﾋｻ 京都府 クラブシルベスト
320 0800118 岸本 侑大 ｷｼﾓﾄ ﾕｷﾋﾛ 茨城県 GROWING Racing Team
322 0001698 福原 大 ﾌｸﾊﾗ ﾀﾞｲ 埼玉県 サイタマサイクルプロジェクト
324 1200346 若松 武史 ﾜｶﾏﾂ ﾀｹｼ 栃木県 じてんしゃの杜
326 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
328 1500248 大井 翔太郎 ｵｵｲ ｼｮｳﾀﾛｳ 神奈川 湘南ベルマーレサイクル
331 1301588 大杉 直敬 ｵｵｽｷﾞ ﾅｵﾀｶ 静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ
333 0000387 大橋 克弘 ｵｵﾊｼ ｶﾂﾋﾛ 静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ
335 1301936 野中 秀樹 ﾉﾅｶ ﾋﾃﾞｷ 東京都 セオレーシング
337 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
339 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
341 0900463 中⻄ 昭夫 ﾅｶﾆｼ ｱｷｵ 東京都 竹芝サイクルレーシング
344 1101584 遠藤 健太 ｴﾝﾄﾞｳ ｹﾝﾀ 新潟県 チームフィンズ
346 0000251 佐々木 健 ｻｻｷ ﾀｹｼ 愛知県 天狗党
349 0301143 安岡 勇 ﾔｽｵｶ ｲｻﾑ 東京都 Piacere YAMA Racing
351 1200107 矢野 和也 ﾔﾉ ｶｽﾞﾔ 神奈川 FARs YOKOHAMA
353 1000397 清水 洋⼀ ｼﾐｽﾞ ﾖｳｲﾁ 東京都 FAST LANE Racing
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355 1000071 古屋 穂⾼ ﾌﾙﾔ ﾎﾀﾞｶ 神奈川 FAST LANE Racing
357 1500271 石渡 誠⼀ ｲｼﾜﾀﾘ ｾｲｲﾁ 神奈川 フィッツ
359 9700666 新沼 光 ﾆｲﾇﾏ ｱｷﾗ 栃木県 ブラウ・ブリッツェン
361 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
363 1001778 大橋 聖二 ｵｵﾊｼ ｾｲｼﾞ 栃木県 Honda 栃木 JET
365 1400047 菅谷 修 ｽｶﾞﾔ ｵｻﾑ 東京都 MIVRO
367 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
369 0900177 川島 清⼀ ｶﾜｼﾏ ｾｲｲﾁ 東京都 Unity
371 1301725 ⻄島 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
373 0600054 大場 政登志 ｵｵﾊﾞ ﾏｻﾄｼ 茨城県 弱虫ペダル サイクリングチーム
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
377 1201601 鈴木 克明 ｽｽﾞｷ ｶﾂｱｷ 埼玉県 Ｙʼｓ Ｒｏａｄ
379 1101715 飯嶋 睦 ｲｲｼﾞﾏ ﾑﾂﾐ 千葉県 湾岸サイクリング・ユナイテッド
381 1401724 岩⽴ 剛 ｲﾜﾀﾃ ﾂﾖｼ 千葉県 オッティモ
383 1400180 今関 稔 ｲﾏｾﾞｷ ﾐﾉﾙ 栃木県 じてんしゃの杜
385 1201653 澤野 敦志 ｻﾜﾉ ｱﾂｼ 神奈川 竹芝サイクルレーシング
387 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
389 0301329 柴⽥ 哲裕 ｼﾊﾞﾀ ｱｷﾋﾛ 東京都 チバポンズ
391 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
393 1200080 加藤 周作 ｶﾄｳ ｼｭｳｻｸ 神奈川 FAST LANE Racing
395 1101449 大津 将史 ｵｵﾂ ﾏｻｼ 茨城県 Unity
397 1402184 岩崎 晶雲 ｲﾜｻｷ ｼｮｳｳﾝ 福島県 LinkTOHOKU
399 1500251 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
401 1400148 福⽥ 圭晃 ﾌｸﾀﾞ ﾖｼｱｷ 神奈川 横浜⾼校⾃転⾞競技部
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【クラスタ：E2　決勝1組】　33名　スタート時間　8：45 2016.05.09
No. 選手ID 選手名 ｶﾅ 地域 ﾁｰﾑ名
501 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
503 0200121 小野 嘉之 ｵﾉ ﾖｼﾕｷ 東京都 ACQUA TAMA
507 0800004 石井 哲也 ｲｼｲ ﾃﾂﾔ 埼玉県 ＡＲＡＩＭＵＲＡＣＡ
509 1502398 ⽥渕 君幸 ﾀﾌﾞﾁ ｷﾐﾕｷ 東京都 VENTOS FRECCIA
511 1500287 宮坂 貴志 ﾐﾔｻｶ ﾀｶｼ 千葉県 オッティモ
514 1400191 植⽥ 春樹 ｳｴﾀﾞ ﾊﾙｷ 埼玉県 コムリン 
516 1402357 吉⽥ 勝彦 ﾖｼﾀﾞ ｶﾂﾋｺ 埼玉県 彩北ツブラーゼ
519 1200347 小松 理 ｺﾏﾂ ｵｻﾑ 栃木県 じてんしゃの杜
521 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
523 1300023 江口 宗光 ｴｸﾞﾁ ﾑﾈﾐﾂ 静岡県 Squadra di LAVORANTE
525 0400358 鈴木 大忠 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾀﾀﾞ 群馬県 ＳＵＢＡＲＵ ＲＴ
528 0900006 杉原 和剛 ｽｷﾞﾊﾗ ｶｽﾞﾋｻ 静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ
530 1101927 小倉 秀彦 ｵｸﾞﾗ ﾋﾃﾞﾋｺ 東京都 セオレーシング
533 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
536 1200454 布施 利実 ﾌｾ ﾄｼﾐ 埼玉県 TEAM SANREMO
538 1101585 早川 知彦 ﾊﾔｶﾜ ﾄﾓﾋｺ 新潟県 チームフィンズ
540 0400538 嶌⽥ 義明 ｼﾏﾀﾞ ﾖｼｱｷ 東京都 TEAM YOU CAN
542 1300379 棚橋 峻也 ﾀﾅﾊｼ ｼｭﾝﾔ 愛知県 天狗党
545 1200182 和⽥ 省吾 ﾜﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ 東京都 Piacere YAMA Racing
547 1200071 原 拓 ﾊﾗ ﾀｸ 神奈川 FAST LANE Racing
549 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
551 1200351 小峰 大丞 ｺﾐﾈ ﾀﾞｲｽｹ 栃木県 ブラウ・ブリッツェン
553 1500415 島⽴ 孫⾏ ｼﾏﾀﾞﾃ ﾏｺﾞﾕｷ 栃木県 Honda 栃木 JET
555 0901303 ⻲岡 晋也 ｶﾒｵｶ ｼﾝﾔ 愛媛県 masahikomifune.com CyclingTeam

第1回 JBCF ブルー クリテリウム in 鴨川

558 1100040 小山 洋平 ｺﾔﾏ ﾖｳﾍｲ 神奈川 Racing CUBE
560 1500192 白井 真人 ｼﾗｲ ﾏｻﾄ 東京都 Ｙʼｓ Ｒｏａｄ
562 0500821 山口 史明 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾌﾐｱｷ 千葉県 湾岸サイクリング・ユナイテッド
564 1500258 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
566 0600912 竹内 正宏 ﾀｹｳﾁ ﾏｻﾋﾛ 神奈川 たかだフレンドレーシング
568 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
570 0501052 若生 正剛 ﾜｺｳ ｾｲｺﾞｳ 東京都 なるしまフレンド
572 1001594 伊藤 彰秀 ｲﾄｳ ｱｷﾋﾃﾞ 茨城県 Pinazou Test Team
574 1001343 平野 秀⼀郎 ﾋﾗﾉ ｼｭｳｲﾁﾛｳ 茨城県 Unity
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【クラスタ：E2　決勝2組】　33名　スタート時間　9：35 2016.05.09
No. 選手ID 選手名 ｶﾅ 地域 ﾁｰﾑ名
502 0100833 船山 崇 ﾌﾅﾔﾏ ﾀｶｼ 東京都 ACQUA TAMA
504 9702874 山口 大輔 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾞｲｽｹ 東京都 ACQUA TAMA
508 1500107 ⽥中 正浩 ﾀﾅｶ ﾏｻﾋﾛ 埼玉県 イナーメ信濃山形-EFT
510 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
512 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
515 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
518 1301407 山崎 昌宣 ﾔﾏｻﾞｷ ｱｷﾉﾘ 大阪府 CWASP RAVITAILLEMENT
520 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
522 0601459 佐柄 勝弘 ｻｶﾞﾗ ｶﾂﾋﾛ 新潟県 湘南ベルマーレサイクル
524 1400016 新谷 和洋 ｼﾝﾀﾆ ｶｽﾞﾋﾛ 静岡県 Squadra di LAVORANTE
526 0400487 河井 正 ｶﾜｲ ﾀﾀﾞｼ 千葉県 SPACE DEVOTION
529 1100689 丸⽥ 友之 ﾏﾙﾀ ﾄﾓﾕｷ 東京都 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ
531 1301789 大森 修平 ｵｵﾓﾘ ｼｭｳﾍｲ 神奈川 ＳＥＫＩＹＡ
535 1200078 井上 智宏 ｲﾉｳｴ ﾄﾓﾋﾛ 神奈川 チーム・ウォークライド
537 1400805 忍⽥ 基明 ｵｼﾀﾞ ﾓﾄｱｷ 東京都 Ｔｅａｍ ＦＩＴＴＥ
539 1100461 湯浦 裕貴 ﾕｳﾗ ﾔｽﾀｶ 愛知県 チームヤマシゲ
541 1100700 松本 秀⼀ ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 愛媛県 TEAM LUPPI
544 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 0200476 岡林 秀樹 ｵｶﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞｷ ⻑野県 B-SOUL
548 1000400 小林 秀雄 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞｵ 東京都 FAST LANE Racing
550 9800367 吉川 勝 ﾖｼｶﾜ ﾏｻﾙ 茨城県 フィッツ
552 1600385 小泉 亮⼀ ｺｲｽﾞﾐ ﾘｮｳｲﾁ 栃木県 Honda 栃木 JET
554 1100346 明石 政⺒ ｱｶｼ ﾏｻﾐ 栃木県 Honda 栃木 JET
557 1001682 倉野 稔也 ｸﾗﾉ ﾄｼﾔ 栃木県 RIDE Freaks

第1回 JBCF ブルー クリテリウム in 鴨川

559 1501559 ⾼橋 幸也 ﾀｶﾊｼ ﾕｷﾔ 神奈川 Racing CUBE
561 1000017 村松 太陽 ﾑﾗﾏﾂ ﾀｲﾖｳ 千葉県 Ｙʼｓ Ｒｏａｄ
563 1500253 石塚 将人 ｲｼｽﾞｶ ﾏｻﾄ 千葉県 湾岸サイクリング・ユナイテッド
565 1101294 佐藤 智也 ｻﾄｳ ﾄﾓﾔ 東京都 SAUCE DEVELOPMENT
567 1600639 城所 祐太 ｷﾄﾞｺﾛ ﾕｳﾀ 神奈川 竹芝サイクルレーシング
569 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
571 0001419 江本 泰輔 ｴﾓﾄ ﾀｲｽｹ 東京都 なるしまフレンド
573 1001634 小林 正人 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾄ 茨城県 Unity
575 1300216 石橋 利晃 ｲｼﾊﾞｼ ﾄｼｱｷ 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：E3　決勝1組】　39名　スタート時間　14：10 2016.05.09
No. 選手ID 選手名 ｶﾅ 地域 ﾁｰﾑ名
601 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
605 1401954 須崎 尚樹 ｽｻｷ ﾅｵｷ 東京都 ACQUA TAMA
609 1400617 会沢 明寿 ｵｵｳﾁ ｱｷﾄｼ 茨城県 ＷＥ ＬＯＶＥ Ｏ２
613 1502415 古谷 寛世 ﾌﾙﾔ ｶﾝｾｲ 茨城県 エクストリームつくば
620 0100802 小林 清仁 ｺﾊﾞﾔｼ ｷﾖﾋﾄ 東京都 航空電⼦⾃転⾞競技部
627 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
631 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
637 1600292 鴨下 拓弥 ｶﾓｼﾀ ﾀｸﾔ 東京都 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ
641 1301908 山口 和来 ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｽﾞｷ 東京都 Team UKYO Reve
645 1600278 御堂 ⼒哉 ﾐﾄﾞｳ ﾘｷﾔ 東京都 TEAM SPORTS KID
650 1400796 小岸 直樹 ｺｷﾞｼ ﾅｵｷ 東京都 チーム オーベスト
655 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
659 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
663 1502712 藤⽥ 史郎 ﾌｼﾞﾀ ｼﾛｳ 埼玉県 パラティアムTOKYO
667 1502722 山本 康雄 ﾔﾏﾓﾄ ﾔｽｵ 神奈川 パラティアムTOKYO
671 1400856 石川 浩之 ｲｼｶﾜ ﾋﾛﾕｷ 千葉県 BMレーシングZUNOW
679 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
683 1500690 関口 諒 ｾｷｸﾞﾁ ﾘｮｳ 栃木県 ブラウ・ブリッツェン
687 1500419 菊地 優斗 ｷｸﾁ ﾕｳﾄ 栃木県 ブラウ・ブリッツェン
691 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
696 1401369 山下 純之介 ﾔﾏｼﾀ ｼﾞｭﾝﾉｽｹ 神奈川 横浜⾼校⾃転⾞競技部
700 1600247 竹花 和浩 ﾀｹﾊﾅ ｶｽﾞﾋﾛ 東京都 Ｙʼｓ Ｒｏａｄ
708 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
712 1600485 皆川 大希 ﾐﾅｶﾞﾜ ﾀﾞｲｷ 千葉県 VENTOS FRECCIA

第1回 JBCF ブルー クリテリウム in 鴨川

716 1600461 小林 崇 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶｼ 千葉県 オッティモ
720 1500222 ⻫藤 茂 ｻｲﾄｳ ｼｹﾞﾙ 東京都 コムリン 
724 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
728 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
732 1600277 森 拓也 ﾓﾘ ﾀｸﾔ 東京都 TEAM SPORTS KID
736 1500238 五⼗嵐 洸太 ｲｶﾗｼ ｺｳﾀ 神奈川 Team BFY Racing
740 1001867 小松 幸⼀ ｺﾏﾂ ｺｳｲﾁ 埼玉県 チバポンズ
744 1502361 荒井 遼河 ｱﾗｲ ﾘｮｳｶﾞ 栃木県 栃木県⽴真岡⼯業⾼等学校⾃転⾞競技部
748 JB16760 北村 重裕 ｷﾀﾑﾗ ｼｹﾞﾋﾛ 栃木県 栃木県⽴真岡⼯業⾼等学校⾃転⾞競技部
752 1500265 阿島 哲夫 ｱｼﾞﾏ ﾃﾂｵ 神奈川 なるしまフレンド
756 1200112 ⾼山 裕基 ﾀｶﾔﾏ ﾕｳｷ 東京都 パラティアムTOKYO
760 1600764 大澤 勇 ｵｵｻﾜ ｲｻﾑ 千葉県 Blanche Racing Team
764 1600314 磯崎 直樹 ｲｿｻﾞｷ ﾅｵｷ 茨城県 Unity
768 1201659 大塚 慎⼀ ｵｵﾂｶ ｼﾝｲﾁ 茨城県 RIDE Freaks
772 1600236 狩谷 源⼀郎 ｶﾘﾔ ｹﾞﾝｲﾁﾛｳ 埼玉県 Ｙʼｓ Ｒｏａｄ
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【クラスタ：E3　決勝2組】　39名　スタート時間　14：55 2016.05.09
No. 選手ID 選手名 ｶﾅ 地域 ﾁｰﾑ名
602 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
606 1500270 細矢 太樹 ﾎｿﾔ ﾀｲｷ 千葉県 AQULS内房レーシング
610 1600308 大内 淳司 ｵｵｳﾁ ｱﾂｼ 茨城県 ＷＥ ＬＯＶＥ Ｏ２
614 1600570 佐藤 拓実 ｻﾄｳ ﾀｸﾐ 宮城県 エルドラード・エスペランサ
622 1200421 坂手 潤⼀ ｻｶﾃ ｼﾞｭﾝｲﾁ 埼玉県 サイタマサイクルプロジェクト
628 1600201 駒沢 正己 ｺﾏｻﾞﾜ ﾏｻｷ 神奈川 湘南ベルマーレサイクル
633 1500665 木村 盛義 ｷﾑﾗ ﾓﾘﾖｼ 群馬県 ＳＵＢＡＲＵ ＲＴ
638 1600766 浜口 太志 ﾊﾏｸﾞﾁ ﾀｶﾕｷ 千葉県 セオレーシング
642 1600502 宮本 訓寛 ﾐﾔﾓﾄ ｸﾆﾋﾛ 大阪府 チーム スクアドラ
647 1500223 宮崎 翔太 ﾐﾔｻﾞｷ ｼｮｳﾀ 神奈川 Team BFY Racing
651 9702333 ⾼橋 仁 ﾀｶﾊｼ ﾋﾄｼ JPCA チーム・チェブロ
656 1100881 村上 淳 ﾑﾗｶﾐ ｼﾞｭﾝ 東京都 なるしまフレンド
660 1600994 大谷 航也 ｵｵﾀﾆ ｺｳﾔ 神奈川 HAMMER!!BROS
664 1502717 大川 和哉 ｵｵｶﾜ ｶｽﾞﾔ 東京都 パラティアムTOKYO
668 1502714 武藤 圭吾 ﾑﾄｳ ｹｲｺﾞ 東京都 パラティアムTOKYO
672 1401733 ⻑瀬 寛之 ﾅｶﾞｾ ﾋﾛﾕｷ ⻑野県 B-SOUL
680 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
684 1400772 宮⽥ 琢視 ﾐﾔﾀ ﾀｸﾐ 栃木県 ブラウ・ブリッツェン
688 1301393 森 光流 ﾓﾘ ﾋｶﾙ 千葉県 Blanche Racing Team
692 1402350 山倉 朋之 ﾔﾏｸﾗ ﾄﾓﾕｷ 茨城県 Unity
697 1100497 大谷 ⼀ ｵｵﾀﾆ ﾊｼﾞﾒ 茨城県 RIDE Freaks
705 1502726 松浦 正己 ﾏﾂｳﾗ ﾏｻｷ 広島県 ＷＩＬＤ ＰＩＧｓ
709 1500256 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
713 1600467 岡⽥ 優 ｵｶﾀﾞ ﾏｻﾙ 千葉県 オッティモ

第1回 JBCF ブルー クリテリウム in 鴨川

717 1600450 上⻄ 宏治 ｳｴﾆｼ ｺｳｼﾞ 千葉県 オッティモ
721 1400179 大内 貴勝 ｵｵｳﾁ ﾖｼｶﾂ 埼玉県 コムリン 
725 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
729 1600279 ⾞ 世亜 ﾁｬ ｾｱ 東京都 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ
733 1300265 山中 光 ﾔﾏﾅｶ ｱｷﾗ 東京都 TEAM SPORTS KID
737 1400088 中村 稔 ﾅｶﾑﾗ ﾐﾉﾙ 千葉県 TEAM GIRO 360
741 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
745 1502363 荒木 知 ｱﾗｷ ｻﾄｼ 栃木県 栃木県⽴真岡⼯業⾼等学校⾃転⾞競技部
749 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
753 1502790 村上 淳 ﾑﾗｶﾐ ｽﾅｵ 東京都 なるしまフレンド
757 1502759 石神 宇 ｲｼｶﾞﾐ ﾀｶｼ 東京都 パラティアムTOKYO
761 1600765 永⽥ 豪 ﾅｶﾞﾀ ｺﾞｳ 千葉県 Blanche Racing Team
765 1401772 今村 友紀 ｲﾏﾑﾗ ﾄﾓｷ 神奈川 横浜⾼校⾃転⾞競技部
769 9900949 塩澤 俊彦 ｼｵｻﾞﾜ ﾄｼﾋｺ 栃木県 ﾘﾍﾞﾙﾀｽTOCHIGI BICYCLE CLUB
773 1600456 山崎 博志 ﾔﾏｻﾞｷ ﾋﾛｼ 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：E3　決勝3組】　39名　スタート時間　15：40 2016.05.09
No. 選手ID 選手名 ｶﾅ 地域 ﾁｰﾑ名
603 1502696 三平 隆文 ﾐﾋﾗ ﾀｶﾌﾐ 神奈川 アーティファクトレーシングチーム
607 1600298 宇根 智浩 ｳﾈ ﾄﾓﾋﾛ 東京都 atelierFLEUVE Racing
611 1600310 ⻄井上 優作 ﾆｼｲｶﾞﾐ ﾕｳｻｸ 茨城県 ＷＥ ＬＯＶＥ Ｏ２
615 1001243 坂本 真吾 ｻｶﾓﾄ ｼﾝｺﾞ 栃木県 OYAMA STARPLEX
625 1300882 小林 靖貴 ｺﾊﾞﾔｼ ﾔｽﾀｶ 神奈川 G.S.POSITIVO
629 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
635 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
639 0900516 伊藤 透 ｲﾄｳ ﾄｵﾙ 愛知県 セオレーシング
643 1600287 宍⼾ 宗太 ｼｼﾄﾞ ｿｳﾀ 東京都 TEAM SPORTS KID
648 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
653 1300892 熊⽥ 湧太 ｸﾏﾀﾞ ﾕｳﾀ 東京都 TEAM YOU CAN
657 1600267 諸⽥  昌平 ﾓﾛﾀﾞ ｼｮｳﾍｲ 東京都 なるしまフレンド
661 1600686 福嶋 航希 ﾌｸｼﾏ ｺｳｷ 神奈川 HAMMER!!BROS
665 1200039 今⻄ 大地 ｲﾏﾆｼ ﾀﾞｲﾁ 東京都 パラティアムTOKYO
669 1300884 大竹 政慶 ｵｵﾀｹ ﾏｻﾖｼ 東京都 Piacere YAMA Racing
673 1400727 杉本 浩 ｽｷﾞﾓﾄ ﾋﾛｼ 山梨県 FAST LANE Racing
681 1600451 木村 紀仁 ｷﾑﾗ ﾉﾘﾋﾄ 栃木県 ブラウ・ブリッツェン
685 1600414 新沼 颯 ﾆｲﾇﾏ ﾊﾔﾃ 栃木県 ブラウ・ブリッツェン
689 1501749 渡辺 智則 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓﾉﾘ 千葉県 Blanche Racing Team
693 1600304 神原 真人 ｶﾝﾊﾞﾗ ﾏｻﾄ 茨城県 Unity
698 1101534 川⻄ 晃 ｶﾜﾆｼ ｱｷﾗ 栃木県 RIDE Freaks
706 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
710 1600307 ⿊尾 勇介 ｸﾛｵ ﾕｳｽｹ 茨城県 ＷＥ ＬＯＶＥ Ｏ２
714 1100486 本図 範夫 ﾓﾄｽﾞ ﾉﾘｵ 千葉県 オッティモ

第1回 JBCF ブルー クリテリウム in 鴨川

718 1500274 大石 尚広 ｵｵｲｼ ﾅｵﾋﾛ 千葉県 オッティモ
722 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
726 1001103 ⻑塚 寿生 ﾅｶﾞﾂｶ ﾄｼｷ 茨城県 SPACE DEVOTION
730 JB16245 逢沢 慧太 ｱｲｻﾞﾜ ｹｲﾀ 千葉県 セオレーシング
734 1600521 今井 亮太 ｲﾏｲ ﾘｮｳﾀ 神奈川 TEAM SPORTS KID
738 1500650 ⾼⽥ 昌秀 ﾀｶﾀﾞ ﾖｼﾋﾃﾞ 奈良県 Team まんま
742 1402245 松井 崇 ﾏﾂｲ ﾀｶｼ 東京都 ツルマスヴェロクラブ
746 1502364 小徳 修平 ｺﾄｸ ｼｭｳﾍｲ 栃木県 栃木県⽴真岡⼯業⾼等学校⾃転⾞競技部
750 1500425 山⽥ 哲也 ﾔﾏﾀﾞ ﾃﾂﾔ 栃木県 NAMAZU PLUS TOCHIGI
754 1601222 鈴木 直太 ｽｽﾞｷ ﾅｵﾀ 東京都 なるしまフレンド
758 1600244 野口 泰 ﾉｸﾞﾁ ﾔｽｼ 東京都 フィッツ
762 0900835 石渕 哲 ｲｼﾌﾞﾁ ｻﾄｼ 茨城県 Honda 栃木 JET
766 1502111 相原 晴⼀朗  ｱｲﾊﾗ ｾｲﾁﾛｳ 神奈川 横浜⾼校⾃転⾞競技部
770 1502118 草野 ⾠也 ｸｻﾉ ﾀﾂﾔ 福島県 LinkTOHOKU
774 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
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【クラスタ：E3　決勝4組】　39名　スタート時間　16：25 2016.05.09
No. 選手ID 選手名 ｶﾅ 地域 ﾁｰﾑ名
604 1600209 ⾼橋 利之 ﾀｶﾊｼ ﾄｼﾕｷ 神奈川 アーティファクトレーシングチーム
608 0100837 佐藤 寛之 ｻﾄｳ ﾋﾛﾕｷ 神奈川 atelierFLEUVE Racing
612 1600311 原⽥ 健 ﾊﾗﾀﾞ ﾀｹｼ 茨城県 ＷＥ ＬＯＶＥ Ｏ２
616 0600985 二階堂 尚志 ﾆｶｲﾄﾞｳ ﾀｶｼ 神奈川 関⻄大学Cycle Racing Team
626 1400178 巽 克哉 ﾀﾂﾐ ｶﾂﾔ 栃木県 じてんしゃの杜
630 1601340 加賀谷 稔 ｶｶﾞﾔ ﾐﾉﾙ 神奈川 湘南ベルマーレサイクル
636 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
640 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
644 1500224 後藤 圭史 ｺﾞﾄｳ ｹｲｼﾞ 東京都 TEAM SPORTS KID
649 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
654 1600015 石井 和明 ｲｼｲ ｶｽﾞｱｷ 大阪府 Nasu Fan Club
658 1500220 楫取 正智 ｶｼﾞﾄﾘ ﾏｻﾉﾘ 東京都 なるしまフレンド
662 1502758 増⽥ 朋寧 ﾏｽﾀﾞ ﾄﾓﾔｽ 東京都 パラティアムTOKYO
666 0200061 飯塚 航 ｲｲﾂﾞｶ ﾜﾀﾙ 東京都 パラティアムTOKYO
670 1400853 稲村 博 ｲﾅﾑﾗ ﾋﾛｼ 千葉県 BMレーシングZUNOW
678 1600415 三浦 雅人 ﾐｳﾗ ﾏｻﾄ 栃木県 ブラウ・ブリッツェン
682 1600413 ⻑⽥ 華山 ﾅｶﾞﾀ ｶｻﾞﾝ 栃木県 ブラウ・ブリッツェン
686 1500420 ⾦⼦ 祐大 ｶﾈｺ ﾕｳﾀﾞｲ 栃木県 ブラウ・ブリッツェン
690 1600405 ⾼野 大喜 ﾀｶﾉ ﾀﾞｲｷ 神奈川 Ｂｌｕｅ Ｇｒａｓｓ
695 1401373 飯⽥ 千暁 ｲｲﾀﾞ ﾁｱｷ 神奈川 横浜⾼校⾃転⾞競技部
699 0600125 岡野 賢司 ｵｶﾉ ｹﾝｼﾞ 栃木県 ﾘﾍﾞﾙﾀｽTOCHIGI BICYCLE CLUB
707 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
711 1600593 小池 泰樹 ｺｲｹ ﾔｽｷ 茨城県 ＷＥ ＬＯＶＥ Ｏ２
715 1600469 泉山 淳 ｲｽﾞﾐﾔﾏ ｱﾂｼ 千葉県 オッティモ
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719 0400548 山⽥ 健治 ﾔﾏﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 宮城県 カネコイングスJBCF
723 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
727 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
731 1401746 白石 正人 ｼﾗｲｼ ﾏｻﾄ 神奈川 SAUCE DEVELOPMENT
735 1500237 五⼗嵐 亮太 ｲｶﾗｼ ﾘｮｳﾀ 神奈川 Team BFY Racing
739 1600295 佐藤 裕太 ｻﾄｳ ﾕｳﾀ 東京都 TEAM YOU CAN
743 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
747 1502362 ⽥村 介 ﾀﾑﾗ ﾀｽｸ 栃木県 栃木県⽴真岡⼯業⾼等学校⾃転⾞競技部
751 1600273 藤井 敏郎 ﾌｼﾞｲ ﾄｼﾛｳ 東京都 なるしまフレンド
755 0901132 山崎 新太郎 ﾔﾏｻﾞｷ ｼﾝﾀﾛｳ 千葉県 NAUTS
759 1500234 ⾼橋 滉太郎 ﾀｶﾊｼ ｺｳﾀﾛｳ 東京都 Blanche Racing Team
763 1501670 秋山 幸輝 ｱｷﾔﾏ ｺｳｷ 栃木県 Honda 栃木 JET
767 1101729 國府⽥ 正司 ｺｳﾀﾞ ﾏｻｼ 栃木県 RIDE Freaks
771 1601337 中山 風 ﾅｶﾔﾏ ﾌｳ 神奈川 Racing CUBE
775 1600459 伊賀 幹 ｲｶﾞ ﾂﾖｼ 千葉県 湾岸サイクリング・ユナイテッド
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