
【クラスタ︓P1  グレード︓シルバー】 16チーム 92名  2019/7/25
発⾛順 発⾛時間 チーム名 No JCF ID ⽒名 カナ 登録地

1 12:30:00 361 1501112 ⼩笠原 匠海 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾀｸﾐ 東京
362 1201640 蠣崎 優仁 ｶｷｻﾞｷ ﾕｳｼﾞﾝ 静岡
363 1700059 平井 光介 ﾋﾗｲ ｺｳｽｹ ⼭梨
364 1500848 松⽥ 祥位 ﾏﾂﾀﾞｼｮｳｲ ｼｮｳｲ 岐⾩
365 1601077 湯浅 博貴 ﾕｱｻ ﾋﾛﾀｶ 埼⽟

2 12:32:00 301 1400279 宇⽥川 陽平 ｳﾀﾞｶﾞﾜ ﾖｳﾍｲ 千葉
302 1600445 平塚 佑亮 ﾋﾗﾂｶ ﾕｳｽｹ 栃⽊
303 1401959 佐藤 遼 ｻﾄｳ ﾘｮｳ 東京
305 1700565 本⽥ 将⽮ ﾎﾝﾀﾞ ﾏｻﾔ 栃⽊
306 0300866 渡邊 正光 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾐﾂ JPCA

3 12:34:00 201 0900655 ⾼⽊ 三千成 ﾀｶｷﾞ ﾐﾁﾅﾘ 埼⽟
202 0801515 伊藤 舜紀 ｲﾄｳ ｼｭﾝｷ 北海道
203 1400265 野宮 ⼀朗 ﾉﾐﾔ ｲﾁﾛｳ 栃⽊
204 1101875 藤⽥ 涼平 ﾌｼﾞﾀ ﾘｮｳﾍｲ 埼⽟
205 1501888 海野 晋作 ｳﾐﾉ ｼﾝｻｸ 東京
206 1600413 ⻑⽥ 華⼭ ﾅｶﾞﾀ ｶｻﾞﾝ 栃⽊

4 13:00:00 281 9800459 ⼩畑 郁 ｵﾊﾞﾀ ｶｵﾙ 東京
283 1602063 松島 拓⼈ ﾏﾂｼﾏ ﾀｸﾄ 神奈川
284 0900524 渡邊 聡 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾄｼ 神奈川
285 1500427 松井 敏⽂ ﾏﾂｲ ﾄｼﾌﾐ 埼⽟
286 1700593 荒瀧 隆公 ｱﾗﾀｷ ﾀｶﾋﾄ 東京
287 0200172 平林 昌樹 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾏｻｷ 神奈川

5 13:02:00 321 0800639 河賀 雄⼤ ｶｶﾞ ﾕｳﾀﾞｲ 広島
322 0901489 ⽔野 恭兵 ﾐｽﾞﾉ ｷｮｳﾍｲ ⼭梨
323 1700821 井上 ⽂成 ｲﾉｳｴ ﾌﾐﾅﾘ 岡⼭
324 0210120 佐藤 利英 ｻﾄｳ ﾄｼﾋﾃﾞ 岩⼿
325 1200698 岡部 祐太 ｵｶﾍﾞ ﾕｳﾀ 広島
328 1300766 茂越 ⿓哉 ﾓｺﾞｴ ﾀﾂﾔ 兵庫

6 13:04:00 261 1201592 阿部 航⼤ ｱﾍﾞ ｺｳﾀﾞｲ 栃⽊
262 1300075 佐川 祐太 ｻｶﾞﾜ ﾕｳﾀ 埼⽟
263 0901551 ⽔間 健 ﾐｽﾞﾏ ﾀｹｼ 栃⽊
264 1602074 半⽥ ⼦⻯ ﾊﾝﾀﾞ ｼﾘｭｳ 栃⽊
265 1502782 森崎 健⾂ ﾓﾘｻｷ ｹﾝｼﾝ 栃⽊
401 1300346 河合 貴明 ｶﾜｲ ﾀｶｱｷ 新潟

7 13:30:00 241 0601273 松⽊ 健治 ﾏﾂｷ ｹﾝｼﾞ 京都
242 1000428 佐藤 信哉 ｻﾄｳ ｼﾝﾔ 福岡
246 1601992 前原 直幸 ﾏｴﾊﾞﾗ ﾅｵﾕｷ ⼤阪
247 1500217 ⼋幡 光哉 ﾔﾊﾀ ﾐﾂﾔ 東京
248 1700238 武井 裕 ﾀｹｲ ﾕｳ 神奈川
402 1100350 加納 篤 ｶﾉｳ ｱﾂｼ 栃⽊

8 13:32:00 221 0901755 野⼝ 悠真 ﾉｸﾞﾁ ﾕｳﾏ 東京
222 0600568 ⽔野 貴⾏ ﾐｽﾞﾉ ﾀｶﾕｷ 愛知
223 9702834 中村 ⽂武 ﾅｶﾑﾗ ﾌﾐﾀｹ 東京
225 1200031 ⾼橋 伸成 ﾀｶﾊｼ ﾉﾌﾞｼｹﾞ 静岡
230 9702852 藤⽥ 勉 ﾌｼﾞﾀ ﾂﾄﾑ 東京
231 1100038 ⾹⻄ 真介 ｺｳｻﾞｲ ｼﾝｽｹ 神奈川

9 13:34:00 101 1601347 岩瀬 照 ｲﾜｾ ｼｮｳ 新潟
102 1000394 岸 崇仁 ｷｼ ﾀｶﾋﾄ 茨城
103 0801747 才⽥ 直⼈ ｻｲﾀ ﾅｵﾄ 宮城
104 1602702 中川 由⼈ ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳﾄ 神奈川
105 9701240 宮澤 崇史 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾀｶｼ JPCA
106 1001902 ⽶⾕ 隆志 ﾖﾈﾀﾆ ﾀｶｼ 東京
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10 14:00:00 81 0500716 飯野 智⾏ ｲｲﾉ ﾄﾓﾕｷ 栃⽊
82 1201451 下島 将輝 ｼﾓｼﾞﾏ ﾏｻｷ 兵庫
83 1100580 樋⼝ 峻明 ﾋｸﾞﾁ ﾀｶｱｷ 神奈川
84 1301587 柴⽥ 雅之 ｼﾊﾞﾀ ﾏｻﾕｷ 京都
85 1201591 中村 魁⽃ ﾅｶﾑﾗ ｶｲﾄ 栃⽊
86 1300365 ⼩野寺 慶 ｵﾉﾃﾞﾗ ｹｲ 栃⽊

11 14:02:00 122 1101679 佐野 千尋 ｻﾉ ﾁﾋﾛ 北海道
127 0501593 内野 直也 ｳﾁﾉ ﾅｵﾔ 埼⽟
130 0901542 北野 普識 ｷﾀﾉ ﾕｷﾉﾘ 東京
132 1000725 ポール ソールズベリー ﾎﾟｰﾙ ｿｰﾙｽﾞﾍﾞﾘｰ 東京
135 6034578 サリオ ルーカス ｻﾘｵ ﾙｰｶｽ フランス

136 1502527 ⼩⼭ 智也 ｺﾔﾏ ﾄﾓﾔ ⼤阪
12 14:04:00 141 0600791 藤岡 克磨 ﾌｼﾞｵｶ ｶﾂﾏ 徳島

142 1000720 ⾺渡 伸弥 ﾏﾜﾀﾘ ｼﾝﾝﾔ 東京
144 1200034 ⽩川 幸希 ｼﾗｶﾜ ｺｳｷ 岡⼭
145 1400374 ⾕ 順成 ﾀﾆ ｼﾞｭﾝｾｲ 岐⾩
146 1201456 中川 智 ﾅｶｶﾞﾜ ｻﾄｼ 奈良
147 1200307 桂 慶浩 ｶﾂﾗ ﾖｼﾋﾛ 北海道

13 14:30:00 163 1001103 ⻑塚 寿⽣ ﾅｶﾞﾂｶ ﾄｼｷ 茨城
164 1200884 村⽥ 雄耶 ﾑﾗﾀ ﾕｳﾔ 福岡
166 1400152 江越 海玖也 ｴｺﾞｼ ﾐｸﾔ 神奈川
167 0600054 ⼤場 政登志 ｵｵﾊﾞ ﾏｻﾄｼ 茨城

14 14:32:00 2 0400843 鈴⽊ 譲 ｽｽﾞｷ ﾕｽﾞﾙ 栃⽊
3 0600844 阿部 嵩之 ｱﾍﾞ ﾀｶﾕｷ 栃⽊
4 0400028 ⼩坂 光 ｺｻｶ ﾋｶﾙ 栃⽊
5 1101581 鈴⽊ ⿓ ｽｽﾞｷ ﾘｭｳ 宮城
6 1001732 堀 孝明 ﾎﾘ ﾀｶｱｷ 栃⽊
7 1100355 ⼩野寺 玲 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾚｲ 栃⽊

15 15:00:00 22 1500370 ホセ ビセンテ トリビオ ﾎｾﾋﾞｾﾝﾃ ﾄﾘﾋﾞｵ ⼤阪
23 0301347 佐野 淳哉 ｻﾉ ｼﾞｭﾝﾔ 静岡
24 1500367 アイラン フェルナンデス ｱｲﾗﾝ ﾌｪﾙﾅﾝﾃﾞｽ ⼤阪
25 0500960 ⼩森 亮平 ｺﾓﾘ ﾘｮｳﾍｲ 広島
26 0700546 安原 ⼤貴 ﾔｽﾊﾗ ﾀﾞｲｷ ⼤阪
28 9700539 狩野 智也 ｶﾉｳ ﾄﾓﾔ 群⾺

16 15:02:00 62 0700889 ⿊枝 ⼠揮 ｸﾛｴﾀﾞ ｼｷ ⼤分
64 0800444 孫崎 ⼤樹 ﾏｺﾞｻｷ ﾀﾞｲｷ 京都
66 1000513 徳⽥ 優 ﾄｸﾀﾞ ｽｸﾞﾙ 京都
67 0801159 近⾕ 涼 ﾁｶﾀﾆ ﾘｮｳ 富⼭
68 0900845 橋本 英也 ﾊｼﾓﾄ ｴｲﾔ 岐⾩
69 1301042 沢⽥ 桂太郎 ｻﾜﾀﾞ ｹｲﾀﾛｳ 宮城
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