
【クラスタ：P1　予選1組】 49名　スタート時間 10:00 2016.08.19
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
3 0701211 住吉 宏太 ｽﾐﾖｼ ｺｳﾀ 熊本県 Team UKYO
5 1502357 今井 勇太 ｲﾏｲ ﾕｳﾀ 静岡県 Team UKYO
12 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
14 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
16 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
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
22 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 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 9700980 鈴⽊ 真理 ｽｽﾞｷ ｼﾝﾘ 栃⽊県 宇都宮ブリッツェン
41 0800942 吉岡 直哉 ﾖｼｵｶ ﾅｵﾔ 京都府 那須ブラーゼン
43 0900655 高⽊ 三千成 ﾀｶｷﾞ ﾐﾁﾅﾘ 埼玉県 那須ブラーゼン
45 0900064 ⻄尾 勇⼈ ﾆｼｵ ﾊﾔﾄ 北海道 那須ブラーゼン
47 0901489 水野 恭兵 ﾐｽﾞﾉ ｷｮｳﾍｲ ⼭梨県 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
53 0800036 秋丸 湧哉 ｱｷﾏﾙ ﾕｳﾔ 大阪府 シマノレーシング
55 0900861 湊 諒 ﾐﾅﾄ ﾘｮｳ ⻘森県 シマノレーシング
57 1200626 水谷 翔 ﾐｽﾞﾀﾆ ｶｹﾙ ⿅児島 シマノレーシング
61 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 0500435 福留 康介 ﾌｸﾄﾞﾒ ｺｳｽｹ 岡⼭県 イナーメ信濃⼭形
92 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
121 ESP0604 Javier Sarda Perez ﾊﾋﾞｴﾙ ｻﾗﾀﾞ ﾍﾟﾚｽ SPAIN VICTOIRE 広島
123 0800871 河内 一晟 ｺｳﾁ ｲｯｾｲ 広島県 VICTOIRE 広島
125 0800557 ⻄川 昌宏 ﾆｼｶﾜ ﾏｻﾋﾛ ⼭口県 VICTOIRE 広島
131 1401822 DESRIAC Loic ﾃﾞﾘｱｸ ﾛｲｯｸ FRANCE NEILPRYDE - NANSHIN SUBARU CYCLING TEAM
133 1500601 Guezet Bruno ｹﾞｾﾞ ﾌﾞﾙﾉ FRANCE NEILPRYDE - NANSHIN SUBARU CYCLING TEAM
135 FRA0630 Guillaume Mouchard ｷﾞﾛｰﾑ ﾑｰｼｬﾙ FRANCE NEILPRYDE - NANSHIN SUBARU CYCLING TEAM
142 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
144 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
152 1100038 ⾹⻄ 真介 ｺｳｻﾞｲ ｼﾝｽｹ 神奈川 FIETS GROEN 日本ロボティクス
161 0200172 平林 昌樹 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾏｻｷ 神奈川 ACQUA TAMA EURO-WORKS
163 0900461 秋⼭ 悟郎 ｱｷﾔﾏ ｺﾞﾛｳ 東京都 ACQUA TAMA EURO-WORKS
165 9702875 ⼭口 博久 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛﾋｻ 東京都 ACQUA TAMA EURO-WORKS
172 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
181 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
183 1301786 野上 太一 ﾉｶﾞﾐ ﾀｲﾁ 愛知県 エルドラード東北
185 1500560 舘岡 賢弥 ﾀﾃｵｶ ﾀｶﾋﾛ 茨城県 エルドラード東北
187 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
191 1000463 石井 祥平 ｲｼｲ ｼｮｳﾍｲ 神奈川 Honda 栃⽊
193 0901551 水間 健 ﾐｽﾞﾏ ﾀｹｼ 栃⽊県 Honda 栃⽊
195 0901045 萩原 慎也 ﾊｷﾞﾜﾗ ｼﾝﾔ 栃⽊県 Honda 栃⽊
197 1001863 小林 宏志 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｼ 栃⽊県 Honda 栃⽊
201 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 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
205 1201347 井⼾川 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
212 1001679 早川 祐司 ﾊﾔｶﾜ ﾕｳｼﾞ 栃⽊県 東京ヴェントス
214 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
216 1600252 丸⼭ 英之 ﾏﾙﾔﾏ ﾋﾃﾞﾕｷ 東京都 東京ヴェントス
222 1500427 松井 敏文 ﾏﾂｲ ﾄｼﾌﾐ 栃⽊県 Team JBCF

第1回 JBCF 維新やまぐちクリテリウム

1/2



【クラスタ：P1　予選2組】 48名  スタート時間 10:30 2016.08.19
No. 選手ID 選手名 ｶﾅ 登録地 ﾁｰﾑ名
2 ESP0328 Jon Aberasturi Izaga ｼﾞｮﾝ ｱﾍﾞﾗｽﾄｩﾘ ｲｻﾞｶﾞ SPAIN Team UKYO
4 0501654 平井 栄一 ﾋﾗｲ ｴｲｲﾁ 神奈川 Team UKYO
11 1300861 Jose VICENTE ﾎｾ ﾋﾞｾﾝﾃ SPAIN マトリックスパワータグ
13 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
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
17 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
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
23 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 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
42 1201451 下島 将輝 ｼﾓｼﾞﾏ ﾏｻｷ 兵庫県 那須ブラーゼン
44 0400028 小坂 光 ｺｻｶ ﾋｶﾙ ⻑野県 那須ブラーゼン
46 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
52 0701113 ⽊村 圭佑 ｷﾑﾗ ｹｲｽｹ 滋賀県 シマノレーシング
54 0801875 小橋 勇利 ｺﾊﾞｼ ﾕｳﾘ 愛媛県 シマノレーシング
56 1000721 ⻄村 大輝 ﾆｼﾑﾗ ﾋﾛｷ 東京都 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
62 1200812 井上 政貴 ｲﾉｳｴ ﾏｻｷ 兵庫県 イナーメ信濃⼭形
91 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 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
122 0800639 河賀 雄大 ｶｶﾞ ﾕｳﾀﾞｲ 広島県 VICTOIRE 広島
124 1100565 宮田 久生 ﾐﾔﾀ ﾋｻｵ 広島県 VICTOIRE 広島
126 1100616 杉⼭ 文崇 ｽｷﾞﾔﾏ ﾌﾐﾀｶ ⼭口県 VICTOIRE 広島
132 1501097 Valade Jayson ｳﾞｧﾗﾄﾞ ｼﾞｪｿﾞﾝ FRANCE 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
141 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
143 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
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
153 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
162 1300630 川崎 卓治 ｶﾜｻｷ ﾀｸｼﾞ 岡⼭県 ACQUA TAMA EURO-WORKS
164 1100087 田中 信⾏ ﾀﾅｶ ﾉﾌﾞﾕｷ 奈良県 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
173 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
182 1400913 萩原 啓 ﾊｷﾞﾊﾗ ｻﾄｼ 愛知県 エルドラード東北
184 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
186 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 9702373 ⾦⼦ 彰 ｶﾈｺ ｱｷﾗ ⼭口県 エルドラード東北
192 1201592 阿部 航大 ｱﾍﾞ ｺｳﾀﾞｲ 栃⽊県 Honda 栃⽊
194 1200062 川田 優作 ｶﾜﾀ ﾕｳｻｸ 栃⽊県 Honda 栃⽊
196 1300346 河合 貴明 ｶﾜｲ ﾀｶｱｷ 栃⽊県 Honda 栃⽊
198 1200341 小⻑谷 剛 ｺﾜｾ ﾂﾖｼ 栃⽊県 Honda 栃⽊
202 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
204 1600138 中田 拓也 ﾅｶﾀ ﾀｸﾔ 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
213 1101261 北⾒ 涼 ｷﾀﾐ ﾘｮｳ 神奈川 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
217 1502398 田渕 君幸 ﾀﾌﾞﾁ ｷﾐﾕｷ 東京都 東京ヴェントス
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