
【クラスタ：E1　レースレーティング：B】　51名 2018.05.01

No. 選手ID 選手名 ｶﾅ 登録地 ﾁｰﾑ名
781 9700734 井上 登士哉 ｲﾉｳｴ ﾄｼﾔ 愛媛県 VC VELOCE

782 0500349 井上 人志 ｲﾉｳｴ ﾋﾄｼ 滋賀県 VC VELOCE

783 0800194 上田 貴史 ｳｴﾀﾞ ﾀｶｼ 大阪府 VC VELOCE

784 1500068 小原 洋未 ｵﾊﾗ ﾋﾛﾐ 大阪府 VC VELOCE

785 1502726 松浦 正己 ﾏﾂｳﾗ ﾏｻｷ 広島県 エキップ　ティラン

786 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

787 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

788 1301407 山崎 昌宣 ﾔﾏｻﾞｷ ｱｷﾉﾘ 大阪府 CWASPアタリ前田

789 0300357 一色 寛之 ｲｯｼｷ ﾋﾛﾕｷ 京都府 CIERVO NARA ELITE

790 9901846 大倉 健一 ｵｵｸﾗ ｹﾝｲﾁ 東京都 セオレーシング

791 1501770 岩本 克也 ｲﾜﾓﾄ ｶﾂﾔ 山口県 Team UKYO Reve

792 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

793 1500505 築山 元樹 ﾂｷﾔﾏ ｹﾞﾝｷ 岡山県 Team Grandi Petit

794 0300992 田仲 康矢 ﾀﾅｶ ｺｳﾔ 沖縄県 チームGINRIN熊本

795 1001823 上手 勇輝 ｶﾐﾃ ﾕｳｷ 広島県 Team Kermis Cross

796 1500173 中川 泰我 ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｲｶﾞ 広島県 Team Kermis Cross

797 1301684 廣本 凌也 ﾋﾛﾓﾄ ﾘｮｳﾔ 広島県 Team Kermis Cross

798 1301690 藤野 竜弥 ﾌｼﾞﾉ ﾀﾂﾔ 広島県 Team Kermis Cross

799 1100700 松本 秀一 ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 愛媛県 TEAM LUPPI

800 1100638 山岡 健人 ﾔﾏｵｶ ｹﾝﾄ 愛媛県 TEAM LUPPI

801 0000251 佐々木 健 ｻｻｷ ﾀｹｼ 愛知県 天狗党

803 0600048 奥野 浩和 ｵｸﾉ ﾋﾛｶｽﾞ 大阪府 ナカガワＡＳ・Ｋ’デザイン

804 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

805 1501960 村井 寛 ﾑﾗｲ ﾋﾛｼ 大阪府 パナソニックレーシング

806 1201705 中屋 貴義 ﾅｶﾔ ﾀｶﾖｼ 高知県 パラティアムTOKYO

807 0001623 坂本 恵一 ｻｶﾓﾄ ｹｲｲﾁ 大阪府 BC.ANELLO

808 1201348 江川 哲治 ｴｶﾞﾜ ﾃﾂｼﾞ 福岡県 VC FUKUOKA（エリート）

809 1500192 白井 真人 ｼﾗｲ ﾏｻﾄ 東京都 FORCE

810 1500217 八幡 光哉 ﾔﾊﾀ ﾐﾂﾔ 東京都 FORCE

812 1100857 日野 竜嘉 ﾋﾉ ﾀﾂﾖｼ 愛媛県 ボンシャンス

813 0901303 亀岡 晋也 ｶﾒｵｶ ｼﾝﾔ 愛媛県 masahikomifune.com CyclingTeam

814 1400047 菅谷 修 ｽｶﾞﾔ ｵｻﾑ 東京都 MIVRO

815 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

816 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

817 1000714 佐々木 暖 ｻｻｷ ﾀﾞﾝ 奈良県 EURO-WORKS Racing

818 1100076 角田 光隆 ｽﾐﾀﾞ ﾐﾂﾀｶ 奈良県 EURO-WORKS Racing

819 1501497 皿谷 宏人 ｻﾗｶﾞｲ ﾋﾛﾄ 広島県 エキップ　ティラン

820 0401579 伊藤 翔吾 ｲﾄｳ ｼｮｳｺﾞ 広島県 eNShare Cycling Team

821 1500397 堀川 滉太 ﾎﾘｶﾜ ｺｳﾀ 岡山県 関西高等学校

822 1500375 齋藤 俊輔 ｻｲﾄｳ ｼｭﾝｽｹ 広島県 Team UKYO Reve

823 1100565 宮田 久生 ﾐﾔﾀ ﾋｻｵ 広島県 Team UKYO Reve

824 1100271 二川 和成 ﾆｶﾜ ｶｽﾞﾅﾘ 大阪府 チーム スクアドラ

825 1600071 柳楽 諭 ﾅｷﾞﾗ ｻﾄｼ 広島県 Team Kermis Cross

826 1400602 岩切 弘輝 ｲﾜｷﾘ ﾋﾛｷ 大分県 津末レーシング

827 1800239 松田 真和 ﾏﾂﾀﾞ ﾏｻｶｽﾞ 福岡県 VC FUKUOKA（エリート）

828 1700212 満上 亘 ﾐﾂｶﾐ ﾜﾀﾙ 福岡県 VC FUKUOKA（エリート）
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829 1502247 横手 徳広 ﾖｺﾃ ﾄｸﾋﾛ 福岡県 voyAge cycling team

830 1602190 竹内 成 ﾀｹｳﾁ ﾅﾙ 香川県 ボンシャンス

831 1702976 中森 雅人 ﾅｶﾓﾘ ﾏｻﾄ 大阪府 EURO-WORKS Racing

832 1001922 森 俊夫 ﾓﾘ ﾄｼｵ 奈良県 EURO-WORKS Racing

833 1702045 金子 隆亮 ｶﾈｺ ﾘｭｳｽｹ 大阪府 Rapha Cycling Club
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【クラスタ：E2　レースレーティング：C】　43名 2018.05.01

No. 選手ID 選手名 ｶﾅ 登録地 ﾁｰﾑ名
851 0800023 和田山 尚史 ﾜﾀﾞﾔﾏ ﾀｶﾌﾐ 大阪府 侵略！！！

852 1600352 服平 和樹 ﾌｸﾍﾞ ｶｽﾞｷ 大分県 SAUCE DEVELOPMENT

853 1500603 森本 玄達 ﾓﾘﾓﾄ ﾋﾛﾐﾁ 岡山県 SAUCE DEVELOPMENT

854 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

855 0700204 大原 勇生 ｵｵﾊﾗ ﾕｳｷ 大阪府 チーム スクアドラ

857 1502466 井上 健志 ｲﾉｳｴ ﾀｹｼ 熊本県 チームGINRIN熊本

858 1400295 大森 健一 ｵｵﾓﾘ ｹﾝｲﾁ 広島県 Team Kermis Cross

859 1600075 坂川 達行 ｻｶｶﾞﾜ ﾀﾂﾕｷ 広島県 Team Kermis Cross

860 1400292 富永 将宇 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾏｻﾀｶ 広島県 Team Kermis Cross

861 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

862 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

863 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

864 1700538 八木 健太 ﾔｷﾞ ｹﾝﾀ 高知県 徳島サイクルレーシング

865 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

866 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

867 1001247 大村 英哉 ｵｵﾑﾗ ﾌｻﾔ 熊本県 ﾊﾟｰﾌﾟﾙﾓﾝｷｰ

869 1400291 渡部 譲二 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｮｳｼﾞ 広島県 voyAge cycling team

870 1400276 小林 慎也 ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾝﾔ 兵庫県 モジュマ  エリアゼロナナゴ

871 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

872 1502478 神野 悠作 ｼﾞﾝﾉ ﾕｳｻｸ 大阪府 八ヶ岳 CYCLING CLUB

873 0801454 井上 無我 ｲﾉｳｴ ﾑｶﾞ 山口県 山口県自転車競技連盟・GRP

874 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・GRP

875 0800054 湧川 将樹 ﾜｸｶﾞﾜ ﾏｻｷ 山口県 山口県自転車競技連盟・GRP

876 1300697 中村 邦男 ﾅｶﾑﾗ ｸﾆｵ 長崎県 ウィズラン

877 1700036 早苗 拓海 ｻﾅｴ ﾀｸﾐ 広島県 エキップ　ティラン

878 1800722 鹿内 勇佑 ｼｶﾅｲ ﾕｳｽｹ 広島県 eNShare Cycling Team

879 0300650 山口 忠行 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾀﾞﾕｷ 広島県 eNShare Cycling Team

880 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

881 1301468 山本 修司 ﾔﾏﾓﾄ ｼｭｳｼﾞ 大阪府 Ｓａｋａｔａｎｉ Ｒａｃｉｎｇ

882 1502126 杭田 翔太 ｸｴﾀﾞ ｼｮｳﾀ 岡山県 SAUCE DEVELOPMENT

883 1100305 磯田 竜介 ｲｿﾀﾞ ﾘｭｳｽｹ 香川県 Tyrell Kagawa Racing

884 1700039 松原 陸 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾘｸ 広島県 Team UKYO Reve

885 1601815 松尾 利仁 ﾏﾂｵ ﾄｼﾋﾄ 福岡県 Team Sciroco

886 1201903 杉村 敏章 ｽｷﾞﾑﾗ ﾄｼｱｷ 愛媛県 チーム大永山

887 0900954 田内 康裕 ﾀｳﾁ ﾔｽﾋﾛ 愛媛県 チーム大永山

888 9702601 津末 浩平 ﾂｽｴ ｺｳﾍｲ 大分県 津末レーシング

889 1600120 山本 健太郎 ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝﾀﾛｳ 高知県 徳島サイクルレーシング

890 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

891 1400705 森野 裕太 ﾓﾘﾉ ﾕｳﾀ 山口県 ネクストリーム・うどん虹や

892 1500347 川上 豪仁 ｶﾜｶﾐ ﾀｹﾋﾄ 福岡県 Ｂｌｕｅ Ｇｒａｓｓ

893 1601622 野間田 一浩 ﾉﾏﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 和歌山  ミルキーウェイ和歌山

894 0100423 真鍋 英祐 ﾏﾅﾍﾞ ｴｲｽｹ 山口県 山口県自転車競技連盟・GRP

895 1600517 清水 寧久 ｼﾐｽﾞ ﾔｽﾋｻ 奈良県 EURO-WORKS Racing
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【クラスタ：E3　レースレーティング：D】　77名 2018.05.01

No. 選手ID 選手名 ｶﾅ 登録地 ﾁｰﾑ名
901 1800085 池川 辰哉 ｲｹｶﾞﾜ ﾀﾂﾔ 大阪府 VC VELOCE

903 1700755 城本 成司 ｼﾛﾓﾄ ｾｲｼﾞ 広島県 エキップ　ティラン

904 1501905 曹 栩銘 ｿｳ ｸﾒｲ 広島県 エキップ　ティラン

905 1800245 近森 亮 ﾁｶﾓﾘ ﾘｮｳ 広島県 エキップ　ティラン

906 1800229 脇本 貴尉 ﾜｷﾓﾄ ﾀｶﾔｽ 広島県 eNShare Cycling Team

907 1402338 比良 和巳 ﾋﾗ ｶｽﾞﾐ 鹿児島 セレクシオン南九州

908 1001161 大瀬戸 芳和 ｵｵｾﾄ ﾖｼｶｽﾞ 東京都 竹芝サイクルレーシング

909 1600006 石橋 征司 ｲｼﾊﾞｼ ｾｲｼﾞ 大阪府 TEAM　all out

910 1800259 中尾  敦司 ﾅｶｵ  ｱﾂｼ 岡山県 Team Grandi Petit

912 1400501 蓑田 幸作 ﾐﾉﾀﾞ ｺｳｻｸ 熊本県 チームGINRIN熊本

913 1703509 伊藤 涼介 ｲﾄｳ ﾘｮｳｽｹ 広島県 Team Kermis Cross

914 1501045 木原 与志寛 ｷﾊﾗ ﾖｼﾋﾛ 広島県 Team Kermis Cross

915 1400290 坂井 誠臣 ｻｶｲ ﾏｻｵﾐ 広島県 Team Kermis Cross

916 1600345 重本 明彦 ｼｹﾞﾓﾄ ｱｷﾋｺ 山口県 Team Kermis Cross

917 1700026 中西 啓太 ﾅｶﾆｼ ｹｲﾀ 大阪府 パナソニックレーシング

919 1700367 細川 貴弘 ﾎｿｶﾜ ﾀｶﾋﾛ 岡山県 voyAge cycling team

920 9802484 植木 康文 ｳｴｷ ﾔｽﾌﾐ 山口県 山口県自転車競技連盟・GRP

921 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・GRP

922 1700388 平井 貴志 ﾋﾗｲ ﾀｶｼ 山口県 山口県自転車競技連盟・GRP

923 1800265 福田 健一 ﾌｸﾀﾞ ｹﾝｲﾁ 山口県 山口県自転車競技連盟・GRP

924 1800202 森 悠太 ﾓﾘ ﾕｳﾀ 山口県 山口県自転車競技連盟・GRP

926 1800203 吉岡 潤 ﾖｼｵｶ ｼﾞｭﾝ 岡山県 湾岸サイクリング・ユナイテッド

927 1800187 井上 尚也 ｲﾉｳｴ ﾅｵﾔ 広島県 Aki Rising Bicycle team

928 1700685 菅村 篤 ｽｶﾞﾑﾗ ｱﾂｼ 広島県 Aki Rising Bicycle team

929 1402238 園田 康訓 ｿﾉﾀﾞ ﾔｽﾉﾘ 長崎県 ウィズラン

930 1702163 麻生 裕也 ｱｿｳ ﾋﾛﾔ 広島県 エキップ　ティラン

931 1800410 岩崎 啓太 ｲﾜｻｷ ｹｲﾀ 広島県 エキップ　ティラン

932 1801335 上野 瑞貴 ｳｴﾉ ﾐｽﾞｷ 広島県 エキップ　ティラン

933 1700668 高野 裕樹 ﾀｶﾉ ﾕｳｷ 広島県 エキップ　ティラン

934 1801461 松浦 広明 ﾏﾂｳﾗ ﾋﾛｱｷ 広島県 エキップ　ティラン

935 1702984 柴田 湧斗 ｼﾊﾞﾀ ﾕｳﾄ 愛媛県 エキップユーレーシング

936 1300631 岩本 真樹 ｲﾜﾓﾄ ﾏｻｷ 島根県 eNShare Cycling Team

937 0400883 香川 祐太 ｶｶﾞﾜ ﾕｳﾀ 広島県 eNShare Cycling Team

938 1500390 小林 達也 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾂﾔ 広島県 eNShare Cycling Team

939 1800116 西本 泰己 ﾆｼﾓﾄ ﾀｲｷ 広島県 eNShare Cycling Team

940 1800188 頼政 弥弘 ﾖﾘﾏｻ ﾐﾂﾋﾛ 広島県 eNShare Cycling Team

941 1701237 後藤 大輝 ｺﾞﾄｳ ﾀﾞｲｷ 大分県 SAUCE DEVELOPMENT

942 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

943 0500685 清水 一弘 ｼﾐｽﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 富山県 Team UKYO Reve

944 1700001 村岡 耕吉 ﾑﾗｵｶ ｺｳｷﾁ 広島県 Team UKYO Reve

945 1301678 早稲田 亮太 ﾜｾﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 広島県 Team UKYO Reve

946 1800028 佐藤 俊雄 ｻﾄｳ ﾄｼｵ 兵庫県 TEAM　all out

947 1800057 中村 将也 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾔ 大阪府 TEAM　all out

948 1700727 佐藤 弘章 ｻﾄｳ ﾋﾛｱｷ 大阪府 チーム　アベノバ

949 1800569 石原 滉二郎 ｲｼﾊﾗ ｺｳｼﾞﾛｳ 広島県 Team Kermis Cross

950 1801489 太田 敬士 ｵｵﾀ ｹｲｼ 広島県 Team Kermis Cross
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951 1401175 北尾 海斗 ｷﾀｵ ｶｲﾄ 広島県 Team Kermis Cross

952 1800779 熊代 大輝 ｸﾏｼﾛ ﾀﾞｲｷ 広島県 Team Kermis Cross

953 9702947 坂村 陽平 ｻｶﾑﾗ ﾖｳﾍｲ 広島県 Team Kermis Cross

954 1800047 笹原 純平 ｻｻﾊﾗ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 広島県 Team Kermis Cross

955 1800247 田村 悠人 ﾀﾑﾗ ﾕｳﾄ 広島県 Team Kermis Cross

956 1703457 西川 大介 ﾆｼｶﾜ ﾀﾞｲｽｹ 広島県 Team Kermis Cross

957 1800204 安田 拓也 ﾔｽﾀﾞ ﾀｸﾔ 広島県 Team Kermis Cross

958 JB18366 岸本 昌憲 ｷｼﾓﾄ ﾏｻﾉﾘ 大分県 Team Sciroco

959 1700735 西嶋 康二郎 ﾆｼｼﾞﾏ ｺｳｼﾞﾛｳ 大分県 Team Sciroco

960 1601816 橋爪 佑輔 ﾊｼﾂﾞﾒ ﾕｳｽｹ 福岡県 Team Sciroco

961 1800230 片岡 祐貴 ｶﾀｵｶ ﾕｳｷ 愛媛県 チーム大永山

962 1000248 佐崎 拓郎 ｻｻﾞｷ ﾀｸﾛｳ 愛媛県 チーム大永山

963 1700102 高橋 学 ﾀｶﾊｼ ﾏﾅﾌﾞ 広島県 ＴＮＧレーシング広島

964 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

965 1800268 三屋田 健介 ﾐﾔﾀ ｹﾝｽｹ 徳島県 徳島サイクルレーシング

966 1700369 小竹守 敦哉 ｺﾀｹﾓﾘ ｱﾂﾔ 岡山県 TRAILBLAZER

967 1200387 老 昭浩 ｵｲ ｱｷﾋﾛ 大阪府 ナカガワＡＳ・Ｋ’デザイン

968 0200998 小賀野 晃 ｵｶﾞﾉ ｱｷﾗ 滋賀県 ナカガワＡＳ・Ｋ’デザイン

969 1600363 赤木 亮介 ｱｶｷﾞ ﾘｮｳｽｹ 長崎県 ﾈｽﾄ ﾅｶﾞｻｷ

970 1801145 下山 貴司 ｼﾓﾔﾏ ﾀｶｼ 長崎県 ﾈｽﾄ ﾅｶﾞｻｷ

971 1800744 濱田 剛志 ﾊﾏﾀﾞ ﾂﾖｼ 長崎県 ﾈｽﾄ ﾅｶﾞｻｷ

972 1301940 廣田 力也 ﾋﾛﾀ ﾘｷﾔ 長崎県 ﾈｽﾄ ﾅｶﾞｻｷ

973 1601945 福島 寛史 ﾌｸｼﾏ ﾋﾛｼ 岡山県 パラティアムTOKYO

974 1700198 川口 照悟 ｶﾜｸﾞﾁ ｼｮｳｺﾞ 福岡県 ＰＡＲＡＢＯＬＡイワイシーガル

975 1701966 中村 典 ﾅｶﾑﾗ ﾂｶｻ 福岡県 VC FUKUOKA（エリート）

976 1703117 山田 悠斗 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾄ 福岡県 VC FUKUOKA（エリート）

977 1800790 Liew William ﾘｭｰ ｳｨﾙ 福岡県 VC FUKUOKA（エリート）

978 1800115 有元 寛貴 ｱﾘﾓﾄ ﾋﾛｷ 広島県 voyAge cycling team

979 1800233 高杉 知希 ﾀｶｽｷﾞ ﾄﾓｷ 広島県 voyAge cycling team

980 0500928 堀田 大輔 ﾎｯﾀ ﾀﾞｲｽｹ 愛媛県 MONTA Racing Team

981 1700323 坂本 恭平 ｻｶﾓﾄ ｷｮｳﾍｲ 京都府 UNIVERS
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【クラスタ：F　レースレーティング：F】　6名 2018.05.01

No. 選手ID 選手名 ｶﾅ 登録地 ﾁｰﾑ名
991 1800032 森本 保乃花 ﾓﾘﾓﾄ ﾎﾉｶ 大阪府 TEAM　all out

992 1500022 安藤 奏子 ｱﾝﾄﾞｳ ｶﾅｺ 大阪府 チーム スクアドラ

994 1602704 久木野 衣美 ｸｷﾉ ｴﾐ 鹿児島 TEAM YOU CAN

995 1500393 中里 友香 ﾅｶｻﾞﾄ ﾕｶ 広島県 eNShare Cycling Team

996 1600018 堀江 みちこ ﾎﾘｴ ﾐﾁｺ 大阪府 チーム　アベノバ

997 1800102 早瀬 恵子 ﾊﾔｾ ｹｲｺ 広島県 voyAge cycling team

第7回 JBCF きらら浜クリテリウム
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