第51回 JBCF 西日本ロードクラシック 広島大会 Day-1
【クラスタ：P レースレーティング：AA】 136名
No. 選手ID
選手名

2017.06.23
ｶﾅ

登録地

ﾁｰﾑ名

1

1100488 岡 篤志

ｵｶ ｱﾂｼ

茨城県 宇都宮ブリッツェン

2

1100355 小野寺 玲

ｵﾉﾃﾞﾗ ﾚｲ

栃木県 宇都宮ブリッツェン

3

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

4

0400843 鈴木 譲

ｽｽﾞｷ ﾕｽﾞﾙ

栃木県 宇都宮ブリッツェン

5

0600844 阿部 嵩之

ｱﾍﾞ ﾀｶﾕｷ

栃木県 宇都宮ブリッツェン

6

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

7

1000720 馬渡 伸弥

ﾏﾜﾀﾘ ｼﾝﾔ

東京都 宇都宮ブリッツェン

8

0500716 飯野 智行

ｲｲﾉ ﾄﾓﾕｷ

栃木県 宇都宮ブリッツェン

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

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

13

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

14

1500367 AIRAN Fernandez

ｱｲﾗﾝ ﾌｪﾙﾅﾝﾃﾞｽ

大阪府 マトリックスパワータグ

15

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

16

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

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

18

9701956 向川 尚樹

ﾑｶｲｶﾞﾜ ﾅｵｷ

大阪府 マトリックスパワータグ

21

0701113 木村 圭佑

ｷﾑﾗ ｹｲｽｹ

滋賀県 シマノレーシング

22

1200626 水谷 翔

ﾐｽﾞﾀﾆ ｶｹﾙ

鹿児島 シマノレーシング

23

1000721 西村 大輝

ﾆｼﾑﾗ ﾋﾛｷ

東京都 シマノレーシング

24

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

25

0900861 湊 諒

ﾐﾅﾄ ﾘｮｳ

青森県 シマノレーシング

26

0900704 秋田 拓磨

ｱｷﾀ ﾀｸﾏ

福井県 シマノレーシング

27

1000442 小山 貴大

ｺﾔﾏ ﾀｶﾋﾛ

群馬県 シマノレーシング

28

0900212 横山 航太

ﾖｺﾔﾏ ｺｳﾀ

長野県 シマノレーシング

31

1001560 吉田 悠人

ﾖｼﾀﾞ ﾕｳﾄ

栃木県 インタープロ

サイクリング

アカデミー

32

0901489 水野 恭兵

ﾐｽﾞﾉ ｷｮｳﾍｲ

山梨県 インタープロ

サイクリング

アカデミー

33

1602683 HUDRY Florian

ﾌﾄﾞﾘ ﾌｫﾗﾝ

FRANCE インタープロ

サイクリング

アカデミー

34

0600568 水野 貴行

ﾐｽﾞﾉ ﾀｶﾕｷ

愛知県 インタープロ

サイクリング

アカデミー

35

1600646 BOSSIS Tom

ﾎﾞｼｽ ﾄﾑ

FRANCE インタープロ

サイクリング

アカデミー

41

0500960 小森 亮平

ｺﾓﾘ ﾘｮｳﾍｲ

愛知県 愛三工業レーシングチーム

42

1000950 渡邊 翔太郎

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ

岐阜県 愛三工業レーシングチーム

43

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

44

0701211 住吉 宏太

ｽﾐﾖｼ ｺｳﾀ

熊本県 愛三工業レーシングチーム

45

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

46

0700889 黒枝 士揮

ｸﾛｴﾀﾞ ｼｷ

大分県 愛三工業レーシングチーム

51

0800942 吉岡 直哉

ﾖｼｵｶ ﾅｵﾔ

京都府 那須ブラーゼン

52

1201451 下島 将輝

ｼﾓｼﾞﾏ ﾏｻｷ

兵庫県 那須ブラーゼン

53

1000394 岸 崇仁

ｷｼ ﾀｶﾋﾄ

茨城県 那須ブラーゼン

54

1301587 柴田 雅之

ｼﾊﾞﾀ ﾏｻﾕｷ

京都府 那須ブラーゼン

55

1300596 新城 銀二

ｱﾗｼﾛ ｷﾞﾝｼﾞ

沖縄県 那須ブラーゼン

56

0900064 西尾 勇人

ﾆｼｵ ﾊﾔﾄ

北海道 那須ブラーゼン

61

1001877 重田 兼吾

ｼｹﾞﾀ ｹﾝｺﾞ

千葉県 シエルヴォ奈良 MIYATA-MERIDA レーシングチーム

62

0100293 小渡 健悟

ｺﾜﾀﾘ ｹﾝｺﾞ

奈良県 シエルヴォ奈良 MIYATA-MERIDA レーシングチーム

63

1001504 小西 優大

ｺﾆｼ ﾕｳﾀﾞｲ

大阪府 シエルヴォ奈良 MIYATA-MERIDA レーシングチーム

64

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

65

1000164 福岡 直樹

ﾌｸｵｶ ﾅｵｷ

神奈川 シエルヴォ奈良 MIYATA-MERIDA レーシングチーム

66

1001223 伊藤 宏人

ｲﾄｳ ﾋﾛﾄ

岐阜県 シエルヴォ奈良 MIYATA-MERIDA レーシングチーム

67

1100483 若杉 圭祐

ﾜｶｽｷﾞ ｹｲｽｹ

愛知県 シエルヴォ奈良 MIYATA-MERIDA レーシングチーム

71

0001063 中島 康晴

ﾅｶｼﾞﾏ ﾔｽﾊﾙ

福井県 KINAN Cycling Team

72

0900444 雨乞 竜己

ｱﾏｺﾞｲ ﾀﾂｷ

京都府 KINAN Cycling Team

73

0501177 野中 竜馬

ﾉﾅｶ ﾘｮｳﾏ

広島県 KINAN Cycling Team

74

0701585 椿 大志

ﾂﾊﾞｷ ﾋﾛｼ

東京都 KINAN Cycling Team

75

0801739 阿曽 圭佑

ｱｿ ｹｲｽｹ

三重県 KINAN Cycling Team

76

0700705 山本 元喜

ﾔﾏﾓﾄ ｹﾞﾝｷ

奈良県 KINAN Cycling Team

77

1301241 中西 健児

ﾅｶﾆｼ ｹﾝｼﾞ

大阪府 KINAN Cycling Team
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81

1500194 横塚 浩平

ﾖｺﾂｶ ｺｳﾍｲ

東京都 LEOMO Bellmare Racing team

82

1001902 米谷 隆志

ﾖﾈﾀﾆ ﾀｶｼ

東京都 LEOMO Bellmare Racing team

83

0801747 才田 直人

ｻｲﾀ ﾅｵﾄ

宮城県 LEOMO Bellmare Racing team

84

1201250 古田 潤

ﾌﾙﾀ ｼﾞｭﾝ

東京都 LEOMO Bellmare Racing team

85

9701240 宮澤 崇史

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾀｶｼ

86

1601498 森崎 英登

ﾓﾘｻｷ ﾋﾃﾞﾄ

愛知県 LEOMO Bellmare Racing team

87

1601274 林 祐作

ﾊﾔｼ ﾕｳｻｸ

愛知県 LEOMO Bellmare Racing team

88

0901780 加地 邦彦

ｶｼﾞ ｸﾆﾋｺ

東京都 LEOMO Bellmare Racing team

91

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

92

0901542 北野 普識

ｷﾀﾉ ﾕｷﾉﾘ

千葉県 イナーメ信濃山形

93

1101679 佐野 千尋

ｻﾉ ﾁﾋﾛ

北海道 イナーメ信濃山形

94

0001389 遠藤 績穂

ｴﾝﾄﾞｳ ｾｷﾎ

千葉県 イナーメ信濃山形

95

1401797 大東 泰弘

ﾀﾞｲﾄｳ ﾔｽﾋﾛ

愛知県 イナーメ信濃山形

96

0700045 岩月 伸夫

ｲﾜﾂｷ ﾉﾌﾞｵ

愛知県 イナーメ信濃山形

97

1200215 豊田 勝徳

ﾄﾖﾀﾞ ｶﾂﾉﾘ

大阪府 イナーメ信濃山形

98

1500596 兼松 大和

ｶﾈﾏﾂ ﾔﾏﾄ

大阪府 イナーメ信濃山形

101 1201592 阿部 航大

ｱﾍﾞ ｺｳﾀﾞｲ

栃木県 Honda 栃木

102 1001863 小林 宏志

ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｼ

栃木県 Honda 栃木

103 1600385 小泉 亮一

ｺｲｽﾞﾐ ﾘｮｳｲﾁ

栃木県 Honda 栃木

104 1300346 河合 貴明

ｶﾜｲ ﾀｶｱｷ

栃木県 Honda 栃木

105 0901551 水間 健

ﾐｽﾞﾏ ﾀｹｼ

栃木県 Honda 栃木

111 1400374 谷 順成

ﾀﾆ ｼﾞｭﾝｾｲ

岐阜県 VICTOIRE 広島

112 0201014 大塚 航

ｵｵﾂｶ ﾜﾀﾙ

京都府 VICTOIRE 広島

113 0600791 藤岡 克磨

ﾌｼﾞｵｶ ｶﾂﾏ

徳島県 VICTOIRE 広島

114 0801290 齋藤 翼

ｻｲﾄｳ ﾂﾊﾞｻ

宮城県 VICTOIRE 広島

115 1100616 杉山 文崇

ｽｷﾞﾔﾏ ﾌﾐﾀｶ

山口県 VICTOIRE 広島

116 0800557 西川 昌宏

ﾆｼｶﾜ ﾏｻﾋﾛ

山口県 VICTOIRE 広島

117 1500381 藤川 淳

ﾌｼﾞｶﾜ ｼﾞｭﾝ

広島県 VICTOIRE 広島

118 1400034 白川 幸希

ｼﾗｶﾜ ｺｳｷ

岡山県 VICTOIRE 広島

131 0501593 内野 直也

ｳﾁﾉ ﾅｵﾔ

埼玉県 ウォークライド・シクロアカデミア

132 1400758 公文 拓真

ｸﾓﾝ ﾀｸﾏ

徳島県 ウォークライド・シクロアカデミア

133 1500184 小嶋 渓円

ｺｼﾞﾏ ｹｲｴﾝ

神奈川 ウォークライド・シクロアカデミア

134 1200022 幡司 勝

ﾊﾀｼ ﾏｻﾙ

広島県 ウォークライド・シクロアカデミア

141 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

142 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

143 1600505 設楽 彗斗

ｼﾀﾞﾗ ｹｲﾄ

大阪府 VC Fukuoka・サイクルフリーダム

144 1500375 齋藤 俊輔

ｻｲﾄｳ ｼｭﾝｽｹ

広島県 VC Fukuoka・サイクルフリーダム

145 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

146 1600363 赤木 亮介

ｱｶｷﾞ ﾘｮｳｽｹ

長崎県 VC Fukuoka・サイクルフリーダム

151 1301575 大前 翔

ｵｵﾏｴ ｶｹﾙ

神奈川 東京ヴェントス

152 0900655 高木 三千成

ﾀｶｷﾞ ﾐﾁﾅﾘ

埼玉県 東京ヴェントス

153 0801515 伊藤 舜紀

ｲﾄｳ ｼｭﾝｷ

北海道 東京ヴェントス

154 1200528 佐々木 貴則

ｻｻｷ ﾀｶﾉﾘ

東京都 東京ヴェントス

155 1001679 早川 祐司

ﾊﾔｶﾜ ﾕｳｼﾞ

栃木県 東京ヴェントス

156 1101261 北見 涼

ｷﾀﾐ ﾘｮｳ

神奈川 東京ヴェントス

157 1500213 菊地 悠介

ｷｸﾁ ﾘｮｳｽｹ

神奈川 東京ヴェントス

158 1300159 村田 幸希

ﾑﾗﾀ ｺｳｷ

神奈川 東京ヴェントス

161 0600361 中里 仁

ﾅｶｻﾞﾄ ﾏｻﾙ

群馬県 群馬グリフィン・レーシングチーム

162 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

163 1200884 村田 雄耶

ﾑﾗﾀ ﾕｳﾔ

福岡県 群馬グリフィン・レーシングチーム

164 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

171 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

172 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

173 1300114 山口 雄大

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｹﾋﾛ

神奈川 FIETS GROEN 日本ロボティクス

174 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

175 0100069 奈良 浩

ﾅﾗ ﾋﾛｼ

埼玉県 FIETS GROEN 日本ロボティクス

176 1600391 関 拓真

ｾｷ ﾀｸﾏ

栃木県 FIETS GROEN 日本ロボティクス

177 1100640 高野 翔太

ﾀｶﾉ ｼｮｳﾀ

大阪府 FIETS GROEN 日本ロボティクス

JPCA
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LEOMO Bellmare Racing team

178 1101605 元山 高嶺

ﾓﾄﾔﾏ ﾀｶﾈ

大阪府 FIETS GROEN 日本ロボティクス

181 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

182 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

183 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

184 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

185 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

186 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

187 0800315 栗栖 嵩

ｸﾘｽ ﾀｶｼ

北海道 なるしまフレンド

レーシングチーム

191 1300766 茂越 龍哉

ﾓｺﾞｴ ﾀﾂﾔ

兵庫県 ACQUA TAMA EURO-WORKS

192 9900169 青木 誠

ｱｵｷ ﾏｺﾄ

東京都 ACQUA TAMA EURO-WORKS

193 0900461 秋山 悟郎

ｱｷﾔﾏ ｺﾞﾛｳ

東京都 ACQUA TAMA EURO-WORKS

194 0200172 平林 昌樹

ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾏｻｷ

神奈川 ACQUA TAMA EURO-WORKS

195 1100087 田中 信行

ﾀﾅｶ ﾉﾌﾞﾕｷ

奈良県 ACQUA TAMA EURO-WORKS

196 1000285 背戸 貴之

ｾﾄ ﾀｶｼ

大阪府 ACQUA TAMA EURO-WORKS

201 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

202 1300540 松井 大悟

ﾏﾂｲ ﾀﾞｲｺﾞ

石川県 エルドラード東北

203 1500560 舘岡 賢弥

ﾀﾃｵｶ ﾀｶﾋﾛ

茨城県 エルドラード東北

204 0210120 佐藤 利英

ｻﾄｳ ﾄｼﾋﾃﾞ

岩手県 エルドラード東北

205 1400913 萩原 啓

ﾊｷﾞﾊﾗ ｻﾄｼ

愛知県 エルドラード東北

206 1500951 奥山 太郎

ｵｸﾔﾏ ﾀﾛｳ

岩手県 エルドラード東北

207 1301786 野上 太一

ﾉｶﾞﾐ ﾀｲﾁ

愛知県 エルドラード東北

208 9702373 金子 彰

ｶﾈｺ ｱｷﾗ

山口県 エルドラード東北

211 1101337 小野 康太郎

ｵﾉ ｺｳﾀﾛｳ

東京都 Team JBCF
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第51回 JBCF 西日本ロードクラシック 広島大会 Day-1
【クラスタ：E1 レースレーティング：B】 129名
No. 選手ID
選手名

2017.06.23
ｶﾅ

登録地

ﾁｰﾑ名

3

0800607 前田 公平

ﾏｴﾀﾞ ｺｳﾍｲ

東京都 弱虫ペダル サイクリングチーム

5

1001103 長塚 寿生

ﾅｶﾞﾂｶ ﾄｼｷ

茨城県 弱虫ペダル サイクリングチーム

8

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

10

0701310 管 洋介

ｽｶﾞ ﾖｳｽｹ

茨城県 AVENTURA AIKOH VICTORIA RACING

12

1001114 金田 聡士

ｶﾈﾀﾞ ｻﾄｼ

鳥取県 AVENTURA AIKOH VICTORIA RACING

13

1401954 須崎 尚樹

ｽｻｷ ﾅｵｷ

東京都 ACQUA TAMA

20

1300056 比護 任

ﾋｺﾞ ｱﾀﾙ

大阪府 イナーメ信濃山形-EFT

21

1400051 佐藤 耕司

ｻﾄｳ ｺｳｼﾞ

大阪府 イナーメ信濃山形-EFT

23

0400165 小嶋 元

ｺｼﾞﾏ ﾊｼﾞﾒ

愛知県 イナーメ信濃山形-EFT

31

9700734 井上 登士哉

ｲﾉｳｴ ﾄｼﾔ

愛媛県 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

38

0900156 浅野 真則

ｱｻﾉ ﾏｻﾉﾘ

三重県 VC VELOCE

44

1001438 李 宗雨

ﾘ ｿｳｳ

滋賀県 VC VELOCE

46

1500398 津田 悠義

ﾂﾀﾞ ﾕｳｷﾞ

愛知県 EQADS

47

1501497 皿谷 宏人

ｻﾗｶﾞｲ ﾋﾛﾄ

広島県 エキップ

54

1100702 三次 匠

ﾐﾖｼ ﾀｸﾐ

広島県 eNShare Cycling Team

57

0401579 伊藤 翔吾

ｲﾄｳ ｼｮｳｺﾞ

広島県 eNShare Cycling Team

67

1500397 堀川 滉太

ﾎﾘｶﾜ ｺｳﾀ

岡山県 関西高等学校

68

1201718 金子 陽一

ｶﾈｺ ﾖｳｲﾁ

大阪府 CLOUD 9ers

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

81

1400191 植田 春樹

ｳｴﾀﾞ ﾊﾙｷ

埼玉県 コムリン

84

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

85

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

86

1300232 醍醐 貴徳

ﾀﾞｲｺﾞ ﾀｶﾉﾘ

千葉県 サイクルフリーダム・レーシング

89

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

91

1201799 関根 啓総

ｾｷﾈ ﾋﾛﾐﾁ

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

101 1201243 吉田 優一

ﾖｼﾀﾞ ﾕｳｲﾁ

奈良県 ZAS

103 1001777 伊藤 晋一

ｲﾄｳ ｼﾝｲﾁ

神奈川 G.S.POSITIVO

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

116 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クラブ

122 1601918 中村 永

ﾅｶﾑﾗ ﾊﾙｶ

静岡県 Squadra di LAVORANTE

125 1300015 藤田 康祐

ﾌｼﾞﾀ ｺｳｽｹ

静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

128 1301588 大杉 直敬

ｵｵｽｷﾞ ﾅｵﾀｶ

静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

129 1402063 岡 理裕

ｵｶ ﾏｻﾋﾛ

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

145 1300141 東 健司

ﾋｶﾞｼ ｹﾝｼﾞ

神奈川 ＳＥＫＩＹＡ

147 1600352 服平 和樹

ﾌｸﾍﾞ ｶｽﾞｷ

大分県 SAUCE DEVELOPMENT

152 1100305 磯田 竜介

ｲｿﾀﾞ ﾘｭｳｽｹ

香川県 Tyrell Kagawa Racing

154 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

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

170 1600606 長谷川 彰浩

ﾊｾｶﾞﾜ ｱｷﾋﾛ

広島県 Team UKYO Reve

171 0400400 佐々木 優也

ｻｻｷ ﾕｳﾔ

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

179 1400283 横田 慧一

ﾖｺﾀ ｹｲｲﾁ

大阪府 チーム

185 1502466 井上 健志

ｲﾉｳｴ ﾀｹｼ

熊本県 チームGINRIN熊本

186 1400499 左迫間 昭一

ｻｺﾏ ｼｮｳｲﾁ

熊本県 チームGINRIN熊本

190 0701230 岡本 康太郎

ｵｶﾓﾄ ｺｳﾀﾛｳ

和歌山 TEAM SANREMO
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Racing

アベノバ

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

206 1100567 大町 健斗

ｵｵﾏﾁ ｹﾝﾄ

広島県 Team Eurasia - IRC TIRE

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

217 1400602 岩切 弘輝

ｲﾜｷﾘ ﾋﾛｷ

大分県 津末レーシング

218 9702601 津末 浩平

ﾂｽｴ ｺｳﾍｲ

大分県 津末レーシング

220 1401536 小川 修

ｵｶﾞﾜ ｵｻﾑ

三重県 TSU RACING

223 1100455 奥村 隆平

ｵｸﾑﾗ ﾘｭｳﾍｲ

愛知県 DESTRA

224 0000251 佐々木 健

ｻｻｷ ﾀｹｼ

愛知県 天狗党

228 1301464 中村 潤

ﾅｶﾑﾗ ｼﾞｭﾝ

東京都 docomo RT

239 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

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

247 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

248 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

249 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

250 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

251 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

253 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

254 0501388 奥田 瑛史

ｵｸﾀﾞ ｴｲｼﾞ

兵庫県 BC.ANELLO

256 0400052 前川 元

ﾏｴｶﾜ ﾊｼﾞﾑ

兵庫県 BC.ANELLO

259 1200307 桂 慶浩

ｶﾂﾗ ﾖｼﾋﾛ

福岡県 Pinazou Test Team

261 1000071 古屋 穂高

ﾌﾙﾔ ﾎﾀﾞｶ

神奈川 FAST LANE Racing

266 1300044 野間 貴裕

ﾉﾏ ﾀｶﾋﾛ

大阪府 VC AVANZARE

270 1300249 今倉 慎司

ｲﾏｸﾗ ｼﾝｼﾞ

福岡県 VC Fukuoka

271 1500271 石渡 誠一

ｲｼﾜﾀﾘ ｾｲｲﾁ

神奈川 フィッツ

272 9700951 黒川 隆之

ｸﾛｶﾜ ﾀｶﾕｷ

神奈川 フィッツ

273 1500217 八幡 光哉

ﾔﾊﾀ ﾐﾂﾔ

東京都 FORCE

275 1400141 長妻 暁

ﾅｶﾞﾂﾏ ｱｷﾗ

神奈川 FORCE

287 1500505 築山 元樹

ﾂｷﾔﾏ ｹﾞﾝｷ

岡山県 ＦＲＥＥＳＰＥＥＤ

288 1500813 堀田 耕司

ﾎｯﾀ ｺｳｼﾞ

愛知県 BREZZA-KAMIHAGI

289 1001682 倉野 稔也

ｸﾗﾉ ﾄｼﾔ

栃木県 BREZZA-KAMIHAGI

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

303 1100858 日野 泰静

ﾋﾉ ﾀｲｾｲ

愛媛県 松山城南高等学校 自転車競技部

304 1500140 日野 凌羽

ﾋﾉ ﾘｮｳ

愛媛県 松山城南高等学校 自転車競技部

307 1400155 平林 飛都

ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾀｶﾄ

愛媛県 松山聖陵高等学校

308 1301684 廣本 凌也

ﾋﾛﾓﾄ ﾘｮｳﾔ

愛媛県 松山聖陵高等学校

310 1400047 菅谷 修

ｽｶﾞﾔ ｵｻﾑ

東京都 MIVRO

311 0600447 岩島 啓太

ｲﾜｼﾏ ｹｲﾀ

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

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

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

336 1402184 岩崎 晶雲

ｲﾜｻｷ ｼｮｳｳﾝ

福島県 グランペールサイクリングチーム

345 1001247 大村 英哉

ｵｵﾑﾗ ﾌｻﾔ

熊本県 Road Racing Team PURPLE MONKEY

351 1300446 星野 貴大

ﾎｼﾉ ﾀｶﾋﾛ

愛知県 Ｙ’ｓ Ｒｏａｄ

353 1401602 利田 卓也

ｶｶﾞﾀ ﾀｸﾔ

大阪府 Ｙ’ｓ Ｒｏａｄ

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

358 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

359 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

361 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
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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

376 9901368 清水 英樹

ｼﾐｽﾞ ﾋﾃﾞｷ

鳥取県 eNShare Cycling Team

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

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

387 1600670 益川 慎平

ﾏｽｶﾜ ｼﾝﾍﾟｲ

京都府 CLOUD 9ers

390 1100857 日野 竜嘉

ﾋﾉ ﾀﾂﾖｼ

愛媛県 ボンシャンス

391 1500231 高橋 利尚

ﾀｶﾊｼ ﾄｼﾅｵ

東京都 チーム・ウォークライド

395 1200156 天春 雄也

ｱﾏｶﾞｽ ﾕｳﾔ

三重県 MAX SPEED 97

399 1502726 松浦 正己

ﾏﾂｳﾗ ﾏｻｷ

広島県 エキップ

400 1502700 塚本 隼

ﾂｶﾓﾄ ﾊﾔﾄ

大阪府 大阪工業大学サイクリング部

408 1502178 赤荻 秀弥

ｱｶｵｷﾞ ｼｭｳﾔ

栃木県 弱虫ペダル サイクリングチーム

409 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

410 1300170 山科 竜一郎

ﾔﾏｼﾅ ﾘｭｳｲﾁﾛｳ

兵庫県 VC AVANZARE

412 1700662 檜室 建斗

ﾋﾑﾛ ｹﾝﾄ

大阪府 ネクストリーム・うどん虹や
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第51回 JBCF 西日本ロードクラシック 広島大会 Day-1
【クラスタ：E2 レースレーティング：C】 101名
No. 選手ID
選手名

2017.06.23
ｶﾅ

登録地

ﾁｰﾑ名

501 9701178 筧 五郎

ｶｹｲ ｺﾞﾛｳ

愛知県 イナーメ信濃山形-EFT

502 1100404 香川 博

ｶｶﾞﾜ ﾋﾛｼ

長野県 イナーメ信濃山形-EFT

503 0500351 鎌谷 哲也

ｶﾏﾀﾆ ﾃﾂﾔ

大阪府 VC VELOCE

504 0800384 小川 洸

ｵｶﾞﾜ ﾋｶﾙ

京都府 VC VELOCE

505 1100453 山野井 哲実

ﾔﾏﾉｲ ｻﾄﾐ

大阪府 VC VELOCE

506 1402159 山口 敦大

ﾔﾏｸﾞﾁ ｱﾂﾋﾛ

京都府 velo club VENTO

507 1301128 小野寺 望

ｵﾉﾃﾞﾗ ﾉｿﾞﾑ

東京都 VENTOS FRECCIA

508 1602211 永富 一騎

ﾅｶﾞﾄﾐ ｶｽﾞｷ

東京都 VENTOS FRECCIA

509 1401906 小西 瑛久

ｺﾆｼ ｱｷﾋｻ

愛媛県 関西大学Cycle Racing Team

510 0900382 近藤 良亮

ｺﾝﾄﾞｳ ﾘｮｳｽｹ

愛知県 KINAN AACA

511 1000195 川上 晃史

ｶﾜｶﾐ ｺｳｼﾞ

愛知県 ｸﾗﾌﾞGiro

512 0000334 有澤 広昭

ｱﾘｻﾜ ﾋﾛｱｷ

兵庫県 グランデパール播磨

513 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

514 1600225 丹野 沙音志

ﾀﾝﾉ ｻﾄｼ

埼玉県 グランペールサイクリングチーム

515 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

516 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

517 1500327 家崎 隆

ｲｴｻﾞｷ ﾀｶｼ

千葉県 サイクルフリーダム・レーシング

518 1101875 藤田 涼平

ﾌｼﾞﾀ ﾘｮｳﾍｲ

埼玉県 サイタマサイクルプロジェクト

519 9701947 堀口 忠男

ﾎﾘｸﾞﾁ ﾀﾀﾞｵ

大阪府 Ｓａｋａｔａｎｉ Ｒａｃｉｎｇ

520 1500020 白川 隆太

ｼﾗｶﾜ ﾘｭｳﾀ

大阪府 Ｓａｋａｔａｎｉ Ｒａｃｉｎｇ

521 0700417 吉武 孝二

ﾖｼﾀｹ ｺｳｼﾞ

大阪府 Ｓａｋａｔａｎｉ Ｒａｃｉｎｇ

522 1101537 亀井 隆広

ｶﾒｲ ﾀｶﾋﾛ

大阪府 Ｓａｋａｔａｎｉ Ｒａｃｉｎｇ

523 0800399 山本 裕明

ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛｱｷ

大阪府 Ｓａｋａｔａｎｉ Ｒａｃｉｎｇ

524 1100081 高塚 武彦

ﾀｶﾂｶ ﾀｹﾋｺ

大阪府 ZAS

Racing

525 1300132 河内 博行

ｶﾜﾁ ﾋﾛﾕｷ

大阪府 ZAS

Racing

526 1100015 伊藤 隆久

ｲﾄｳ ﾀｶﾋｻ

滋賀県 ZAS

Racing

527 1400352 村山 司

ﾑﾗﾔﾏ ﾂｶｻ

奈良県 ZAS

Racing

528 1000362 村井 忠

ﾑﾗｲ ﾏｺﾄ

奈良県 ZAS

Racing

529 0800879 成毛 千尋

ﾅﾙｹ ﾁﾋﾛ

東京都 GSエバーウィン

530 1500414 谷口 勝

ﾀﾆｸﾞﾁ ｼｮｳ

大阪府 CWASPアタリ前田

531 1400043 戸梶 創

ﾄｶｼﾞ ﾊｼﾞﾒ

大阪府 CWASPアタリ前田

532 1200585 田川 寛明

ﾀｶﾞﾜ ﾋﾛｱｷ

大阪府 CWASPアタリ前田

533 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クラブ

534 0500062 平岡 恒哲

ﾋﾗｵｶ ﾂﾈｱｷ

静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

535 1400013 永坂 允

ﾅｶﾞｻｶ ﾏｺﾄ

静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

536 1200035 三上 勇輝

ﾐｶﾐ ﾕｳｷ

大阪府 SAUCE DEVELOPMENT

537 1502126 杭田 翔太

ｸｴﾀﾞ ｼｮｳﾀ

岡山県 SAUCE DEVELOPMENT

538 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

539 1500029 武中 研太

ﾀｹﾅｶ ｹﾝﾀ

大阪府 TEAM AMUSE

540 1500211 高橋 叶平

ﾀｶﾊｼ ｷｮｳﾍｲ

広島県 Team UKYO Reve

541 1700750 若代 健

ﾜｶｼﾛ ﾀｹｼ

大阪府 TEAM all out

542 1500025 佐藤 友飛

ｻﾄｳ ﾕｳﾄ

大阪府 チーム スクアドラ

543 0700203 大島 正義

ｵｵｼﾏ ﾏｻﾖｼ

大阪府 チーム スクアドラ

544 1500026 山本 淳史

ﾔﾏﾓﾄ ｱﾂｼ

大阪府 チーム スクアドラ

545 0700204 大原 勇生

ｵｵﾊﾗ ﾕｳｷ

大阪府 チーム スクアドラ

546 1400544 抽冬 充央

ﾇｸﾄｳ ｱﾂｵ

大阪府 チーム スクアドラ

547 1602598 玉田 旭

ﾀﾏﾀﾞ ｱｷﾗ

東京都 チーム

アベノバ

548 0500076 伊勢 洋人

ｲｾ ﾋﾛﾄ

大阪府 チーム

ＷＥＡＥＫＥＮＤ

549 9702244 杉野 和宏

ｽｷﾞﾉ ｶｽﾞﾋﾛ

岡山県 ﾁｰﾑ 岡山

550 1100103 藤井 伸昌

ﾌｼﾞｲ ﾉﾌﾞﾏｻ

岡山県 ﾁｰﾑ 岡山

551 1602669 武富 正芳

ﾀｹﾄﾐ ﾏｻﾖｼ

熊本県 チームGINRIN熊本

552 1600071 柳楽 諭

ﾅｷﾞﾗ ｻﾄｼ

広島県 Team Kermis Cross

553 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

554 1001926 谷名 修一

ﾀﾆﾅ ｼｭｳｲﾁ

京都府 チーム・シルクロード

555 1201903 杉村 敏章

ｽｷﾞﾑﾗ ﾄｼｱｷ

愛媛県 チーム大永山
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556 1300906 鳴海 颯

ﾅﾙﾐ ｿｳ

東京都 Team Eurasia - IRC TIRE

557 1200315 鈴木 聖士

ｽｽﾞｷ ｾｲｼﾞ

愛知県 DESTRA

558 1100431 二俣 雄哉

ﾌﾀﾏﾀ ﾕｳﾔ

愛知県 DESTRA

559 1300441 倉田 裕之

ｸﾗﾀ ﾋﾛﾕｷ

愛知県 DESTRA

560 1400655 石河 良介

ｲｼｶﾜ ﾘｮｳｽｹ

愛知県 天狗党

561 9800197 片岡 誠治

ｶﾀｵｶ ｾｲｼﾞ

愛知県 DENSO RACING

562 1402325 小関 寛

ｺｾｷ ﾋﾛｼ

広島県 徳島サイクルレーシング

563 1600021 福本 宗太

ﾌｸﾓﾄ ｿｳﾀ

大阪府 TRAILBLAZER

564 1600036 井清 大樹

ｲｾｲ ﾀﾞｲｷ

大阪府 TRAILBLAZER

565 1200364 山田 陽一

ﾔﾏﾀﾞ ﾖｳｲﾁ

石川県 トンデモクラブ ＣＳＫＡＧＡ

566 1400851 杉本 憲郎

ｽｷﾞﾓﾄ ﾉﾘｵ

石川県 トンデモクラブ ＣＳＫＡＧＡ

567 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

568 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

569 1700028 Eisenmenger Jason ｱｲｾﾞﾝﾐﾝｶﾞｰ ｼﾞｪｲｿﾝ

大阪府 ネクストリーム・うどん虹や

570 1702045 金子 隆亮

ｶﾈｺ ﾘｭｳｽｹ

大阪府 ネクストリーム・うどん虹や

571 1600007 橋本 陽介

ﾊｼﾓﾄ ﾖｳｽｹ

大阪府 ネクストリーム・うどん虹や

572 1000001 稲津 祐哉

ｲﾅﾂﾞ ﾕｳﾔ

兵庫県 HEART BEAT Racing 但馬

573 0300027 高垣 茂光

ﾀｶｶﾞｷ ｼｹﾞﾐﾂ

兵庫県 HEART BEAT Racing 但馬

574 0500042 津崎 忠広

ﾂｻﾞｷ ﾀﾀﾞﾋﾛ

兵庫県 HEART BEAT Racing 但馬

575 1501960 村井 寛

ﾑﾗｲ ﾋﾛｼ

大阪府 パナソニックレーシング

576 1502759 石神 宇

ｲｼｶﾞﾐ ﾀｶｼ

東京都 パラティアムTOKYO

577 1000400 小林 秀雄

ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞｵ

東京都 FAST LANE Racing

578 1502196 中森 大樹

ﾅｶﾓﾘ ﾀｲｷ

福岡県 VC Fukuoka

579 1400204 秋田 智和

ｱｷﾀ ﾄﾓｶｽﾞ

福岡県 VC Fukuoka

580 1600244 野口 泰

ﾉｸﾞﾁ ﾔｽｼ

東京都 FORCE

581 1200036 山根 功

ﾔﾏﾈ ｲｻｵ

岡山県 ＦＲＥＥＳＰＥＥＤ

582 0600236 村田 進

ﾑﾗﾀ ｽｽﾑ

愛知県 BREZZA-KAMIHAGI

583 1600697 細井 大誠

ﾎｿｲ ﾋﾛｱｷ

愛知県 BREZZA-KAMIHAGI

584 1502247 横手 徳広

ﾖｺﾃ ﾄｸﾋﾛ

福岡県 voyAge cycling team

585 0000379 冨久 健太郎

ﾄﾐﾋｻ ｹﾝﾀﾛｳ

岡山県 masahikomifune.com CyclingTeam

586 0700612 中野 政彦

ﾅｶﾉ ﾏｻﾋｺ

大阪府 masahikomifune.com CyclingTeam

587 1200467 生越 康之

ｵｺﾞｼ ｺｳｼﾞ

島根県 MAX SPEED 97

588 1700828 渡邊 諒馬

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳﾏ

愛媛県 松山城南高等学校 自転車競技部

589 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

590 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

591 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

592 0800037 岡田 章

ｵｶﾀﾞ ｱｷﾗ

静岡県 ミソノイレーシングチーム

593 1300478 三原 貴裕

ﾐﾊﾗ ﾀｶﾋﾛ

大阪府 MUUR zero Velofutur

594 1502478 神野 悠作

ｼﾞﾝﾉ ﾕｳｻｸ

大阪府 八ヶ岳 CYCLING CLUB

595 1300125 石井 晋也

ｲｼｲ ｼﾝﾔ

奈良県 EURO-WORKS Racing

596 1500190 山田 大樹

ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛｷ

徳島県 UNIVERS

597 1601996 香山 飛龍

ｶﾔﾏ ﾋﾘｭｳ

神奈川 横浜高校自転車競技部

598 1602022 吉田 光希

ﾖｼﾀﾞ ｺｳｷ

神奈川 横浜高校自転車競技部

599 1500081 西村 和真

ﾆｼﾑﾗ ｶｽﾞﾏｻ

兵庫県 Life Ride

600 0400143 梅林 康典

ｳﾒﾊﾞﾔｼ ﾔｽﾉﾘ

愛知県 Ｙ’ｓ Ｒｏａｄ

632 1502527 小山 智也

ｺﾔﾏ ﾄﾓﾔ

大阪府 イナーメ信濃山形-EFT
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No. 選手ID
選手名

2017.06.23
ｶﾅ

登録地

ﾁｰﾑ名

701 0100369 村出 真一朗

ﾑﾗﾃﾞ ｼﾝｲﾁﾛｳ

鳥取県 AVENTURA AIKOH VICTORIA RACING

702 1700450 丸茂 裕和

ﾏﾙﾓ ﾋﾛｶｽﾞ

広島県 Aki Rising Bicycle team

703 1700685 菅村 篤

ｽｶﾞﾑﾗ ｱﾂｼ

広島県 Aki Rising Bicycle team

704 9702003 岸本 伊織

ｷｼﾓﾄ ｲｵﾘ

愛知県 イナーメ信濃山形-EFT

705 1700359 入谷 康視

ｲﾘﾀﾆ ﾔｽｼ

愛知県 イナーメ信濃山形-EFT

706 1401908 新松 弘祥

ｼﾝﾏﾂ ﾋﾛﾖｼ

愛知県 イナーメ信濃山形-EFT

708 1700517 篠田 淳史

ｼﾉﾀﾞ ｱﾂｼ

愛知県 インパルス

709 1300061 向井 聖二

ﾑｶｲ ｾｲｼﾞ

大阪府 VC VELOCE

710 1502748 小川 翔平

ｵｶﾞﾜ ｼｮｳﾍｲ

大阪府 velo club VENTO

711 1700272 小関 晋作

ｵｾﾞｷ ｼﾝｻｸ

京都府 velo club VENTO

712 1602676 原田 敬文

ﾊﾗﾀﾞ ﾀｶﾌﾐ

東京都 VENTOS FRECCIA

713 1700037 三谷 卓也

ﾐﾀﾆ ﾀｸﾔ

広島県 エキップ

ティラン

714 1700036 早苗 拓海

ｻﾅｴ ﾀｸﾐ

広島県 エキップ

ティラン

715 1700755 城本 成司

ｼﾛﾓﾄ ｾｲｼﾞ

広島県 エキップ

ティラン

716 1501905 曹 栩銘

ｿｳ ｸﾒｲ

広島県 エキップ

ティラン

717 1700668 高野 裕樹

ﾀｶﾉ ﾕｳｷ

広島県 エキップ

ティラン

718

JB17441 松浦 広明

ﾏﾂｳﾗ ﾋﾛｱｷ

広島県 エキップ

ティラン

719 1601925 梅澤 幹太

ｳﾒｻﾞﾜ ｶﾝﾀ

愛媛県 エキップユーレーシング

720 1300631 岩本 真樹

ｲﾜﾓﾄ ﾏｻｷ

島根県 eNShare Cycling Team

721 1402287 井上 陽二郎

ｲﾉｳｴ ﾖｳｼﾞﾛｳ

東京都 GYOTOKU TEAM OF RACING

722 1400362 加塩 弘一

ｶｼｵ ｺｳｲﾁ

岐阜県 KOGMA Racing

723 1602287 新開 隆人

ｼﾝｶｲ ﾘｭｳｼﾞ

兵庫県 Coraggio Kawanishi Cycling Team

724 1402336 川下 拓哉

ｶﾜｼﾓ ﾀｸﾔ

大阪府 Coraggio Kawanishi Cycling Team JY

725 1700538 八木 健太

ﾔｷﾞ ｹﾝﾀ

高知県 サイクルワークスＴＴ

726 1600120 山本 健太郎

ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝﾀﾛｳ

高知県 サイクルワークスＴＴ

727 1700024 松本 健司

ﾏﾂﾓﾄ ｹﾝｼﾞ

大阪府 Ｓａｋａｔａｎｉ Ｒａｃｉｎｇ

728 1700030 阪口 巧

ｻｶｸﾞﾁ ﾀｸﾐ

大阪府 Ｓａｋａｔａｎｉ Ｒａｃｉｎｇ

729 1301462 駒崎 洋太

ｺﾏｻｷ ﾋﾛﾀｶ

京都府 ZIPPY CYCLE CLUB

730 1401920 田代 亘

ﾀｼﾛ ﾜﾀﾙ

大阪府 シマノドリンキング

731 1602478 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

732 1700707 山賀 裕太

ﾔﾏｶﾞ ﾕｳﾀ

東京都 Squadra di LAVORANTE

733 1701249 岡本 康平

ｵｶﾓﾄ ｺｳﾍｲ

大阪府 STING MONEY

734 1300879 永江 和博

ﾅｶﾞｴ ｶｽﾞﾋﾛ

東京都 ＳＵＢＡＲＵ ＲＴ

735 1500334 大神 武之

ｵｵｶﾞﾐ ﾀｹｼ

静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

736 1700634 中村 充一

ﾅｶﾑﾗ ﾐﾂｶｽﾞ

兵庫県 soleil de lest

737 1700474 芦田 勇樹

ｱｼﾀﾞ ﾕｳｷ

兵庫県 soleil de lest

738 1400271 柿原 和貴

ｶｷﾊﾗ ｶｽﾞｷ

大阪府 soleil de lest

739 1500077 中野 達

ﾅｶﾉ ﾄｵﾙ

兵庫県 soleil de lest

740 1301678 早稲田 亮太

ﾜｾﾀﾞ ﾘｮｳﾀ

広島県 Team UKYO Reve

741 1700001 村岡 耕吉

ﾑﾗｵｶ ｺｳｷﾁ

広島県 Team UKYO Reve

742 1502521 磯田 友賀

ｲｿﾀﾞ ﾄﾓｶｽﾞ

京都府 TEAM all out

743 1700657 中田 圭亮

ﾅｶﾀ ｹｲｽｹ

大阪府 TEAM all out

744 1600006 石橋 征司

ｲｼﾊﾞｼ ｾｲｼﾞ

大阪府 TEAM all out

745 1502740 高田 幸朗

ﾀｶﾀﾞ ﾕｷｵ

京都府 TEAM all out

746 1702696 江口 周平

ｴｸﾞﾁ ｼｭｳﾍｲ

大阪府 TEAM all out

747 1700535 田中 実

ﾀﾅｶ ﾐﾉﾙ

大阪府 チーム スクアドラ

748 1700533 犬伏 輝斗

ｲﾇﾌﾞｾ ｷﾗﾄ

大阪府 チーム スクアドラ

749 1700727 佐藤 弘章

ｻﾄｳ ﾋﾛｱｷ

大阪府 チーム

750 9800364 田中 歩

ﾀﾅｶ ｱﾕﾑ

愛知県 チーム・アストロ

751 1300385 古川 哲也

ﾌﾙｶﾜ ﾃﾂﾔ

大阪府 チーム

752 0800225 北川 雅一

ｷﾀｶﾞﾜ ﾏｻｶｽﾞ

東京都 チーム オーベスト

753 1201661 梶谷 明直

ｶｼﾞﾀﾆ ｱｷﾅｵ

岡山県 ﾁｰﾑ 岡山

754 1700476 新垣 栄春

ｱﾗｶｷ ｴｲｼｭﾝ

沖縄県 チームおきなわJET

755 1400501 蓑田 幸作

ﾐﾉﾀﾞ ｺｳｻｸ

熊本県 チームGINRIN熊本

756 1600345 重本 明彦

ｼｹﾞﾓﾄ ｱｷﾋｺ

山口県 Team Kermis Cross
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757 1700048 村上 智昭

ﾑﾗｶﾐ ﾄﾓｱｷ

広島県 Team Kermis Cross

758 1001823 上手 勇輝

ｶﾐﾃ ﾕｳｷ

広島県 Team Kermis Cross

759 1700372 村上 隆弘

ﾑﾗｶﾐ ﾀｶﾋﾛ

大分県 Team Sciroco

760 1402349 濱砂 友輝

ﾊﾏｽﾅ ﾕｳｷ

大分県 Team Sciroco

761 1000248 佐崎 拓郎

ｻｻﾞｷ ﾀｸﾛｳ

愛媛県 チーム大永山

762 1201696 高橋 勇登

ﾀｶﾊｼ ｲｻﾄ

愛媛県 チーム大永山

763 1401047 瀧山 里玖

ﾀｷﾔﾏ ﾘｸ

京都府 Team Eurasia - IRC TIRE

764 1400603 吉岡 拓也

ﾖｼｵｶ ﾀｸﾔ

福井県 Team Eurasia - IRC TIRE

765 1300010 鈴木 史竜

ｽｽﾞｷ ｼﾘｭｳ

静岡県 Team Eurasia - IRC TIRE

766 1700456 福永 将太

ﾌｸﾅｶﾞ ｼｮｳﾀ

大分県 津末レーシング

767 1700736 江藤 潤

ｴﾄｳ ｼﾞｭﾝ

大分県 津末レーシング

768 1600367 越山 和幸

ｺｼﾔﾏ ｶｽﾞﾕｷ

三重県 TSU RACING

769 1600432 藤岡 泰之

ﾌｼﾞｵｶ ﾔｽﾕｷ

広島県 ＴＮＧレーシング広島

770 1601984 豊崎 正裕

ﾄﾖｻｷ ﾏｻﾋﾛ

岐阜県 DESTRA

771 1700635 森 聖吾

ﾓﾘ ｾｲｺﾞ

徳島県 徳島サイクルレーシング

772 1700578 一丸 裕介

ｲﾁﾏﾙ ﾕｳｽｹ

徳島県 徳島サイクルレーシング

773 1601841 寺内 僚汰

ﾃﾗｳﾁ ﾘｮｳﾀ

奈良県 TRAILBLAZER

774 1602670 池 侑樹

ｲｹ ﾕｳｷ

新潟県 TRAILBLAZER

775 1601308 芝田 直樹

ｼﾊﾞﾀ ﾅｵｷ

大阪府 TRAILBLAZER

776 1700523 大森 健史

ｵｵﾓﾘ ｹﾝｼﾞ

大阪府 TRAILBLAZER

777 1601992 前原 直幸

ﾏｴﾊﾗ ﾅｵﾕｷ

大阪府 ナカガワＡＳ・Ｋ’デザイン

778 1700190 冨永 敬亮

ﾄﾐﾅｶﾞ ｹｲｽｹ

奈良県 奈良キタサイクル まほロバRC

779 0900743 渡邊 誉大

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾋﾛ

愛知県 NIKO Factory

780 1502768 藤原 周司

ﾌｼﾞﾜﾗ ｼｭｳｼﾞ

大阪府 ネクストリーム・うどん虹や

781 1702085 川勝 敦嗣

ｶﾜｶﾂ ｱﾂｼ

兵庫県 ネクストリーム・うどん虹や

782 1700157 杉山 遼太

ｽｷﾞﾔﾏ ﾘｮｳﾀ

兵庫県 HEART BEAT Racing 但馬

783 1602529 白崎 剛

ｼﾗｻｷ ﾂﾖｼ

福井県 バルバレーシングクラブ

784 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

785 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

786 1702425 中盛 大地

ﾅｶﾓﾘ ﾀﾞｲﾁ

富山県 バルバレーシングクラブ

787 1700512 大佛 直樹

ｵｻﾗｷﾞ ﾅｵｷ

富山県 バルバレーシングクラブ

788 1700035 花田 金之介

ﾊﾅﾀﾞ ｷﾝﾉｽｹ

大阪府 備北

789 1700044 野村 和弘

ﾉﾑﾗ ｶｽﾞﾋﾛ

広島県 備北

790 1700195 小川 旦

ｵｶﾞﾜ ﾀﾞﾝ

福岡県 VC Fukuoka

791 1700207 森下 遼太

ﾓﾘｼﾀ ﾘｮｳﾀ

福岡県 VC Fukuoka

792 1700212 満上 亘

ﾐﾂｶﾐ ﾜﾀﾙ

福岡県 VC Fukuoka

793 1500707 野々口 久雄

ﾉﾉｸﾞﾁ ﾋｻｵ

滋賀県 ＦＵＫＡＤＡまじりんぐ

794 1600765 永田 豪

ﾅｶﾞﾀ ｺﾞｳ

千葉県 Blanche Racing Team

795 1401377 夛田 裕樹

ﾀﾀﾞ ﾕｳｷ

岡山県 ＦＲＥＥＳＰＥＥＤ

796 1702111 末澤 正太郎

ｽｴｻﾞﾜ ｼｮｳﾀﾛｳ

愛知県 BREZZA-KAMIHAGI

797 1700039 松原 陸

ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾘｸ

広島県 voyAge cycling team

798 1700046 藤井 翼

ﾌｼﾞｲ ﾂﾊﾞｻ

広島県 voyAge cycling team

799 1502775 古川 裕真

ﾌﾙｶﾜ ﾕｳﾏ

静岡県 ボンシャンス

800 1700368 高田 玲

ﾀｶﾀ ﾚｲ

岡山県 ボンシャンス

801 1000160 北村 博則

ｷﾀﾑﾗ ﾋﾛﾉﾘ

京都府 masahikomifune.com CyclingTeam

802 1000134 北村 智昭

ｷﾀﾑﾗ ﾄﾓｱｷ

京都府 masahikomifune.com CyclingTeam

803 1600025 新崎 博雄

ｼﾝｻﾞｷ ﾋﾛｵ

大阪府 masahikomifune.com CyclingTeam

804 1600600 矢田 健太郎

ﾔﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ

三重県 MAX SPEED 97

805 1502590 北宅 柊麻

ｷﾀﾔ ﾄｳﾏ

愛知県 松山城南高等学校 自転車競技部

806 1500173 中川 泰我

ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｲｶﾞ

愛媛県 松山聖陵高等学校

807 1502767 大平 竜太郎

ｵｵﾋﾗ ﾘｭｳﾀﾛｳ

愛媛県 松山聖陵高等学校

808 1600008 高山 秀樹

ﾀｶﾔﾏ ﾋﾃﾞｷ

大阪府 MUUR zero Velofutur

809 1700354 城島 大樹

ｼﾞｮｳｼﾞﾏ ﾀﾞｲｷ

京都府 モジュマ エリアゼロナナゴ

810 1601028 清水 敏郎

ｼﾐｽﾞ ﾄｼﾛｳ

愛媛県 MONTA Racing Team

811 0300164 鈴木 龍之介

ｽｽﾞｷ ﾘｭｳﾉｽｹ

愛媛県 MONTA Racing Team

812 1700388 平井 貴志

ﾋﾗｲ ﾀｶｼ

山形県 山口県自転車競技連盟

813 1700031 中治 綱太

ﾅｶｼﾞ ｺｳﾀ

大阪府 EURO-WORKS Racing

814 0900752 窪 翼

ｸﾎﾞ ﾂﾊﾞｻ

奈良県 EURO-WORKS Racing
10/12

815 1300523 植田 良

ｳｴﾀ ﾘｮｳ

徳島県 UNIVERS

816

JB17064 川内 孝志

ｶﾜｳﾁ ﾀｶｼ

817 1602023 徳山 見晴

ﾄｸﾔﾏ ﾐﾊﾙ

神奈川 横浜高校自転車競技部

818 1502111 相原 晴一朗

ｱｲﾊﾗ ｾｲｲﾁﾛｳ

神奈川 横浜高校自転車競技部

819 1700156 近藤 亮

ｺﾝﾄﾞｳ ﾘｮｳ

兵庫県 Life Ride

820 1401325 藤田 裕紀

ﾌｼﾞﾀ ﾕｳｷ

岡山県 Life Ride

821 1600724 榎本 耕大

ｴﾉﾓﾄ ｺｳﾀﾞｲ

滋賀県 Le Mont

822 1700862 林 建佑

ﾊﾔｼ ｹﾝｽｹ

愛知県 Ｙ’ｓ Ｒｏａｄ

－
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UNIVERS

第51回 JBCF 西日本ロードクラシック 広島大会 Day-1
【クラスタ：F レースレーティング：FF】29名
No. 選手ID
選手名
1

2017.06.23
ｶﾅ

登録地

ﾁｰﾑ名

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

23

1402320 藤田 桃花

ﾌｼﾞﾀ ﾓﾓｶ

大阪府 VC VELOCE

51

1301654 中原 恭恵

ﾅｶﾊﾗ ﾔｽｴ

広島県 JBCF J-FEMININ

89

1700021 周藤 真実

ｽﾄｳ ﾏﾐ

大阪府 チーム

93

1700003 明本 舞帆

ｱｹﾓﾄ ﾏﾎ

広島県 Team Kermis Cross

98

1602704 久木野 衣美

ｸｷﾉ ｴﾐ

鹿児島 TEAM YOU CAN

110 1600558 川上 唯

ｶﾜｶﾐ ﾕｲ

徳島県 徳島サイクルレーシング

118 1200505 簑原 由加利

ﾐﾉﾊﾗ ﾕｶﾘ

東京都 日本ろう自転車競技協会

119 1301628 早瀬 久美

ﾊﾔｾ ｸﾐ

神奈川 日本ろう自転車競技協会

125 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

126 1502651 谷江 史帆

ﾀﾆｴ ｼﾎ

福井県 バルバレーシングクラブ

127 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

129 1700511 島橋 由美子

ｼﾏﾊｼ ﾕﾐｺ

富山県 バルバレーシングクラブ

132 0800453 上田 順子

ｳｴﾀﾞ ｼﾞｭﾝｺ

京都府 BC.ANELLO

138 1600133 近藤 由美

ｺﾝﾄﾞｳ ﾕﾐ

福岡県 VC Fukuoka

139 1600364 田方 佐矢子

ﾀｶﾀ ｻﾔｺ

長崎県 VC Fukuoka

140 1700200 岩吉 ちひろ

ｲﾜﾖｼ ﾁﾋﾛ

福岡県 VC Fukuoka

141 1600652 福田 咲絵

ﾌｸﾀﾞ ｻｴ

神奈川 フィッツ

149 1502784 野口 佳子

ﾉｸﾞﾁ ｹｲｺ

東京都 FORCE

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

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

173 9700733 西 加南子

ﾆｼ ｶﾅｺ

千葉県 LUMINARIA

183 0900635 合田 祐美子

ｺﾞｳﾀﾞ ﾕﾐｺ

岡山県 BH BIORACER
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