
【クラスタ：E1　レースレーティング：B】　82名 2018.05.14

No. 選手ID 選手名 ｶﾅ 登録地 ﾁｰﾑ名
732 1000463 石井 祥平 ｲｼｲ ｼｮｳﾍｲ 神奈川 アーティファクトレーシングチーム

651 1600260 海老名 歩 ｴﾋﾞﾅ ｱﾕﾑ 東京都 アーティファクトレーシングチーム

652 1700238 武井 裕 ﾀｹｲ ﾕｳ 神奈川 アーティファクトレーシングチーム

653 0600524 森 一馬 ﾓﾘ ｶｽﾞﾏ 和歌山 AVANT GARDE

654 0400165 小嶋 元 ｺｼﾞﾏ ﾊｼﾞﾒ 愛知県 イナーメ信濃山形-EFT

655 1300056 比護 任 ﾋｺﾞ ｱﾀﾙ 大阪府 イナーメ信濃山形-EFT

656 0500349 井上 人志 ｲﾉｳｴ ﾋﾄｼ 滋賀県 VC VELOCE

657 0800194 上田 貴史 ｳｴﾀﾞ ﾀｶｼ 大阪府 VC VELOCE

658 1500068 小原 洋未 ｵﾊﾗ ﾋﾛﾐ 大阪府 VC VELOCE

659 9701872 近藤 智彦 ｺﾝﾄﾞｳ ﾄﾓﾋｺ 大阪府 VC VELOCE

660 1100274 藤田 耕志 ﾌｼﾞﾀ ﾀｶｼ 大阪府 VC VELOCE

661 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

662 1000909 阿部 耕一 ｱﾍﾞ ｺｳｲﾁ 栃木県 OYAMA STARPLEX

663 1200842 平野 真一 ﾋﾗﾉ ｼﾝｲﾁ 和歌山 紀ノ川DECOJA Racing

664 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

665 0901458 尾形 尚紀 ｵｶﾞﾀ ﾅｵｷ 埼玉県 サイタマサイクルプロジェクト

666 1400079 島田 英樹 ｼﾏﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ 大阪府 Ｓａｋａｔａｎｉ Ｒａｃｉｎｇ

667 1500414 谷口 勝 ﾀﾆｸﾞﾁ ｼｮｳ 大阪府 CWASPアタリ前田

668 1602598 玉田 旭 ﾀﾏﾀﾞ ｱｷﾗ 大阪府 CWASPアタリ前田

669 1301407 山崎 昌宣 ﾔﾏｻﾞｷ ｱｷﾉﾘ 大阪府 CWASPアタリ前田

670 0300357 一色 寛之 ｲｯｼｷ ﾋﾛﾕｷ 京都府 CIERVO NARA ELITE

671 1402214 藤田 隼也 ﾌｼﾞﾀ ｼﾞｭﾝﾔ 大阪府 ZIPPY CYCLE CLUB

672 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

673 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

674 0800023 和田山 尚史 ﾜﾀﾞﾔﾏ ﾀｶﾌﾐ 大阪府 侵略！！！

675 9901846 大倉 健一 ｵｵｸﾗ ｹﾝｲﾁ 東京都 セオレーシング

676 1200035 三上 勇輝 ﾐｶﾐ ﾕｳｷ 大阪府 SAUCE DEVELOPMENT

677 1800333 小林 亮 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳ 兵庫県 soleil de lest

678 1500375 齋藤 俊輔 ｻｲﾄｳ ｼｭﾝｽｹ 広島県 Team UKYO Reve

679 1500211 高橋 叶平 ﾀｶﾊｼ ｷｮｳﾍｲ 広島県 Team UKYO Reve

680 1600606 長谷川 彰浩 ﾊｾｶﾞﾜ ｱｷﾋﾛ 東京都 Team UKYO Reve

681 0700203 大島 正義 ｵｵｼﾏ ﾏｻﾖｼ 大阪府 チーム スクアドラ

682 1500025 佐藤 友飛 ｻﾄｳ ﾕｳﾄ 大阪府 チーム スクアドラ

683 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

684 0701435 谷岡 駿 ﾀﾆｵｶ ｼｭﾝ 大阪府 チーム スクアドラ

685 1100271 二川 和成 ﾆｶﾜ ｶｽﾞﾅﾘ 大阪府 チーム スクアドラ

686 1600502 宮本 訓寛 ﾐﾔﾓﾄ ｸﾆﾋﾛ 大阪府 チーム スクアドラ

687 1500026 山本 淳史 ﾔﾏﾓﾄ ｱﾂｼ 大阪府 チーム スクアドラ

688 1301684 廣本 凌也 ﾋﾛﾓﾄ ﾘｮｳﾔ 広島県 Team Kermis Cross

689 1100700 松本 秀一 ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 愛媛県 TEAM LUPPI

690 1100638 山岡 健人 ﾔﾏｵｶ ｹﾝﾄ 愛媛県 TEAM LUPPI

691 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

692 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

693 9701689 福田 透 ﾌｸﾀﾞ ﾄｵﾙ 滋賀県 ナカガワＡＳ・Ｋ’デザイン
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694 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

695 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

696 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

697 1500309 森川 晃行 ﾓﾘｶﾜ ｱｷﾕｷ 奈良県 ネクストリーム・うどん虹や

698 0701108 古谷 勇輝 ﾌﾙﾀﾆ ﾕｳｷ 大阪府 パナソニックレーシング

699 1501960 村井 寛 ﾑﾗｲ ﾋﾛｼ 大阪府 パナソニックレーシング

700 1201705 中屋 貴義 ﾅｶﾔ ﾀｶﾖｼ 高知県 パラティアムTOKYO

701 0001623 坂本 恵一 ｻｶﾓﾄ ｹｲｲﾁ 大阪府 BC.ANELLO

702 1201348 江川 哲治 ｴｶﾞﾜ ﾃﾂｼﾞ 福岡県 VC FUKUOKA（エリート）

703 1600244 野口 泰 ﾉｸﾞﾁ ﾔｽｼ 東京都 FORCE

704 1500217 八幡 光哉 ﾔﾊﾀ ﾐﾂﾔ 東京都 FORCE

705 1300050 村田 修 ﾑﾗﾀ ｵｻﾑ 大阪府 FortunaTredici

706 1600888 大澤 昌輝 ｵｵｻﾜ ﾏｻｷ 愛知県 BREZZA-KAMIHAGI

707 1602190 竹内 成 ﾀｹｳﾁ ﾅﾙ 香川県 ボンシャンス

708 1100857 日野 竜嘉 ﾋﾉ ﾀﾂﾖｼ 愛媛県 ボンシャンス

709 0901303 亀岡 晋也 ｶﾒｵｶ ｼﾝﾔ 愛媛県 masahikomifune.com CyclingTeam

710 0300335 松並 俊雄 ﾏﾂﾅﾐ ﾄｼｵ 大阪府 masahikomifune.com CyclingTeam

711 1400047 菅谷 修 ｽｶﾞﾔ ｵｻﾑ 東京都 MIVRO

712 1001917 小林 孝臣 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶｵﾐ 和歌山 ミルキーウェイ和歌山

713 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

714 0100287 衣本 始司 ｷﾇﾓﾄ ﾓﾄｼﾞ 京都府 八ヶ岳 CYCLING CLUB

715 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

716 1502478 神野 悠作 ｼﾞﾝﾉ ﾕｳｻｸ 大阪府 八ヶ岳 CYCLING CLUB

717 1701199 勝水 拓也 ｶﾂﾐｽﾞ ﾀｸﾔ 奈良県 EURO-WORKS Racing

718 1000714 佐々木 暖 ｻｻｷ ﾀﾞﾝ 奈良県 EURO-WORKS Racing

719 1100076 角田 光隆 ｽﾐﾀﾞ ﾐﾂﾀｶ 奈良県 EURO-WORKS Racing

720 1000285 背戸 貴之 ｾﾄ ﾀｶｼ 大阪府 EURO-WORKS Racing

721 1100087 田中 信行 ﾀﾅｶ ﾉﾌﾞﾕｷ 奈良県 EURO-WORKS Racing

722 1201366 宮地 孝行 ﾐﾔﾁ ﾀｶﾕｷ 大阪府 EURO-WORKS Racing

723 1001922 森 俊夫 ﾓﾘ ﾄｼｵ 奈良県 EURO-WORKS Racing

724 1600095 前村 悟 ﾏｴﾑﾗ ｻﾄﾙ 兵庫県 Life Ride

725 1702045 金子 隆亮 ｶﾈｺ ﾘｭｳｽｹ 大阪府 Rapha Cycling Club

726 1500253 石塚 将人 ｲｼﾂﾞｶ ﾏｻﾄ 千葉県 湾岸サイクリング・ユナイテッド

727 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

728 1702582 佐藤 竜也 ｻﾄｳ ﾀﾂﾔ 千葉県 湾岸サイクリング・ユナイテッド

729 1600457 嶋津 翔天 ｼﾏﾂﾞ ｹﾝﾀ 千葉県 湾岸サイクリング・ユナイテッド

730 1400095 土屋 幸生 ﾂﾁﾔ ﾕｷｵ 千葉県 湾岸サイクリング・ユナイテッド

731 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
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【クラスタ：F　レースレーティング：F】　21名 2018.05.14

No. 選手ID 選手名 ｶﾅ 登録地 ﾁｰﾑ名
751 1800035 小林 諒 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳ 京都府 VC VELOCE

752 1501099 中本 真弥 ﾅｶﾓﾄ ﾏﾔ 大阪府 VC VELOCE

753 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

754 1800071 久保田 夕夏 ｸﾎﾞﾀ ﾕｶ 大阪府 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

755 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

756 1800032 森本 保乃花 ﾓﾘﾓﾄ ﾎﾉｶ 大阪府 TEAM　all out

757 1500022 安藤 奏子 ｱﾝﾄﾞｳ ｶﾅｺ 大阪府 チーム スクアドラ

758 1700537 宮本 奏穂 ﾐﾔﾓﾄ ｶﾅﾎ 大阪府 チーム スクアドラ

759 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

760 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

761 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

762 1500188 原田 悦子 ﾊﾗﾀﾞ ｴﾂｺ 徳島県 チーム　ゼロ　ウノ　フロンティア

763 1600018 堀江 みちこ ﾎﾘｴ ﾐﾁｺ 大阪府 チーム　アベノバ

764 1502784 野口 佳子 ﾉｸﾞﾁ ｹｲｺ 東京都 チームブリヂストンサイクリング

765 1100515 前島 律子 ﾏｴｼﾞﾏ ﾘﾂｺ 東京都 チバポンズ

766 0801246 中村 妃智 ﾅｶﾑﾗ ｷｻﾄ 千葉県 日本写真判定株式会社

767 0800153 宮田 菜摘 ﾐﾔﾀ ﾅﾂﾐ 岐阜県 フィトンチッドＲＴ

768 0501522 北野 寿枝 ｷﾀﾉ ﾋｻｴ 広島県 voyAge cycling team

769 1502195 藤原 優子 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｳｺ 兵庫県 EURO-WORKS Racing

770 1101522 伊藤 杏菜 ｲﾄｳ ｱﾝﾅ 栃木県 Live GARDEN BICI STELLE

771 1000589 吉川 美穂 ﾖｼｶﾜ ﾐﾎ 和歌山 Live GARDEN BICI STELLE
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