
【クラスタ：E1　レースレーティング：B】　93名 2017.05.15

No. 選手ID 選手名 ｶﾅ 登録地 ﾁｰﾑ名
30 0500349 井上 人志 ｲﾉｳｴ ﾋﾄｼ 大阪府 VC VELOCE

31 9700734 井上 登士哉 ｲﾉｳｴ ﾄｼﾔ 愛媛県 VC VELOCE

33 0800194 上田 貴史 ｳｴﾀﾞ ﾀｶｼ 大阪府 VC VELOCE

34 1301620 浜田 健志 ﾊﾏﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 大阪府 VC VELOCE

35 9701872 近藤 智彦 ｺﾝﾄﾞｳ ﾄﾓﾋｺ 大阪府 VC VELOCE

36 1100274 藤田 耕志 ﾌｼﾞﾀ ﾀｶｼ 大阪府 VC VELOCE

37 0200002 猪又 靖 ｲﾉﾏﾀ ｷﾖｼ 北海道 VC VELOCE

39 1300543 宮前 昭宏 ﾐﾔﾏｴ ｱｷﾋﾛ 大阪府 VC VELOCE

40 0900099 加藤 浩生 ｶﾄｳ ﾋﾛｵ 大阪府 VC VELOCE

41 0800652 辻 邦浩 ﾂｼﾞ ｸﾆﾋﾛ 京都府 VC VELOCE

42 1500068 小原 洋未 ｵﾊﾗ ﾋﾛﾐ 兵庫県 VC VELOCE

44 1001438 李 宗雨 ﾘ ｿｳｳ 滋賀県 VC VELOCE

57 0401579 伊藤 翔吾 ｲﾄｳ ｼｮｳｺﾞ 広島県 eNShare Cycling Team

58 0200431 宮口 直之 ﾐﾔｸﾞﾁ ﾅｵﾕｷ 広島県 eNShare Cycling Team

62 1200344 海老沼 武志 ｴﾋﾞﾇﾏ ﾀｹｼ 栃木県 OYAMA STARPLEX

66 1201616 吉森 大晃 ﾖｼﾓﾘ ﾋﾛｱｷ 奈良県 GALANTE NARA 

67 1500397 堀川 滉太 ﾎﾘｶﾜ ｺｳﾀ 岡山県 関西高等学校

74 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

90 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

95 0901458 尾形 尚紀 ｵｶﾞﾀ ﾅｵｷ 北海道 サイタマサイクルプロジェクト

98 1400079 島田 英樹 ｼﾏﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ 大阪府 Ｓａｋａｔａｎｉ Ｒａｃｉｎｇ

99 1000051 武平 純一 ﾀｹﾋﾗ ｼﾞｭﾝｲﾁ 大阪府 Ｓａｋａｔａｎｉ Ｒａｃｉｎｇ

100 0000312 数元 彰 ｽﾓﾄ ｱｷﾗ 大阪府 Ｓａｋａｔａｎｉ Ｒａｃｉｎｇ

101 1201243 吉田 優一 ﾖｼﾀﾞ ﾕｳｲﾁ 奈良県 ZAS　Racing

105 1301407 山崎 昌宣 ﾔﾏｻﾞｷ ｱｷﾉﾘ 大阪府 CWASPアタリ前田

107 0300357 一色 寛之 ｲｯｼｷ ﾋﾛﾕｷ 京都府 CIERVO NARA ELITE

108 1402214 藤田 隼也 ﾌｼﾞﾀ ｼﾞｭﾝﾔ 大阪府 ZIPPY CYCLE CLUB

114 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

119 0500055 藤岡 徹也 ﾌｼﾞｵｶ ﾃﾂﾔ 兵庫県 シルベスト スタッフチーム

120 0800023 和田山 尚史 ﾜﾀﾞﾔﾏ ﾀｶﾌﾐ 大阪府 侵略！！！

125 1300015 藤田 康祐 ﾌｼﾞﾀ ｺｳｽｹ 静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

127 1502369 高村 昌克 ﾀｶﾑﾗ ﾏｻｶﾂ 静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

130 1300031 増田 弘誠 ﾏｽﾀﾞ ﾋﾛﾅｶﾞ 静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

136 0001593 杉本 敦志 ｽｷﾞﾓﾄ ｱﾂｼ 静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

142 9901846 大倉 健一 ｵｵｸﾗ ｹﾝｲﾁ 東京都 セオレーシング

151 1502291 糸川 典往 ｲﾄｶﾞﾜ ﾉﾘﾕｷ 島根県 soleil de lest

152 1100305 磯田 竜介 ｲｿﾀﾞ ﾘｭｳｽｹ 香川県 Tyrell Kagawa Racing

166 0800639 河賀 雄大 ｶｶﾞ ﾕｳﾀﾞｲ 広島県 Team UKYO Reve

167 1100565 宮田 久生 ﾐﾔﾀ ﾋｻｵ 広島県 Team UKYO Reve

174 1501770 岩本 克也 ｲﾜﾓﾄ ｶﾂﾔ 山口県 Team UKYO Reve

176 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

177 0500746 涌本 正樹 ﾜｸﾓﾄ ﾏｻｷ 大阪府 チーム スクアドラ

178 1100271 二川 和成 ﾆｶﾜ ｶｽﾞﾅﾘ 大阪府 チーム スクアドラ

181 1200028 堀田 貴洋 ﾎｯﾀ ﾀｶﾋﾛ 岡山県 ﾁｰﾑ 岡山

182 1200030 青江 良治 ｱｵｴ ﾖｼﾊﾙ 岡山県 ﾁｰﾑ 岡山
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192 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

208 1100700 松本 秀一 ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 愛媛県 TEAM LUPPI

209 1100638 山岡 健人 ﾔﾏｵｶ ｹﾝﾄ 愛媛県 TEAM LUPPI

229 9701689 福田 透 ﾌｸﾀﾞ ﾄｵﾙ 滋賀県 ナカガワＡＳ・Ｋ’デザイン

230 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

231 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

232 9702985 東畠 信行 ﾋｶﾞｼﾊﾞﾀ ﾉﾌﾞﾕｷ 大阪府 ナカガワＡＳ・Ｋ’デザイン

237 1500427 松井 敏文 ﾏﾂｲ ﾄｼﾌﾐ 栃木県 なるしまフレンド

240 1500015 竹内 和城 ﾀｹｳﾁ ｶｽﾞｷ 大阪府 ネクストリーム・うどん虹や

241 1300409 根田 裕司 ﾈﾀﾞ ﾕｳｼﾞ 大阪府 ネクストリーム・うどん虹や

242 1400107 山本 哲哉 ﾔﾏﾓﾄ ﾃﾂﾔ 和歌山 ネクストリーム・うどん虹や

243 1500001 後藤 東洋士 ｺﾞﾄｳ ﾋﾛｼ 大阪府 ネクストリーム・うどん虹や

244 0901548 海藤 稜馬 ｶｲﾄﾞｳ ﾘｮｳﾏ 山形県 パナソニックレーシング

245 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

256 0400052 前川 元 ﾏｴｶﾜ ﾊｼﾞﾑ 兵庫県 BC.ANELLO

257 1001076 村尾 政彦 ﾑﾗｵ ﾏｻﾋｺ 大阪府 BC.ANELLO

266 1300044 野間 貴裕 ﾉﾏ ﾀｶﾋﾛ 大阪府 VC AVANZARE

268 1201348 江川 哲治 ｴｶﾞﾜ ﾃﾂｼﾞ 福岡県 VC Fukuoka 

290 1100461 湯浦 裕貴 ﾕｳﾗ ﾔｽﾀｶ 愛知県 BREZZA-KAMIHAGI

299 0901303 亀岡 晋也 ｶﾒｵｶ ｼﾝﾔ 愛媛県 masahikomifune.com CyclingTeam

300 0300335 松並 俊雄 ﾏﾂﾅﾐ ﾄｼｵ 大阪府 masahikomifune.com CyclingTeam

301 1001917 小林 孝臣 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶｵﾐ 和歌山 町じて和歌山MKD

302 1500252 辻 健人 ﾂｼﾞ ｹﾝﾄ 和歌山 町じて和歌山MKD

310 1400047 菅谷 修 ｽｶﾞﾔ ｵｻﾑ 東京都 MIVRO

312 0600048 奥野 浩和 ｵｸﾉ ﾋﾛｶｽﾞ 大阪府 MUUR zero Velofutur

313 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

314 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

315 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

316 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

318 0001174 酒井 孝典 ｻｶｲ ｺｳｽｹ 大阪府 八ヶ岳 CYCLING CLUB

321 1200445 岡本 順 ｵｶﾓﾄ ｼﾞｭﾝ 山口県 山口県自転車競技連盟

322 1000714 佐々木 暖 ｻｻｷ ﾀﾞﾝ 奈良県 EURO-WORKS Racing

323 1201366 宮地 孝行 ﾐﾔﾁ ﾀｶﾕｷ 大阪府 EURO-WORKS Racing

324 1100076 角田 光隆 ｽﾐﾀﾞ ﾐﾂﾀｶ 奈良県 EURO-WORKS Racing

325 1001922 森 俊夫 ﾓﾘ ﾄｼｵ 奈良県 EURO-WORKS Racing

328 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

332 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

336 1402184 岩崎 晶雲 ｲﾜｻｷ ｼｮｳｳﾝ 福島県 LinkTOHOKU

356 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

373 0901252 森田 大理 ﾓﾘﾀ ﾀﾞｲﾘ 三重県 TSU RACING

375 0900162 苗村 徹 ﾅｴﾑﾗ ﾄｵﾙ 大阪府 VC VELOCE

378 1700086 井手 道康 ｲﾃﾞ ﾐﾁﾔｽ 愛知県 ネクストリーム・うどん虹や

379 0001623 坂本 恵一 ｻｶﾓﾄ ｹｲｲﾁ 大阪府 BC.ANELLO

382 1001574 池田 慎治 ｲｹﾀﾞ ｼﾝｼﾞ 大阪府 ネクストリーム・うどん虹や

383 1600829 下島 海人 ｼﾓｼﾞﾏ ｶｲﾄ 兵庫県 Team Kermis Cross

384 1301434 森田 和也 ﾓﾘﾀ ｶｽﾞﾔ 京都府 KINAN AACA

390 1100857 日野 竜嘉 ﾋﾉ ﾀﾂﾖｼ 愛媛県 ボンシャンス

398 1602190 竹内 成 ﾀｹｳﾁ ﾅﾙ 香川県 ボンシャンス
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【クラスタ：F　レースレーティング：F】　24名 2017.05.15

No. 選手ID 選手名 ｶﾅ 登録地 ﾁｰﾑ名
23 1402320 藤田 桃花 ﾌｼﾞﾀ ﾓﾓｶ 大阪府 VC VELOCE

26 1000263 八木 梓 ﾔｷﾞ ｱｽﾞｻ 京都府 エキップユーレーシング

58 1500149 島崎 典子 ｼﾏｻﾞｷ ﾉﾘｺ 埼玉県 シャークアイランド

77 1301657 仲村 陽子 ﾅｶﾑﾗ ﾖｳｺ 沖縄県 竹芝サイクルレーシング

82 1500022 安藤 奏子 ｱﾝﾄﾞｳ ｶﾅｺ 大阪府 チーム スクアドラ

83 1700537 宮本 奏穂 ﾐﾔﾓﾄ ｶﾅﾎ 大阪府 チーム スクアドラ

84 1402380 島袋 陽子 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ﾖｳｺ 兵庫県 チーム　ゼロ　ウノ　フロンティア

86 1502316 奥平 厚子 ｵｸﾀﾞｲﾗ ｱﾂｺ 兵庫県 チーム　ゼロ　ウノ　フロンティア

87 1700729 伊藤 優以 ｲﾄｳ ﾕｲ 兵庫県 チーム　ゼロ　ウノ　フロンティア

88 1600018 堀江 みちこ ﾎﾘｴ ﾐﾁｺ 大阪府 チーム　アベノバ

91 1401321 根岸 恵美 ﾈｷﾞｼ ｴﾐ 岡山県 ﾁｰﾑ 岡山

104 1100515 前島 律子 ﾏｴｼﾞﾏ ﾘﾂｺ 東京都 チバポンズ

138 1600133 近藤 由美 ｺﾝﾄﾞｳ ﾕﾐ 福岡県 VC Fukuoka 

156 0501522 北野 寿枝 ｷﾀﾉ ﾋｻｴ 広島県 voyAge cycling team

157 1201909 小田 恵利花 ｵﾀﾞ ｴﾘｶ 東京都 Honda 栃木

160 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

162 1301359 棟近 陽子 ﾑﾈﾁｶ ﾖｳｺ 奈良県 EURO-WORKS Racing

163 1502195 藤原 優子 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｳｺ 兵庫県 EURO-WORKS Racing

164 1500188 原田 悦子 ﾊﾗﾀﾞ ｴﾂｺ 徳島県 UNIVERS

168 1000589 吉川 美穂 ﾖｼｶﾜ ﾐﾎ 和歌山 Live GARDEN BICI STELLE

169 1101522 伊藤 杏菜 ｲﾄｳ ｱﾝﾅ 愛知県 Live GARDEN BICI STELLE

170 0800184 福本 千佳 ﾌｸﾓﾄ ﾁｶ 大阪府 Live GARDEN BICI STELLE

183 0900635 合田 祐美子 ｺﾞｳﾀﾞ ﾕﾐｺ 岡山県 BH BIORACER

301 1501176 下山 美寿々 ｼﾓﾔﾏ ﾐｽｽﾞ 大阪府 （オープン）大教大付属高校天王寺
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