
【クラスタ：P　レースレーティング：AA】 143名 2016.06.27

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

2 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

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

4 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

5 0701211 住吉 宏太 ｽﾐﾖｼ ｺｳﾀ 熊本県 Team UKYO

6 1502715 ARAQUE LORENTE Rodrigo ｱﾗｹﾛﾚﾝﾃ ﾛﾄﾞﾘｺﾞ 東京都 Team UKYO

7 0501654 平井 栄一 ﾋﾗｲ ｴｲｲﾁ 神奈川 Team UKYO

8 1502357 今井 勇太 ｲﾏｲ ﾕｳﾀ 静岡県 Team UKYO

11 1300861 Jose VICENTE ﾎｾ ﾋﾞｾﾝﾃ 東京都 マトリックスパワータグ

12 ESP1030 Airan FERNANDEZ ｱｲﾗﾝ ﾌｪﾙﾅﾝﾃﾞｽ 石川県 マトリックスパワータグ

13 0700546 安原 大貴 ﾔｽﾊﾗ ﾀﾞｲｷ 大阪府 マトリックスパワータグ

14 1100726 田窪 賢次 ﾀｸﾎﾞ ｹﾝｼﾞ 大阪府 マトリックスパワータグ

15 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

16 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

17 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

18 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

21 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

22 1100355 小野寺 玲 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾚｲ 栃木県 宇都宮ブリッツェン

23 0400843 鈴木 譲 ｽｽﾞｷ ﾕｽﾞﾙ 栃木県 宇都宮ブリッツェン

24 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

25 0600844 阿部 嵩之 ｱﾍﾞ ﾀｶﾕｷ 栃木県 宇都宮ブリッツェン

26 1001732 堀 孝明 ﾎﾘ ﾀｶｱｷ 栃木県 宇都宮ブリッツェン

27 0500716 飯野 智行 ｲｲﾉ ﾄﾓﾕｷ 栃木県 宇都宮ブリッツェン

28 1001727 雨澤 毅明 ｱﾒｻﾞﾜ ﾀｹｱｷ 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

34 0801739 阿曽 圭佑 ｱｿ ｹｲｽｹ 三重県 KINAN Cycling Team

35 0400735 伊丹 健治 ｲﾀﾐ ｹﾝｼﾞ 神奈川 KINAN Cycling Team

41 0800942 吉岡 直哉 ﾖｼｵｶ ﾅｵﾔ 京都府 那須ブラーゼン

42 1201451 下島 将輝 ｼﾓｼﾞﾏ ﾏｻｷ 兵庫県 那須ブラーゼン

43 0900064 西尾 勇人 ﾆｼｵ ﾊﾔﾄ 北海道 那須ブラーゼン

44 0400028 小坂 光 ｺｻｶ ﾋｶﾙ 長野県 那須ブラーゼン

45 0900655 高木 三千成 ﾀｶｷﾞ ﾐﾁﾅﾘ 埼玉県 那須ブラーゼン

46 0901489 水野 恭兵 ﾐｽﾞﾉ ｷｮｳﾍｲ 山梨県 那須ブラーゼン

47 1000927 岩井 航太 ｲﾜｲ ｺｳﾀ 栃木県 那須ブラーゼン

48 1300596 新城 銀二 ｱﾗｼﾛ ｷﾞﾝｼﾞ 沖縄県 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 0701113 木村 圭佑 ｷﾑﾗ ｹｲｽｹ 滋賀県 シマノレーシング

54 0800036 秋丸 湧哉 ｱｷﾏﾙ ﾕｳﾔ 大阪府 シマノレーシング

55 0900704 秋田 拓磨 ｱｷﾀ ﾀｸﾏ 福井県 シマノレーシング

56 0900212 横山 航太 ﾖｺﾔﾏ ｺｳﾀ 長野県 シマノレーシング

58 1000442 小山 貴大 ｺﾔﾏ ﾀｶﾋﾛ 群馬県 シマノレーシング

59 1000721 西村 大輝 ﾆｼﾑﾗ ﾋﾛｷ 東京都 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 1200215 豊田 勝徳 ﾄﾖﾀﾞ ｶﾂﾉﾘ 大阪府 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 0700051 森本 誠 ﾓﾘﾓﾄ ﾏｺﾄ 愛知県 イナーメ信濃山形

66 0001389 遠藤 績穂 ｴﾝﾄﾞｳ ｾｷﾎ 千葉県 イナーメ信濃山形

67 1200812 井上 政貴 ｲﾉｳｴ ﾏｻｷ 兵庫県 イナーメ信濃山形

68 1101679 佐野 千尋 ｻﾉ ﾁﾋﾛ 北海道 イナーメ信濃山形
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71 0801747 才田 直人 ｻｲﾀ ﾅｵﾄ 宮城県 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 0600361 中里 仁 ﾅｶｻﾞﾄ ﾏｻﾙ 群馬県 LEOMO Bellmare Racing team

74 1201250 古田 潤 ﾌﾙﾀ ｼﾞｭﾝ 東京都 LEOMO Bellmare Racing team

75 0901780 加地 邦彦 ｶｼﾞ ｸﾆﾋｺ 東京都 LEOMO Bellmare Racing team

76 1001190 小清水 拓也 ｺｼﾐｽﾞ ﾀｸﾔ 神奈川 LEOMO Bellmare Racing team

81 0301382 山下 貴宏 ﾔﾏｼﾀ ﾀｶﾋﾛ 兵庫県 シエルヴォ奈良 MIYATA-MERIDA レーシングチーム

82 0201014 大塚 航 ｵｵﾂｶ ﾜﾀﾙ 京都府 シエルヴォ奈良 MIYATA-MERIDA レーシングチーム

83 0900444 雨乞 竜己 ｱﾏｺﾞｲ ﾀﾂｷ 京都府 シエルヴォ奈良 MIYATA-MERIDA レーシングチーム

84 1000394 岸 崇仁 ｷｼ ﾀｶﾋﾄ 茨城県 シエルヴォ奈良 MIYATA-MERIDA レーシングチーム

85 9701052 山本 雅道 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾐﾁ 神奈川 シエルヴォ奈良 MIYATA-MERIDA レーシングチーム

91 1001902 米谷 隆志 ﾖﾈﾀﾆ ﾀｶｼ 東京都 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 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

94 9901368 清水 英樹 ｼﾐｽﾞ ﾋﾃﾞｷ 鳥取県 ウォークライド・シクロアカデミア

95 0100069 奈良 浩 ﾅﾗ ﾋﾛｼ 埼玉県 ウォークライド・シクロアカデミア

96 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

101 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

102 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

103 9900243 平塚 吉光 ﾋﾗﾂｶ ﾖｼﾐﾂ 静岡県 愛三工業レーシングチーム

104 0900699 原田 裕成 ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾛｱｷ 岡山県 愛三工業レーシングチーム

105 0500741 早川 朋宏 ﾊﾔｶﾜ ﾄﾓﾋﾛ 愛知県 愛三工業レーシングチーム

106 0001063 中島 康晴 ﾅｶｼﾞﾏ ﾔｽﾊﾙ 福井県 愛三工業レーシングチーム

121 JB16669 Javier Sarda Perez ﾊﾋﾞｴﾙ ｻﾗﾀﾞ ﾍﾟﾚｽ SPAIN VICTOIRE 広島

122 0800639 河賀 雄大 ｶｶﾞ ﾕｳﾀﾞｲ 広島県 VICTOIRE 広島

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

127 0400866 中山 卓士 ﾅｶﾔﾏ ﾀｶｼ 広島県 VICTOIRE 広島

128 0800557 西川 昌宏 ﾆｼｶﾜ ﾏｻﾋﾛ 山口県 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 1401822 DESRIAC Loic ﾃﾞﾘｱｸ ﾛｲｯｸ 愛知県 NEILPRYDE - NANSHIN SUBARU CYCLING TEAM

133 1500601 Guezet Bruno ｹﾞｾﾞ ﾌﾞﾙﾉ 神奈川 NEILPRYDE - NANSHIN SUBARU CYCLING TEAM

134 0600568 水野 貴行 ﾐｽﾞﾉ ﾀｶﾕｷ 愛知県 NEILPRYDE - NANSHIN SUBARU CYCLING TEAM

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

136 1401678 西 寅太郎 ﾆｼ ﾄﾗﾀﾛｳ 福岡県 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 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

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 1100478 鶴岡 慶太 ﾂﾙｵｶ ｹｲﾀ 愛知県 なるしまフレンド　レーシングチーム

145 0500037 櫻井 一輝 ｻｸﾗｲ ﾓﾄｷ 静岡県 なるしまフレンド　レーシングチーム

146 1301320 田中 忍 ﾀﾅｶ ｼﾉﾌﾞ 東京都 なるしまフレンド　レーシングチーム

147 1400408 伊藤 卓馬 ｲﾄｳ ﾀｸﾏ 東京都 なるしまフレンド　レーシングチーム

148 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 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

152 9702834 中村 文武 ﾅｶﾑﾗ ﾌﾐﾀｹ 東京都 FIETS GROEN 日本ロボティクス

153 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

154 9701049 屋部 佳伸 ﾔﾍﾞ ﾖｼﾉﾌﾞ 静岡県 FIETS GROEN 日本ロボティクス

155 9702852 藤田 勉 ﾌｼﾞﾀ ﾂﾄﾑ 東京都 FIETS GROEN 日本ロボティクス

156 0901755 野口 悠真 ﾉｸﾞﾁ ﾕｳﾏ 東京都 FIETS GROEN 日本ロボティクス

161 9900169 青木 誠 ｱｵｷ ﾏｺﾄ 東京都 ACQUA TAMA EURO-WORKS

162 1100087 田中 信行 ﾀﾅｶ ﾉﾌﾞﾕｷ 奈良県 ACQUA TAMA EURO-WORKS

163 1402367 鈴木 達朗 ｽｽﾞｷ ﾀﾂﾛｳ 東京都 ACQUA TAMA EURO-WORKS

164 1402352 板子 佑士 ｲﾀｺ ﾕｳｼﾞ 兵庫県 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
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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 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 1400913 萩原 啓 ﾊｷﾞﾊﾗ ｻﾄｼ 愛知県 エルドラード東北

182 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

183 1500560 舘岡 賢弥 ﾀﾃｵｶ ﾀｶﾋﾛ 茨城県 エルドラード東北

184 1001745 畠山 和也 ﾊﾀｹﾔﾏ ｶｽﾞﾔ 宮城県 エルドラード東北

185 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

186 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

187 9700200 梶木 恒介 ｶｼﾞｷ ｺｳｽｹ 宮城県 エルドラード東北

188 1301786 野上 太一 ﾉｶﾞﾐ ﾀｲﾁ 愛知県 エルドラード東北

191 1000463 石井 祥平 ｲｼｲ ｼｮｳﾍｲ 神奈川 Honda 栃木

192 1201592 阿部 航大 ｱﾍﾞ ｺｳﾀﾞｲ 栃木県 Honda 栃木

193 0901551 水間 健 ﾐｽﾞﾏ ﾀｹｼ 栃木県 Honda 栃木

194 1500418 上野 祐樹 ｳｴﾉ ﾕｳｷ 栃木県 Honda 栃木

196 1001863 小林 宏志 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｼ 栃木県 Honda 栃木

197 1001725 平野 宏明 ﾋﾗﾉ ﾋﾛｱｷ 栃木県 Honda 栃木

198 1200341 小長谷 剛 ｺﾜｾ ﾂﾖｼ 栃木県 Honda 栃木

199 0200754 山西 健司 ﾔﾏﾆｼ ｹﾝｼﾞ 栃木県 Honda 栃木

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 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

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 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

205 1201351 簑原 大介 ﾐﾉﾊﾗ ﾀｲｽｹ 福岡県 VC Fukuoka・サイクルフリーダム

206 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

207 1100350 加納 篤 ｶﾉｳ ｱﾂｼ 栃木県 VC Fukuoka・サイクルフリーダム

208 1201347 井戸川 真一 ｲﾄﾞｶﾞﾜ ｼﾝｲﾁ 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 1200842 平野 真一 ﾋﾗﾉ ｼﾝｲﾁ 和歌山 東京ヴェントス

213 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

214 1101261 北見 涼 ｷﾀﾐ ﾘｮｳ 神奈川 東京ヴェントス

215 1001679 早川 祐司 ﾊﾔｶﾜ ﾕｳｼﾞ 栃木県 東京ヴェントス

216 1200528 佐々木 貴則 ｻｻｷ ﾀｶﾉﾘ 東京都 東京ヴェントス

221 1300630 川崎 卓治 ｶﾜｻｷ ﾀｸｼﾞ 岡山県 Teaｍ JBCF

229 1001221 澤池 陵二 ｻﾜﾁ ﾘｮｳｼﾞ 長崎県 Teaｍ JBCF
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【クラスタ：E1　レースレーティング：B】 108名 2016.06.27

No. 選手ID 選手名 ｶﾅ 登録地 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 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

303 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

306 0900512 山野内 徹 ﾔﾏﾉｳﾁ ﾄｵﾙ 神奈川 atelierFLEUVE Racing

307 1100274 藤田 耕志 ﾌｼﾞﾀ ﾀｶｼ 大阪府 イナーメ信濃山形-EFT

308 0400165 小嶋 元 ｺｼﾞﾏ ﾊｼﾞﾒ 愛知県 イナーメ信濃山形-EFT

309 1100702 三次 匠 ﾐﾖｼ ﾀｸﾐ 広島県 VICTOIREしまなみ

310 9900444 石堂 大悟 ｲｼﾄﾞｳ ﾀﾞｲｺﾞ 福岡県 VICTOIREしまなみ

312 1401724 岩立 剛 ｲﾜﾀﾃ ﾂﾖｼ 千葉県 オッティモ

313 1201616 吉森 大晃 ﾖｼﾓﾘ ﾋﾛｱｷ 奈良県 GALANTE NARA 

314 0601273 松木 健治 ﾏﾂｷ ｹﾝｼﾞ 大阪府 クラブシルベスト

315 9700734 井上 登士哉 ｲﾉｳｴ ﾄｼﾔ 愛媛県 クラブシルベスト

317 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

318 0900162 苗村 徹 ﾅｴﾑﾗ ﾄｵﾙ 大阪府 クラブシルベスト

319 1400072 大倉 重良 ｵｵｸﾗ ｶｽﾞﾅｶﾞ 大阪府 クラブシルベスト

320 1101917 田 典幸 ﾀ ﾉﾘﾕｷ 熊本県 Coraggio Kawanishi Cycling Team

321 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

322 1201243 吉田 優一 ﾖｼﾀﾞ ﾕｳｲﾁ 奈良県 ZAS　Racing

323 0300357 一色 寛之 ｲｯｼｷ ﾋﾛﾕｷ 京都府 CIERVO NARA ELITE

324 1100640 高野 翔太 ﾀｶﾉ ｼｮｳﾀ 大阪府 シマノドリンキング

325 1300023 江口 宗光 ｴｸﾞﾁ ﾑﾈﾐﾂ 静岡県 Squadra di LAVORANTE

326 0700302 米田 靖 ﾖﾈﾀﾞ ﾔｽｼ 千葉県 SPACE DEVOTION

327 1300015 藤田 康祐 ﾌｼﾞﾀ ｺｳｽｹ 静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

328 1301588 大杉 直敬 ｵｵｽｷﾞ ﾅｵﾀｶ 静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

329 9800604 渥美 守弘 ｱﾂﾐ ﾓﾘﾋﾛ 静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

330 1402063 岡 理裕 ｵｶ ﾏｻﾋﾛ 静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

331 1300031 増田 弘誠 ﾏｽﾀﾞ ﾋﾛﾅｶﾞ 静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

332 9901846 大倉 健一 ｵｵｸﾗ ｹﾝｲﾁ 東京都 セオレーシング

333 1300056 比護 任 ﾋｺﾞ ｱﾀﾙ 大阪府 SAUCE DEVELOPMENT

334 1100305 磯田 竜介 ｲｿﾀﾞ ﾘｭｳｽｹ 香川県 Tyrell Kagawa Racing

335 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

336 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

337 0900463 中西 昭夫 ﾅｶﾆｼ ｱｷｵ 東京都 竹芝サイクルレーシング

338 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

339 1600606 長谷川 彰浩 ﾊｾｶﾞﾜ ｱｷﾋﾛ 広島県 Team UKYO Reve

340 0400400 佐々木 優也 ｻｻｷ ﾕｳﾔ 広島県 Team UKYO Reve

341 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

342 1300064 酒井 一真 ｻｶｲ ｶｽﾞﾏ 大阪府 チーム・アヴェル

343 1200030 青江 良治 ｱｵｴ ﾖｼﾊﾙ 岡山県 ﾁｰﾑ 岡山

344 1500381 藤川 淳 ﾌｼﾞｶﾜ ｼﾞｭﾝ 広島県 Team Kermis Cross

345 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

346 1301731 中村 暁雄 ﾅｶﾑﾗ ｱｷｵ 鳥取県 チーム鳥取

347 1300762 森 正存 ﾓﾘ ﾏｻﾉﾌﾞ 愛媛県 TEAM LUPPI

348 0601400 大濱 篤史 ｵｵﾊﾏ ｱﾂｼ 大阪府 チバポンズ

349 1401536 小川 修 ｵｶﾞﾜ ｵｻﾑ 三重県 TSU RACING

350 0000251 佐々木 健 ｻｻｷ ﾀｹｼ 愛知県 天狗党

351 1100571 平瀬 遼 ﾋﾗｾ ﾘｮｳ 愛知県 天狗党

352 1301464 中村 潤 ﾅｶﾑﾗ ｼﾞｭﾝ 東京都 docomo RT

353 1300918 黒川 晴智 ｸﾛｶﾜ ﾊﾙﾄﾓ 岡山県 TRAILBLAZER

354 1100042 早瀬 憲太郎 ﾊﾔｾ ｹﾝﾀﾛｳ 神奈川 日本ろう自転車競技協会

355 1600505 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

356 1001574 池田 慎治 ｲｹﾀﾞ ｼﾝｼﾞ 大阪府 ネクストリーム・うどん棒

357 0601614 松尾 修作 ﾏﾂｵ ｼｭｳｻｸ 東京都 NAUTS
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358 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

359 1100414 濱野 克悠 ﾊﾏﾉ ｶﾂﾕｷ 富山県 バルバレーシングクラブ

360 0700340 寺崎 武郎 ﾃﾗｻｷ ﾀｹﾛｳ 福井県 バルバレーシングクラブ

361 0100206 酒井 紀章 ｻｶｲ ﾉﾘｱｷ 福井県 バルバレーシングクラブ

362 1500329 山崎 裕平 ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳﾍｲ 石川県 バルバレーシングクラブ

363 0400052 前川 元 ﾏｴｶﾜ ﾊｼﾞﾑ 兵庫県 BC.ANELLO

364 1100258 西脇 圭亮 ﾆｼﾜｷ ｹｲｽｹ 大阪府 BC.ANELLO

365 1001076 村尾 政彦 ﾑﾗｵ ﾏｻﾋｺ 大阪府 BC.ANELLO

366 1300114 山口 雄大 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｹﾋﾛ 神奈川 Pinazou Test Team

367 0210435 日隈 優輔 ﾋｸﾞﾏ ﾕｳｽｹ 山口県 Pinazou Test Team

368 1200080 加藤 周作 ｶﾄｳ ｼｭｳｻｸ 神奈川 FAST LANE Racing

369 1000071 古屋 穂高 ﾌﾙﾔ ﾎﾀﾞｶ 神奈川 FAST LANE Racing

370 1600138 中田 拓也 ﾅｶﾀ ﾀｸﾔ 福岡県 VC Fukuoka 

371 1301940 廣田 力也 ﾋﾛﾀ ﾘｷﾔ 福岡県 VC Fukuoka 

372 1502253 李 正明 ﾘ ﾏｻｱｷ 福岡県 VC Fukuoka 

373 1201352 森 幸一 ﾓﾘ ｺｳｲﾁ 福岡県 VC Fukuoka 

374 1300249 今倉 慎司 ｲﾏｸﾗ ｼﾝｼﾞ 福岡県 VC Fukuoka 

375 1200386 西村 和樹 ﾆｼﾑﾗ ｶｽﾞｷ 熊本県 VC Fukuoka 

376 1500271 石渡 誠一 ｲｼﾜﾀﾘ ｾｲｲﾁ 神奈川 フィッツ

377 9700951 黒川 隆之 ｸﾛｶﾜ ﾀｶﾕｷ 神奈川 フィッツ

378 0801515 伊藤 舜紀 ｲﾄｳ ｼｭﾝｷ 北海道 ボンシャンス

379 1600385 小泉 亮一 ｺｲｽﾞﾐ ﾘｮｳｲﾁ 栃木県 Honda 栃木 JET

380 0600048 奥野 浩和 ｵｸﾉ ﾋﾛｶｽﾞ 大阪府 MUUR zero Velofutur

381 1200193 野原 弘貴 ﾉﾊﾗ ﾋﾛｷ 岐阜県 名岐ベンド

382 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

384 0200369 熊本 大五郎 ｸﾏﾓﾄ ﾀﾞｲｺﾞﾛｳ 兵庫県 八ヶ岳 CYCLING CLUB

385 0001174 酒井 孝典 ｻｶｲ ｺｳｽｹ 大阪府 八ヶ岳 CYCLING CLUB

386 1100374 後藤 孝太郎 ｺﾞﾄｳ ｺｳﾀﾛｳ 福岡県 八ヶ岳 CYCLING CLUB

387 1000714 佐々木 暖 ｻｻｷ ﾀﾞﾝ 奈良県 EURO-WORKS Racing

388 1201366 宮地 孝行 ﾐﾔﾁ ﾀｶﾕｷ 大阪府 EURO-WORKS Racing

391 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

392 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

393 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

394 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

395 1001672 古谷 崇 ｺﾔ ﾀｶｼ 栃木県 RIDE Freaks

396 1500487 川辺 史朗 ｶﾜﾍﾞ ﾌﾐｱｷ 兵庫県 Life Ride

397 0900362 小島 泰一 ｺｼﾞﾏ ﾔｽｶｽﾞ 愛知県 RITCHEY BREZZA カミハギRT

398 1001247 大村 英哉 ｵｵﾑﾗ ﾌｻﾔ 熊本県 Road Racing Team PURPLE MONKEY

399 1201799 関根 啓総 ｾｷﾈ ﾋﾛﾐﾁ 埼玉県 Ｙ’ｓ Ｒｏａｄ

400 1300446 星野 貴大 ﾎｼﾉ ﾀｶﾋﾛ 愛知県 Ｙ’ｓ Ｒｏａｄ

401 1400096 雑賀 大輔 ｻｲｶ ﾀﾞｲｽｹ 千葉県 湾岸サイクリング・ユナイテッド

402 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

403 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

404 9800654 丸山 泰志 ﾏﾙﾔﾏ ﾔｽﾕｷ 愛知県 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ

405 1502291 糸川 典往 ｲﾄｶﾞﾜ ﾉﾘﾕｷ 島根県 soleil de lest

406 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

407 0800335 清宮 洋幸 ｾｲﾐﾔ ﾋﾛﾕｷ 千葉県 竹芝サイクルレーシング

408 1200364 山田 陽一 ﾔﾏﾀﾞ ﾖｳｲﾁ 石川県 トンデモクラブ ＣＳＫＡＧＡ

409 1001649 伊藤 隼也 ｲﾄｳ ｼｭﾝﾔ 奈良県 パナソニックレーシング

410 1100616 杉山 文崇 ｽｷﾞﾔﾏ ﾌﾐﾀｶ 山口県 フィールズ･オン･アース山口

411 0300335 松並 俊雄 ﾏﾂﾅﾐ ﾄｼｵ 大阪府 masahikomifune.com CyclingTeam

412 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

413 1300125 石井 晋也 ｲｼｲ ｼﾝﾔ 奈良県 EURO-WORKS Racing

414 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

415 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
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【クラスタ：E2　レースレーティング：C】 119名 2016.06.27

No. 選手ID 選手名 ｶﾅ 登録地 ﾁｰﾑ名
452 1401954 須崎 尚樹 ｽｻｷ ﾅｵｷ 東京都 ACQUA TAMA

454 1400051 佐藤 耕司 ｻﾄｳ ｺｳｼﾞ 大阪府 イナーメ信濃山形-EFT

457 1300141 東 健司 ﾋｶﾞｼ ｹﾝｼﾞ 神奈川 MKⅢ

458 1100582 加藤 稔 ｶﾄｳ ﾐﾉﾙ 宮城県 エルドラード・エスペランサ

460 0800652 辻 邦浩 ﾂｼﾞ ｸﾆﾋﾛ 京都府 クラブシルベスト

461 0900153 岩城 和宏 ｲﾜｷ ｶｽﾞﾋﾛ 大阪府 クラブシルベスト

462 0401311 山本 恵大 ﾔﾏﾓﾄ ﾔｽﾄﾓ 兵庫県 グランデパール播磨

463 0300063 内藤 啓一郎 ﾅｲﾄｳ ｹｲｲﾁﾛｳ 兵庫県 グランデパール播磨

464 0400054 正木 浩史 ﾏｻｷ ﾋﾛｼ 兵庫県 グランデパール播磨

465 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

466 1201911 齋藤 全弘 ｻｲﾄｳ ﾏｻﾋﾛ 東京都 サイクルフリーダム・レーシング

467 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

468 1400079 島田 英樹 ｼﾏﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ 大阪府 Ｓａｋａｔａｎｉ Ｒａｃｉｎｇ

469 1100081 高塚 武彦 ﾀｶﾂｶ ﾀｹﾋｺ 大阪府 ZAS　Racing

470 1000362 村井 忠 ﾑﾗｲ ﾏｺﾄ 奈良県 ZAS　Racing

471 1301407 山崎 昌宣 ﾔﾏｻﾞｷ ｱｷﾉﾘ 大阪府 CWASP RAVITAILLEMENT

472 1500502 塩野 裕一 ｼｵﾉ ﾕｳｲﾁ 大阪府 CWASP RAVITAILLEMENT

473 1200585 田川 寛明 ﾀｶﾞﾜ ﾋﾛｱｷ 大阪府 CWASP RAVITAILLEMENT

477 0800943 福田 雅彦 ﾌｸﾀﾞ ﾏｻﾋｺ 兵庫県 シマノドリンキング

478 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

479 1601918 中村 永 ﾅｶﾑﾗ ﾊﾙｶ 静岡県 Squadra di LAVORANTE

480 0400487 河井 正 ｶﾜｲ ﾀﾀﾞｼ 千葉県 SPACE DEVOTION

481 1600068 中川 直樹 ﾅｶｶﾞﾜ ﾅｵｷ 静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

482 1300784 片山 星也 ｶﾀﾔﾏ ｾｲﾔ 静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

483 1400013 永坂 允 ﾅｶﾞｻｶ ﾏｺﾄ 静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

484 0500062 平岡 恒哲 ﾋﾗｵｶ ﾂﾈｱｷ 静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

485 1300016 藤井 一厳 ﾌｼﾞｲ ﾉﾌﾞﾋﾛ 静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

486 0800041 大石 圭介 ｵｵｲｼ ｹｲｽｹ 静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

488 1502640 平井 大陽 ﾋﾗｲ ﾋﾛﾊﾙ 愛知県 SAUCE DEVELOPMENT

489 1500884 小嶋 宏紀 ｺｼﾞﾏ ﾋﾛｷ 愛知県 SAUCE DEVELOPMENT

490 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

491 1400423 齋藤 和輝 ｻｲﾄｳ ｶｽﾞｷ 東京都 竹芝サイクルレーシング

492 0700611 鳥居 新也 ﾄﾘｲ ｼﾝﾔ 大阪府 竹芝サイクルレーシング

493 0100964 小原 賢介 ｵﾊﾗ ｹﾝｽｹ 三重県 TEAM　SHIDO

494 1100271 二川 和成 ﾆｶﾜ ｶｽﾞﾅﾘ 大阪府 チーム スクアドラ

495 0700204 大原 勇生 ｵｵﾊﾗ ﾕｳｷ 大阪府 チーム スクアドラ

497 1400141 長妻 暁 ﾅｶﾞﾂﾏ ｱｷﾗ 神奈川 TEAM SPORTS KID

498 0000334 有澤 広昭 ｱﾘｻﾜ ﾋﾛｱｷ 兵庫県 ＴＥＡＭ ＰＯＬＰＯ

499 1501977 渡辺 拓也 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｸﾔ 愛知県 チーム・アストロ

500 0500076 伊勢 洋人 ｲｾ ﾋﾛﾄ 大阪府 チーム　ＷＥＡＥＫＥＮＤ

503 1100103 藤井 伸昌 ﾌｼﾞｲ ﾉﾌﾞﾏｻ 岡山県 ﾁｰﾑ 岡山

504 1400295 大森 健一 ｵｵﾓﾘ ｹﾝｲﾁ 広島県 Team Kermis Cross

505 1400292 富永 将宇 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾏｻﾀｶ 広島県 Team Kermis Cross

506 9801847 白石 裕二 ｼﾗｲｼ ﾕｳｼﾞ 熊本県 チームサイクルプラス

508 1100461 湯浦 裕貴 ﾕｳﾗ ﾔｽﾀｶ 愛知県 チームヤマシゲ

509 1100700 松本 秀一 ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 愛媛県 TEAM LUPPI

510 1100638 山岡 健人 ﾔﾏｵｶ ｹﾝﾄ 愛媛県 TEAM LUPPI

511 1101864 河合 智一 ｶﾜｲ ﾄﾓｶｽﾞ 愛媛県 TEAM LUPPI

512 1400602 岩切 弘輝 ｲﾜｷﾘ ﾋﾛｷ 大分県 津末レーシング

513 9702601 津末 浩平 ﾂｽｴ ｺｳﾍｲ 大分県 津末レーシング

514 1200315 鈴木 聖士 ｽｽﾞｷ ｾｲｼﾞ 愛知県 DESTRA

515 1300441 倉田 裕之 ｸﾗﾀ ﾋﾛﾕｷ 愛知県 DESTRA

517 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
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518 1600013 森田 正徳 ﾓﾘﾀ ﾏｻﾉﾘ 大阪府 ナカガワＡＳ・Ｋ’デザイン

522 1000200 高津 新一 ﾀｶﾂ ｼﾝｲﾁ 兵庫県 奈良キタサイクル まほロバRC

523 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

524 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

525 1000001 稲津 祐哉 ｲﾅﾂﾞ ﾕｳﾔ 兵庫県 HEART BEAT Racing 但馬

526 0300027 高垣 茂光 ﾀｶｶﾞｷ ｼｹﾞﾐﾂ 兵庫県 HEART BEAT Racing 但馬

527 0500042 津崎 忠広 ﾂｻﾞｷ ﾀﾀﾞﾋﾛ 兵庫県 HEART BEAT Racing 但馬

528 1401573 若林 恵一朗 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｹｲｲﾁﾛｳ 石川県 バルバレーシングクラブ

529 1101827 中嶋 勇貴 ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳｷ 福井県 バルバレーシングクラブ

530 1502464 齋藤 友一 ｻｲﾄｳ ﾕｳｲﾁ 福井県 バルバレーシングクラブ

531 0200476 岡林 秀樹 ｵｶﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞｷ 長野県 B-SOUL

532 1200307 桂 慶浩 ｶﾂﾗ ﾖｼﾋﾛ 福岡県 Pinazou Test Team

533 1000400 小林 秀雄 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞｵ 東京都 FAST LANE Racing

534 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

536 0800072 壇 耕平 ﾀﾞﾝ ｺｳﾍｲ 福岡県 VC Fukuoka 

538 0600028 大場 聖司 ｵｵﾊﾞ ｾｲｼﾞ 静岡県 フィッツ

539 1400269 尾形 駿 ｵｶﾞﾀ ｼｭﾝ 栃木県 ブラウ・ブリッツェン

540 1200036 山根 功 ﾔﾏﾈ ｲｻｵ 岡山県 ＦＲＥＥＳＰＥＥＤ

541 1400204 秋田 智和 ｱｷﾀ ﾄﾓｶｽﾞ 福岡県 Ｂｌｕｅ Ｇｒａｓｓ

543 1400226 中山 文平 ﾅｶﾔﾏ ﾌﾞﾝﾍﾟｲ 栃木県 Honda 栃木 JET

544 0901303 亀岡 晋也 ｶﾒｵｶ ｼﾝﾔ 愛媛県 masahikomifune.com CyclingTeam

545 0000379 冨久 健太郎 ﾄﾐﾋｻ ｹﾝﾀﾛｳ 岡山県 masahikomifune.com CyclingTeam

546 1200467 生越 康之 ｵｺﾞｼ ｺｳｼﾞ 島根県 MAX SPEED 97 GOKISO

547 0900003 森川 恭徳 ﾓﾘｶﾜ ﾔｽﾉﾘ 静岡県 ミソノイレーシングチーム

548 1300028 青野 淳一 ｱｵﾉ ｼﾞｭﾝｲﾁ 静岡県 ミソノイレーシングチーム

550 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

551 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

553 1001682 倉野 稔也 ｸﾗﾉ ﾄｼﾔ 栃木県 RIDE Freaks

554 1500813 堀田 耕司 ﾎｯﾀ ｺｳｼﾞ 愛知県 RITCHEY BREZZA カミハギRT

555 1400975 松田 真也 ﾏﾂﾀﾞ ｼﾝﾔ 愛知県 RITCHEY BREZZA カミハギRT

556 1200566 濱口 浩紀 ﾊﾏｸﾞﾁ ﾋﾛｷ 愛知県 RITCHEY BREZZA カミハギRT

557 0600236 村田 進 ﾑﾗﾀ ｽｽﾑ 愛知県 RITCHEY BREZZA カミハギRT

558 1500192 白井 真人 ｼﾗｲ ﾏｻﾄ 東京都 Ｙ’ｓ Ｒｏａｄ

559 1400283 横田 慧一 ﾖｺﾀ ｹｲｲﾁ 大阪府 Ｙ’ｓ Ｒｏａｄ

560 0400143 梅林 康典 ｳﾒﾊﾞﾔｼ ﾔｽﾉﾘ 愛知県 Ｙ’ｓ Ｒｏａｄ

561 1401602 利田 卓也 ｶｶﾞﾀ ﾀｸﾔ 大阪府 Ｙ’ｓ Ｒｏａｄ

562 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

563 1400251 今泉 雄祐 ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾕｳｽｹ 兵庫県 Ｒ２ＳＰＯＲＴＳCYCLINGTEAM

564 1100404 香川 博 ｶｶﾞﾜ ﾋﾛｼ 長野県 イナーメ信濃山形-EFT

565 1300559 柴田 直樹 ｼﾊﾞﾀ ﾅｵｷ 長野県 イナーメ信濃山形-EFT

566 0701339 吉浦 満 ﾖｼｳﾗ ﾐﾂﾙ 山口県 岩井商会レーシング

567 0200433 酒居 良和 ｻｶｲ ﾖｼｶｽﾞ 広島県 VICTOIREしまなみ

568 0900156 浅野 真則 ｱｻﾉ ﾏｻﾉﾘ 三重県 クラブシルベスト

569 1200390 石井 智 ｲｼｲ ﾄﾓ 大阪府 クラブシルベスト

570 0800384 小川 洸 ｵｶﾞﾜ ﾋｶﾙ 京都府 クラブシルベスト

571 1100453 山野井 哲実 ﾔﾏﾉｲ ｻﾄﾐ 大阪府 クラブシルベスト

572 1100282 前田 真吾 ﾏｴﾀﾞ ｼﾝｺﾞ 大阪府 ZAS　Racing

573 1400073 水田 昌宏 ﾐｽﾞﾀ ﾏｻﾋﾛ 大阪府 CWASP RAVITAILLEMENT

574 1200184 池田 圭一郎 ｲｹﾀﾞ ｹｲｲﾁﾛｳ 兵庫県 シマノドリンキング

575 0700308 八重澤 明広 ﾔｴｻﾞﾜ ｱｷﾋﾛ 千葉県 SPACE DEVOTION

576 0801314 高橋 真吾 ﾀｶﾊｼ ｼﾝｺﾞ 東京都 SAUCE DEVELOPMENT

577 0500817 柚木 政範 ﾕｳﾉｷ ﾏｻﾉﾘ 三重県  チーム スポルテック

578 0101035 三田 雅之 ﾐﾀ ﾏｻﾕｷ 大阪府 TEAM☆ルパン・ttm

579 0700166 古野 修 ﾌﾙﾉ ｵｻﾑ 京都府 TEAM☆ルパン・ttm

580 9800364 田中 歩 ﾀﾅｶ ｱﾕﾑ 愛知県 チーム・アストロ

581 1400655 石河 良介 ｲｼｶﾜ ﾘｮｳｽｹ 愛知県 天狗党
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582 1402325 小関 寛 ｺｾｷ ﾋﾛｼ 広島県 徳島サイクルレーシング

583 0501388 奥田 瑛史 ｵｸﾀﾞ ｴｲｼﾞ 兵庫県 BC.ANELLO

584 1301947 福岡 智之 ﾌｸｵｶ ﾄﾓﾕｷ 京都府 ＦＵＫＡＤＡまじりんぐ

585 1500375 齋藤 俊輔 ｻｲﾄｳ ｼｭﾝｽｹ 広島県 voyAge cycling team

586 9701965 山田 哲志 ﾔﾏﾀﾞ ｻﾄｼ 大阪府 本町クラブ

587 0501477 小山 幸次 ｺﾔﾏ ｺｳｼﾞ 大阪府 MUUR zero Velofutur

588 1501497 皿谷 宏人 ｻﾗｶﾞｲ ﾋﾛﾄ 広島県 ＷＩＬＤ　ＰＩＧｓ

589 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

591 1502398 田渕 君幸 ﾀﾌﾞﾁ ｷﾐﾕｷ 東京都 VENTOS FRECCIA

592 1600252 丸山 英之 ﾏﾙﾔﾏ ﾋﾃﾞﾕｷ 東京都 VENTOS FRECCIA
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【クラスタ：E3　レースレーティング：D】 136名 2016.06.27

No. 選手ID 選手名 ｶﾅ 登録地 ﾁｰﾑ名
602 1301453 渡邉 真郎 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｵ 長崎県 アーティファクトレーシングチーム

603 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

605 1600298 宇根 智浩 ｳﾈ ﾄﾓﾋﾛ 東京都 atelierFLEUVE Racing

606 1600137 宮本 健太郎 ﾐﾔﾓﾄ ｹﾝﾀﾛｳ 福岡県 VICTOIREしまなみ

609 1300697 中村 邦男 ﾅｶﾑﾗ ｸﾆｵ 長崎県 ウィズラン

610 1402159 山口 敦大 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱﾂﾋﾛ 京都府 velo club VENTO

611 1502748 小川 翔平 ｵｶﾞﾜ ｼｮｳﾍｲ 大阪府 velo club VENTO

613 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

616 1600023 天野 弘章 ｱﾏﾉ ﾋﾛｱｷ 大阪府 クラブシルベスト

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

618 1600519 川田 尚輝 ｶﾜﾀﾞ ﾅｵｷ 大阪府 Coraggio Kawanishi Cycling Team Junior Youth

619 1600829 下島 海人 ｼﾓｼﾞﾏ ｶｲﾄ 兵庫県 Coraggio Kawanishi Cycling Team Junior Youth

623 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

624 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

625 1600679 谷脇 正一 ﾀﾆﾜｷ ﾏｻｶｽﾞ 千葉県 サイクルフリーダム・レーシング

627 1600009 大橋 寿安 ｵｵﾊｼ ﾄｼﾔｽ 大阪府 Ｓａｋａｔａｎｉ Ｒａｃｉｎｇ

629 9701947 堀口 忠男 ﾎﾘｸﾞﾁ ﾀﾀﾞｵ 大阪府 Ｓａｋａｔａｎｉ Ｒａｃｉｎｇ

630 1300132 河内 博行 ｶﾜﾁ ﾋﾛﾕｷ 大阪府 ZAS　Racing

631 1400352 村山 司 ﾑﾗﾔﾏ ﾂｶｻ 奈良県 ZAS　Racing

632 1300266 本田 博 ﾎﾝﾀﾞ ﾋﾛｼ 大阪府 CWASP RAVITAILLEMENT

633 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

634 1600063 古林 宏仁 ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳｼﾞ 静岡県 Squadra di LAVORANTE

635 1000411 伊澤 悠平 ｲｻﾞﾜ ﾕｳﾍｲ 静岡県 Squadra di LAVORANTE

636 1400084 石井 由行 ｲｼｲ ﾖｼﾕｷ 千葉県 SPACE DEVOTION

637 1300085 榊原 俊介 ｻｶｷﾊﾞﾗ ｼｭﾝｽｹ 静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

638 1600072 土井 賢太 ﾄﾞｲ ｹﾝﾀ 静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

639 1500334 大神 武之 ｵｵｶﾞﾐ ﾀｹｼ 静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

640 1600766 浜口 太志 ﾊﾏｸﾞﾁ ﾀｶﾕｷ 千葉県 セオレーシング

641 1200035 三上 勇輝 ﾐｶﾐ ﾕｳｷ 大阪府 SAUCE DEVELOPMENT

643 1400271 柿原 和貴 ｶｷﾊﾗ ｶｽﾞｷ 大阪府 soleil de lest

645 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

646 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

647 1200515 藤田 拓海 ﾌｼﾞﾀ ﾀｸﾐ 神奈川 Ｗ．Ｖ．ＯＴＡ-twin

648 1301908 山口 和来 ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｽﾞｷ 東京都 Team UKYO Reve

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

651 1400544 抽冬 充央 ﾇｸﾄｳ ｱﾂｵ 大阪府 チーム スクアドラ

652 1500025 佐藤 友飛 ｻﾄｳ ﾕｳﾄ 大阪府 チーム スクアドラ

653 0700203 大島 正義 ｵｵｼﾏ ﾏｻﾖｼ 大阪府 チーム スクアドラ

654 1600501 小林 拓真 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾏ 大阪府 チーム スクアドラ

655 1600287 宍戸 宗太 ｼｼﾄﾞ ｿｳﾀ 東京都 TEAM SPORTS KID

656 1500224 後藤 圭史 ｺﾞﾄｳ ｹｲｼﾞ 東京都 TEAM SPORTS KID

657 1500223 宮崎 翔太 ﾐﾔｻﾞｷ ｼｮｳﾀ 神奈川 Team BFY Racing

658 1500237 五十嵐 亮太 ｲｶﾗｼ ﾘｮｳﾀ 神奈川 Team BFY Racing

660 1300385 古川 哲也 ﾌﾙｶﾜ ﾃﾂﾔ 大阪府 チーム　ＷＥＡＥＫＥＮＤ

661 1600799 権藤 淳 ｺﾞﾝﾄﾞｳ ｽﾅｵ 沖縄県 チームおきなわJET

662 1600498 土屋 順市 ﾂﾁﾔ ｼﾞｭﾝｲﾁ 沖縄県 チームおきなわJET

663 1600801 上原 寿幸 ｳｴﾊﾗ ｼﾞｭﾕｷ 沖縄県 チームおきなわJET

664 9801876 富名腰 聡智 ﾌﾅｺｼ ｱｷﾉﾘ 沖縄県 チームおきなわJET

665 1600499 中尾 芳典 ﾅｶｵ ﾖｼﾉﾘ 沖縄県 チームおきなわJET

666 1600067 兵頭 大地 ﾋｮｳﾄﾞｳ ﾀﾞｲﾁ 広島県 Team Kermis Cross

668 1600345 重本 明彦 ｼｹﾞﾓﾄ ｱｷﾋｺ 山口県 Team Kermis Cross

669 1500317 鯉沼 篤史 ｺｲﾇﾏ ｱﾂｼ 千葉県 TEAM GIRO 360

670 1500730 井上 奉紀 ｲﾉｳｴ ﾄﾓﾉﾘ 島根県 チーム鳥取
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671 1500731 垣坂  資 ｶｷｻｶ ﾀｽｸ 島根県 チーム鳥取

673 1400777 藤村 修平 ﾌｼﾞﾑﾗ ｼｭｳﾍｲ 宮崎県 チームヤーボー

674 1100075 鈴木 陽人 ｽｽﾞｷ ﾊﾙﾄ 茨城県 チームリマサンズ

675 1401908 新松 弘祥 ｼﾝﾏﾂ ﾋﾛﾖｼ 愛知県 TeamRuedaNAGOYA

676 1602137 小林 正樹 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻｷ 岐阜県 TeamRuedaNAGOYA

677 JBLUP01 藤田 浩 ﾌｼﾞﾀ ﾋﾛｼ 愛媛県 TEAM LUPPI

678 1600936 村田 慎也 ﾑﾗﾀ ｼﾝﾔ 大分県 津末レーシング

679 1201199 三重野 将章 ﾐｴﾉ ﾏｻｱｷ 大分県 津末レーシング

681 1600367 越山 和幸 ｺｼﾔﾏ ｶｽﾞﾕｷ 三重県 TSU RACING

682 1601984 豊崎 正裕 ﾄﾖｻｷ ﾏｻﾋﾛ 岐阜県 DESTRA

683 1600019 久保田 航太 ｸﾎﾞﾀ ｺｳﾀ 大阪府 TRAILBLAZER

685 1500265 阿島 哲夫 ｱｼﾞﾏ ﾃﾂｵ 神奈川 なるしまフレンド

686 1600273 藤井 敏郎 ﾌｼﾞｲ ﾄｼﾛｳ 東京都 なるしまフレンド

687 1300289 印具 毅雄 ｲﾝｸﾞ ﾀｹｵ 東京都 なるしまフレンド

688 0800225 北川 雅一 ｷﾀｶﾞﾜ ﾏｻｶｽﾞ 東京都 なるしまフレンド

689 1602205 鈴木 大 ｽｽﾞｷ ﾀﾞｲ 広島県 なるしまフレンド

691 1402072 長濱 圭吾 ﾅｶﾞﾊﾏ ｹｲｺﾞ 東京都 日本ろう自転車競技協会

692 1400705 森野 裕太 ﾓﾘﾉ ﾕｳﾀ 山口県 ネクストリーム・うどん棒

695 1300565 早瀬 和郎 ﾊﾔｾ ｶｽﾞｵ 鳥取県 HEART BEAT Racing 但馬

698 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

699 1502532 西尾 洋介 ﾆｼｵ ﾖｳｽｹ 富山県 バルバレーシングクラブ

700 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

701 1601896 水谷 和正 ﾐｽﾞﾀﾆ ｶｽﾞﾏｻ 富山県 バルバレーシングクラブ

702 1600689 西村 俊宏 ﾆｼﾑﾗ ﾄｼﾋﾛ 石川県 バルバレーシングクラブ

703 1600203 麻中 俊輔 ｱｻﾅｶ ｼｭﾝｽｹ 神奈川 PHANTOM 湘南

704 1501770 岩本 克也 ｲﾜﾓﾄ ｶﾂﾔ 山口県 フィールズ･オン･アース山口

705 1502196 中森 大樹 ﾅｶﾓﾘ ﾀｲｷ 福岡県 VC Fukuoka 

706 1600134 横尾 武志 ﾖｺｵｵ ﾀｹｼ 福岡県 VC Fukuoka 

707 1602143 青山 優希 ｱｵﾔﾏ ﾕｳｷ 長崎県 VC Fukuoka 

708 1600363 赤木 亮介 ｱｶｷﾞ ﾘｮｳｽｹ 長崎県 VC Fukuoka 

711 1500505 築山 元樹 ﾂｷﾔﾏ ｹﾞﾝｷ 岡山県 ＦＲＥＥＳＰＥＥＤ

713 0800054 湧川 将樹 ﾜｸｶﾞﾜ ﾏｻｷ 山口県 Ｂｌｕｅ Ｇｒａｓｓ

714 1500347 川上 豪仁 ｶﾜｶﾐ ﾀｹﾋﾄ 福岡県 Ｂｌｕｅ Ｇｒａｓｓ

715 1602159 山下 勝人 ﾔﾏｼﾀ ｶﾂﾋﾄ 福岡県 Ｂｌｕｅ Ｇｒａｓｓ

716 1600065 佐久間 大輔 ｻｸﾏ ﾀﾞｲｽｹ 広島県 voyAge cycling team

721 0300164 鈴木 龍之介 ｽｽﾞｷ ﾘｭｳﾉｽｹ 愛媛県 MONTA Racing Team

722 1502478 神野 悠作 ｼﾞﾝﾉ ﾕｳｻｸ 大阪府 八ヶ岳 CYCLING CLUB

725 1101534 川西 晃 ｶﾜﾆｼ ｱｷﾗ 栃木県 RIDE Freaks

727 1600697 細井 大誠 ﾎｿｲ ﾋﾛｱｷ 愛知県 RITCHEY BREZZA カミハギRT

728 0900081 青木 陸 ｱｵｷ ﾘｸ 神奈川 Racing CUBE

729 1600247 竹花 和浩 ﾀｹﾊﾅ ｶｽﾞﾋﾛ 東京都 Ｙ’ｓ Ｒｏａｄ

730 1400566 戸田 和将 ﾄﾀﾞ ﾔｽﾏｻ 大阪府 Ｙ’ｓ Ｒｏａｄ

731 1402069 窪田 墾 ｸﾎﾞﾀ ﾂﾄﾑ 愛知県 Ｙ’ｓ Ｒｏａｄ

732 1600371 服部 真哉 ﾊｯﾄﾘ ｼﾝﾔ 愛知県 Ｙ’ｓ Ｒｏａｄ

733 JB16369 河合 亮 ｶﾜｲ ﾘｮｳ 愛知県 Ｙ’ｓ Ｒｏａｄ

735 1601852 宮脇 流士 ﾐﾔﾜｷ ﾙｳｼﾞ 広島県 ＷＩＬＤ　ＰＩＧｓ

736 1400034 白川 幸希 ｼﾗｶﾜ ｺｳｷ 岡山県 鷲羽レーシング

737 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

739 1600012 松岡 宏昌 ﾏﾂｵｶ ﾋﾛﾏｻ 大阪府 Ｒ２ＳＰＯＲＴＳCYCLINGTEAM

740 1600512 高石 光博 ﾀｶｲｼ ﾐﾂﾋﾛ 大阪府 クラブシルベスト

741 1500485 高橋 亘平 ﾀｶﾊｼ ｺｳﾍｲ 兵庫県 グランデパール播磨

742 0800291 池田 基彦 ｲｹﾀﾞ ﾓﾄﾋｺ 広島県 Gaines R

743 1500391 山脇 千稔 ﾔﾏﾜｷ ｶｽﾞﾉﾘ 広島県 Gaines R

744 9701890 高橋 聡一 ﾀｶﾊｼ ｿｳｲﾁ 大阪府 シマノドリンキング

745 1502667 藤原 慶之 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾖｼﾕｷ 京都府 SAUCE DEVELOPMENT

746 1300234 阿部 哲也 ｱﾍﾞ ﾃﾂﾔ 兵庫県 soleil de lest
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747 1300060 山本 直史 ﾔﾏﾓﾄ ﾅｵﾌﾐ 大阪府 チーム スクアドラ

748 1600800 中村 毅 ﾅｶﾑﾗ ﾂﾖｼ 沖縄県 チームおきなわJET

749 1600495 比嘉 宏人 ﾋｶﾞ ﾋﾛﾄ 沖縄県 チームおきなわJET

750 1400290 坂井 誠臣 ｻｶｲ ﾏｻｵﾐ 広島県 Team Kermis Cross

751 1602048 西岡 靖記 ﾆｼｵｶ ﾔｽｷ 広島県 Team Kermis Cross

752 1600075 坂川 達行 ｻｶｶﾞﾜ ﾀﾂﾕｷ 広島県 Team Kermis Cross

753 1601622 野間田 一浩 ﾉﾏﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 和歌山 TEAM SANREMO

754 1600157 畑上 壽太 ﾊﾀｶﾞﾐ ﾋｻﾀ 和歌山 TEAM SANREMO

755 1601921 山下 健一 ﾔﾏｼﾀ ｹﾝｲﾁ 大分県 チームシロッコ

756 1402349 濱砂 友輝 ﾊﾏｽﾅ ﾕｳｷ 大分県 チームシロッコ

757 1400147 廣勢 翔太 ﾋﾛｾ ｼｮｳﾀ 愛媛県 チーム大永山

758 1000248 佐崎 拓郎 ｻｻﾞｷ ﾀｸﾛｳ 愛媛県 チーム大永山

759 1300140 北村 友 ｷﾀﾑﾗ ﾄﾓ 奈良県 Team まんま

760 1600561 西野 雅文 ﾆｼﾉ ﾏｻﾌﾐ 徳島県 徳島サイクルレーシング

761 1600036 井清 大樹 ｲｾｲ ﾀﾞｲｷ 大阪府 TRAILBLAZER

762 1600016 円城寺 崇 ｴﾝｼﾞｮｳｼﾞ ﾀｶｼ 大阪府 BC.ANELLO

763 0501058 下林 伸行 ｼﾓﾊﾞﾔｼ ﾉﾌﾞﾕｷ 兵庫県 BC.ANELLO

764 1600638 飛瀬 正博 ﾄﾋﾞｾ ﾏｻﾋﾛ 福岡県 Ｂｌｕｅ Ｇｒａｓｓ

765 1502296 若林 孝紀 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾀｶﾉﾘ 広島県 voyAge cycling team

766 9701924 橋本 隆二 ﾊｼﾓﾄ ﾘｭｳｼﾞ 大阪府 本町クラブ

767 1200770 郷原 輝久 ｺﾞｳﾊﾗ ﾃﾙﾋｻ 京都府 masahikomifune.com CyclingTeam

768 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

769 1500805 間所 智幸 ﾏﾄﾞｺﾛ ﾄﾓﾕｷ 滋賀県 Ring×2 Cycling Team

770 1500687 宮本 悠平 ﾐﾔﾓﾄ ﾕｳﾍｲ 静岡県 Ring×2 Cycling Team

771 1601759 芝田 育帆 ｼﾊﾞﾀ ｲｸﾎ 滋賀県 Ring×2 Cycling Team

772 1502726 松浦 正己 ﾏﾂｳﾗ ﾏｻｷ 広島県 ＷＩＬＤ　ＰＩＧｓ

774 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
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【クラスタ：F　レースレーティング：F】 27名 2016.06.27

No. 選手ID 選手名 ｶﾅ 登録地 ﾁｰﾑ名
803 1500315 番場 しおり ﾊﾞﾝﾊﾞ ｼｵﾘ 千葉県 シャークアイランド

805 1201909 小田 恵利花 ｵﾀﾞ ｴﾘｶ 東京都 TEAM SPORTS KID

806 1600366 遠松 純子 ﾄｵﾏﾂ ｼﾞｭﾝｺ 愛知県 DESTRA

807 0800184 福本 千佳 ﾌｸﾓﾄ ﾁｶ 大阪府 Toyo Frame

808 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

809 1201405 樫木 祥子 ｶｼｷ ｼｮｳｺ 東京都 Neilpryde - Nanshin Subaru Cycling Team

810 0401441 智野 真央 ﾁﾉ ﾏｵ 東京都 Neilpryde - Nanshin Subaru Cycling Team

811 1301628 早瀬 久美 ﾊﾔｾ ｸﾐ 神奈川 日本ろう自転車競技協会

812 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

813 1400019 栗林 ひろみ ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾐ 富山県 バルバレーシングクラブ

814 1100492 二口 早紀 ﾌﾀｸﾁ ｻｷ 福井県 バルバレーシングクラブ

815 1000208 田中 千晴 ﾀﾅｶ ﾁﾊﾙ 富山県 バルバレーシングクラブ

816 1502651 谷江 史帆 ﾀﾆｴ ｼﾎ 福井県 バルバレーシングクラブ

817 0900635 合田 祐美子 ｺﾞｳﾀﾞ ﾕﾐｺ 岡山県 BH ASTIFO

818 1600133 近藤 由美 ｺﾝﾄﾞｳ ﾕﾐ 福岡県 VC Fukuoka 

819 1600364 田方 佐矢子 ﾀｶﾀ ｻﾔｺ 長崎県 VC Fukuoka 

820 1600652 福田 咲絵 ﾌｸﾀﾞ ｻｴ 神奈川 フィッツ

821 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

822 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

823 1000589 吉川 美穂 ﾖｼｶﾜ ﾐﾎ 和歌山 Live GARDEN BICI STELLE

824 1101522 伊藤 杏菜 ｲﾄｳ ｱﾝﾅ 愛知県 Live GARDEN BICI STELLE

825 0500243 針谷 千紗子 ﾊﾘｶﾞｲ ﾁｻｺ 栃木県 Live GARDEN BICI STELLE

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

828 1500022 安藤 奏子 ｱﾝﾄﾞｳ ｶﾅｺ 大阪府 チーム スクアドラ

829 1600558 川上 唯 ｶﾜｶﾐ ﾕｲ 徳島県 徳島サイクルレーシング

830 1502195 藤原 優子 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｳｺ 兵庫県 BH ASTIFO

831 1500188 原田 悦子 ﾊﾗﾀﾞ ｴﾂｺ 徳島県 UNIVERS

第50回 JBCF 西日本ロードクラシック 広島大会 Day-2
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【クラスタ：Y　レースレーティング：YY】 25名 2016.06.27

No. 選手ID 選手名 ｶﾅ 登録地 ﾁｰﾑ名
901 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

902 1100567 大町 健斗 ｵｵﾏﾁ ｹﾝﾄ 広島県 安芸府中高等学校

903 1500754 飯田 要次郎 ｲｲﾀﾞ ﾖｳｼﾞﾛｳ 広島県 VICTOIREしまなみ

904 1500398 津田 悠義 ﾂﾀﾞ ﾕｳｷﾞ 愛知県 EQADS

905 1600024 天野 壮悠 ｱﾏﾉ ﾀｹﾊﾙ 大阪府 クラブシルベスト

906 1500895 藤原 禎之 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾖｼﾕｷ 兵庫県 Coraggio Kawanishi Cycling Team Junior Youth

907 1500578 田村 健人 ﾀﾑﾗ ｹﾝﾄ 大阪府 Coraggio Kawanishi Cycling Team Junior Youth

908 1602178 浅田 優 ｱｻﾀﾞ ﾕｳ 兵庫県 Coraggio Kawanishi Cycling Team Junior Youth

909 1500020 白川 隆太 ｼﾗｶﾜ ﾘｭｳﾀ 大阪府 Ｓａｋａｔａｎｉ Ｒａｃｉｎｇ

910 1500211 高橋 叶平 ﾀｶﾊｼ ｷｮｳﾍｲ 広島県 Team UKYO Reve

911 1502208 佐合 真大 ｻｺﾞｳ ﾏｻﾄ 岐阜県 Ｔｅａｍ-ＤＡＤＤＹ

912 1502209 佐合 海大 ｻｺﾞｳ ﾋﾛﾄ 岐阜県 Ｔｅａｍ-ＤＡＤＤＹ

913 1500238 五十嵐 洸太 ｲｶﾗｼ ｺｳﾀ 神奈川 Team BFY Racing

914 1502590 北宅 柊麻 ｷﾀﾔ ﾄｳﾏ 大阪府 チーム・アヴェル

915 1500397 堀川 滉太 ﾎﾘｶﾜ ｺｳﾀ 岡山県 ﾁｰﾑ 岡山

916 1500376 竹中 勇登 ﾀｹﾅｶ ﾊﾔﾄ 広島県 Team Kermis Cross

917 1600087 片山 空 ｶﾀﾔﾏ ｿﾗ 広島県 Team Kermis Cross

918 1500653 友池 諒 ﾄﾓｲｹ ﾘｮｳ 福岡県 VC Fukuoka 

919 1600391 関 拓真 ｾｷ ﾀｸﾏ 栃木県 フィッツ

920 1502527 小山 智也 ｺﾔﾏ ﾄﾓﾔ 大阪府 MUUR zero Velofutur

921 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

922 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

923 1501050 山口 幸大 ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳﾀ 長野県 Neilpryde - Nanshin Subaru Cycling 

924 1300007 高清水 天翔 ﾀｶｼﾐｽﾞ ﾃﾝｼｮｳ 静岡県 湘南ベルマーレサイクル

925 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

第5回 JBCF ジュニアユース ロードチャンピオンシップ
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