
【クラスタ︓E3　1組目　レースレーティング︓D 】 25名 2017.10.17
No. 選手ID 選手名 ｶﾅ 登録地 ﾁｰﾑ名
603 1700412 廣政 哲治 ﾋﾛﾏｻ ﾃﾂｼﾞ 神奈川 ＶＩＶＡ☆ＺＡＰＰＥＩ極
609 1101767 ⼩林 研太 ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝﾀ 北海道 NSR
612 1700538 八木 健太 ﾔｷﾞ ｹﾝﾀ 高知県 サイクルワークスＴＴ
614 1600118 原⽥ 龍⼀ ﾊﾗﾀﾞ ﾘｭｳｲﾁ 高知県 サイクルワークスＴＴ
619 1701966 中村 典 ﾅｶﾑﾗ ﾂｶｻ 福岡県 セレクシオン南九州
623 1700001 村岡 耕吉 ﾑﾗｵｶ ｺｳｷﾁ 広島県 Team UKYO Reve
626 1602048 ⻄岡 靖記 ﾆｼｵｶ ﾔｽｷ 広島県 Team Kermis Cross
628 1601009 松岡 陽平 ﾏﾂｵｶ ﾖｳﾍｲ 岡山県 チーム・ケンズ
632 1702977 大岡 佑誠 ｵｵｵｶ ﾕｳｾｲ 愛媛県 TEAM LUPPI
634 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
636 1301676 上⽻ 拓郎 ｳｴﾊﾞ ﾀｸﾛｳ 兵庫県 TRAILBLAZER
642 1600765 永⽥ 豪 ﾅｶﾞﾀ ｺﾞｳ 千葉県 Blanche Racing Team
644 1700368 高⽥ 玲 ﾀｶﾀ ﾚｲ 岡山県 ボンシャンス
646 1700546 中⽥ ⾠朗 ﾅｶﾀ ﾀﾂﾛｳ 山口県 山口県⾃転⾞競技連盟
648 1300523 植⽥ 良 ｳｴﾀ ﾘｮｳ 徳島県 UNIVERS
651 1701092 間所 洋 ﾏﾄﾞｺﾛ ﾋﾛｼ 広島県 Aki Rising Bicycle team
653 1702115 坂上 統 ｻｶｶﾞﾐ ｱﾂﾑ 兵庫県 ウオズミサイクルレーシング
655 0400883 香川 祐太 ｶｶﾞﾜ ﾕｳﾀ 広島県 eNShare Cycling Team
657 0000121 三谷 均 ﾐﾀﾆ ﾋﾄｼ 山口県 Tyrell Kagawa Racing
659 1600345 重本 明彦 ｼｹﾞﾓﾄ ｱｷﾋｺ 山口県 Team Kermis Cross
661 1700048 村上 智昭 ﾑﾗｶﾐ ﾄﾓｱｷ 広島県 Team Kermis Cross
663 0900954 ⽥内 康裕 ﾀｳﾁ ﾔｽﾋﾛ 愛媛県 チーム大永山
665 1502722 山本 康雄 ﾔﾏﾓﾄ ﾔｽｵ 神奈川 パラティアムTOKYO
667 1700044 野村 和弘 ﾉﾑﾗ ｶｽﾞﾋﾛ 広島県 備北
669 1300490 時繁 佑舞 ﾄｷｼｹﾞ ﾕｳﾏ 山口県 山口県⾃転⾞競技連盟
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【クラスタ︓E3　2組目レースレーティング︓D 】 26名 2017.10.17
No. 選手ID 選手名 ｶﾅ 登録地 ﾁｰﾑ名
605 1703353 植⽥ 恒平 ｳｴﾀﾞ ｺｳﾍｲ 兵庫県 ウオズミサイクルレーシング
608 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
611 1402287 井上 陽⼆郎 ｲﾉｳｴ ﾖｳｼﾞﾛｳ 東京都 GYOTOKU TEAM OF RACING
613 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
618 1200439 古東 克敏 ｺﾄｳ ｶﾂﾄｼ 千葉県 セオレーシング
621 1502667 藤原 慶之 ﾌｼﾞﾊﾗ ﾖｼﾕｷ 京都府 SAUCE DEVELOPMENT
625 1300385 古川 哲也 ﾌﾙｶﾜ ﾃﾂﾔ 大阪府 チーム ＷＥＡＥＫＥＮＤ
627 1500484 ⼩口 瞳史 ｵｸﾞﾁ ﾋﾄｼ 北海道 Team Kermis Cross
631 1000248 佐崎 拓郎 ｻｻﾞｷ ﾀｸﾛｳ 愛媛県 チーム大永山
633 1703002 正岡 紀吏 ﾏｻｵｶ ｷﾘ 愛媛県 TEAM LUPPI
635 1600561 ⻄野 雅⽂ ﾆｼﾉ ﾏｻﾌﾐ 徳島県 徳島サイクルレーシング
638 1000211 ⾺場 克⾏ ﾊﾞﾊﾞ ｶﾂﾕｷ 神奈川 HIRAKO.mode
641 1600764 大澤 勇 ｵｵｻﾜ ｲｻﾑ 千葉県 Blanche Racing Team
643 1700039 松原 陸 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾘｸ 広島県 voyAge cycling team
647 1700388 平井 貴志 ﾋﾗｲ ﾀｶｼ 山口県 山口県⾃転⾞競技連盟
650 1600153 山名 拳太郎 ﾔﾏﾅ ｹﾝﾀﾛｳ 和歌山 LALPE KF RACING
652 1700685 菅村 篤 ｽｶﾞﾑﾗ ｱﾂｼ 広島県 Aki Rising Bicycle team
654 1300631 岩本 真樹 ｲﾜﾓﾄ ﾏｻｷ 島根県 eNShare Cycling Team
656 1600433 ⽥中 滉介 ﾀﾅｶ ｺｳｽｹ 広島県 SAUCE DEVELOPMENT
658 1201661 梶谷 明直 ｶｼﾞﾀﾆ ｱｷﾅｵ 岡山県 ﾁｰﾑ 岡山
660 1001823 上手 勇輝 ｶﾐﾃ ﾕｳｷ 広島県 Team Kermis Cross
662 9702947 坂村 陽平 ｻｶﾑﾗ ﾖｳﾍｲ 広島県 Team Kermis Cross
664 1502717 大川 和哉 ｵｵｶﾜ ｶｽﾞﾔ 東京都 パラティアムTOKYO
666 1601945 福島 寛史 ﾌｸｼﾏ ﾋﾛｼ 岡山県 パラティアムTOKYO
668 1700861 橋本 健太 ﾊｼﾓﾄ ｹﾝﾀ 広島県 備北
670 1702976 中森 雅人 ﾅｶﾓﾘ ﾏｻﾄ 奈良県 EURO-WORKS Racing
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