
1 / 9 ページ

第55回 JBCF 経済産業⼤⾂旗ロードチャンピオンシップ
兼 第６回 JBCF 南⿂沼ロードレース

【クラスタ︓P1  グレード︓プラチナ】 99 名 2021/9/6
No. JCF ID ⽒名 カナ チーム名

1 4655945 フランシスコ マンセボ ﾌﾗﾝｼｽｺ ﾏﾝｾﾎﾞﾍﾟﾚｽ マトリックスパワータグ
2 27ME1500370 ホセ ビセンテ トリビオ ﾎｾﾋﾞｾﾝﾃ ﾄﾘﾋﾞｵ マトリックスパワータグ
3 27ME1500367 アイラン フェルナンデス ｱｲﾗﾝ ﾌｪﾙﾅﾝﾃﾞｽ マトリックスパワータグ
4 9720491 レオネル キンテロ ﾚｵﾈﾙ ｷﾝﾃﾛ マトリックスパワータグ
5 29ME0301043 吉⽥ 隼⼈ ﾖｼﾀﾞ ﾊﾔﾄ マトリックスパワータグ
6 27ME0700546 安原 ⼤貴 ﾔｽﾊﾗ ﾀﾞｲｷ マトリックスパワータグ
7 34ME0500960 ⼩森 亮平 ｺﾓﾘ ﾘｮｳﾍｲ マトリックスパワータグ
8 13ME1101873 ⼩林 海 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾘﾉ マトリックスパワータグ
11 46ME0400563 伊藤 雅和 ｲﾄｳ ﾏｻｶｽﾞ 愛三⼯業レーシングチーム
12 14ME1301575 ⼤前 翔 ｵｵﾏｴ ｶｹﾙ 愛三⼯業レーシングチーム
13 30ME0901309 岡本 隼 ｵｶﾓﾄ ﾊﾔﾄ 愛三⼯業レーシングチーム
14 26ME1000299 草場 啓吾 ｸｻﾊﾞ ｹｲｺﾞ 愛三⼯業レーシングチーム
15 09ME0400843 鈴⽊ 譲 ｽｽﾞｷ ﾕｽﾞﾙ 愛三⼯業レーシングチーム
16 43ME0701211 住吉 宏太 ｽﾐﾖｼ ｺｳﾀ 愛三⼯業レーシングチーム
17 47ME1301199 當原 隼⼈ ﾄｳﾊﾞﾙ ﾊﾔﾄ 愛三⼯業レーシングチーム
19 07ME1101375 渡邉 歩 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾕﾑ 愛三⼯業レーシングチーム
21 26ME1000513 徳⽥ 優 ﾄｸﾀﾞ ｽｸﾞﾙ TEAM BRIDGESTONE Cycling
22 07ME0500798 窪⽊ ⼀茂 ｸﾎﾞｷ ｶｽﾞｼｹﾞ TEAM BRIDGESTONE Cycling
23 40ME1301144 今村 駿介 ｲﾏﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ TEAM BRIDGESTONE Cycling
24 24ME0900845 橋本 英也 ﾊｼﾓﾄ ｴｲﾔ TEAM BRIDGESTONE Cycling
25 40MU1601710 兒島 直樹 ｺｼﾞﾏ ﾅｵｷ TEAM BRIDGESTONE Cycling
26 15MU1501423 ⼭本 哲央 ﾔﾏﾓﾄ ﾃﾂｵ TEAM BRIDGESTONE Cycling
27 29MU1501582 河野 翔輝 ｶﾜﾉ ｼｮｳｷ TEAM BRIDGESTONE Cycling
28 25ME0801402 沢⽥ 時 ｻﾜﾀﾞ ﾄｷ TEAM BRIDGESTONE Cycling
31 04ME0801747 才⽥ 直⼈ ｻｲﾀ ﾅｵﾄ LEOMO Bellmare Racing Team
32 17ME1702835 ⼩林 弘幸 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾕｷ LEOMO Bellmare Racing Team
33 13MM9800459 ⼩畑 郁 ｵﾊﾞﾀ ｶｵﾙ LEOMO Bellmare Racing Team
34 13ME1201865 ⾨⽥ 祐輔 ｶﾄﾞﾀ ﾕｳｽｹ LEOMO Bellmare Racing Team
35 23MJ1802563 世古 眞太郎 ｾｺ ｼﾝﾀﾛ LEOMO Bellmare Racing Team
41 33ME1700821 井上 ⽂成 ｲﾉｳｴ ﾌﾐﾅﾘ 弱⾍ペダル サイクリングチーム
42 29ME0500601 ⼊部 正太朗 ｲﾘﾍﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ 弱⾍ペダル サイクリングチーム
43 13ME1600259 ⼩川 恵佑 ｵｶﾞﾜ ｹｲｽｹ 弱⾍ペダル サイクリングチーム
44 14MU1601996 ⾹⼭ ⾶⿓ ｶﾔﾏ ﾋﾘｭｳ 弱⾍ペダル サイクリングチーム
45 11MU1600869 中島 渉 ﾅｶｼﾞﾏ ｱﾕﾐ 弱⾍ペダル サイクリングチーム
46 08ME1001103 ⻑塚 寿⽣ ﾅｶﾞﾂｶ ﾄｼｷ 弱⾍ペダル サイクリングチーム
47 29MU1701287 津⽯ 康平 ﾂｲｼ ｺｳﾍｲ 弱⾍ペダル サイクリングチーム
51 32ME1502291 ⽷川 典往 ｲﾄｶﾜ ﾉﾘﾕｷ eNShare Racing Team
52 26ME0201014 ⼤塚 航 ｵｵﾂｶ ﾜﾀﾙ eNShare Racing Team
53 34ME1100567 ⼤町 健⽃ ｵｵﾏﾁ ｹﾝﾄ eNShare Racing Team
54 34MU1501045 ⽊原 与志寛 ｷﾊﾗ ﾖｼﾋﾛ eNShare Racing Team
55 13ME1400758 公⽂ 拓真 ｸﾓﾝ ﾀｸﾏ eNShare Racing Team
56 03ME0210120 佐藤 利英 ｻﾄｳ ﾄｼﾋﾃﾞ eNShare Racing Team
58 37ME0600791 藤岡 克磨 ﾌｼﾞｵｶ ｶﾂﾏ eNShare Racing Team
59 28ME1300766 茂越 ⿓哉 ﾓｺﾞｴ ﾀﾂﾔ eNShare Racing Team
61 04ME1401518 尾形 尚彦 ｵｶﾞﾀ ﾀｶﾋｺ シマノレーシング
62 07ME1201367 ⾵間 翔眞 ｶｻﾞﾏ ｼｮｳﾏ シマノレーシング
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63 29ME0500601 ⽊村 圭佑 ｷﾑﾗ ｹｲｽｹ シマノレーシング
64 47ME1401137 重満 丈 ｼｹﾞﾐﾂ ｼﾞｮｳ シマノレーシング
65 09ME1401433 床井 亮太 ﾄｺｲ ﾘｮｳﾀ シマノレーシング
66 25ME1201132 中井 唯晶 ﾅｶｲ ﾀﾀﾞｱｷ シマノレーシング
68 02ME0900861 湊 諒 ﾐﾅﾄ ﾘｮｳ シマノレーシング
69 17ME0900212 横⼭ 航太 ﾖｺﾔﾏ ｺｳﾀ シマノレーシング
71 11ME0501593 内野 直也 ｳﾁﾉ ﾅｵﾔ イナーメ信濃⼭形
72 01ME1101679 佐野 千尋 ｻﾉ ﾁﾋﾛ イナーメ信濃⼭形
73 13ME0901542 北野 普識 ｷﾀﾉ ﾕｷﾉﾘ イナーメ信濃⼭形
74 14ME1500159 ⾼杉 知彰 ﾀｶｽｷﾞ ﾄﾓｱｷ イナーメ信濃⼭形
75 27ME1300056 ⽐護 任 ﾋｺﾞ ｱﾀﾙ イナーメ信濃⼭形
76 13ME1700593 荒瀧 隆公 ｱﾗﾀｷ ﾀｶﾋﾄ イナーメ信濃⼭形
77 19ME1300540 松井 ⼤悟 ﾏﾂｲ ﾀﾞｲｺﾞ イナーメ信濃⼭形
78 11ME1300075 佐川 祐太 ｻｶﾞﾜ ﾕｳﾀ イナーメ信濃⼭形
81 13ME9900169 ⻘⽊ 誠 ｱｵｷ ﾏｺﾄ 稲城FIETSクラスアクト
82 13ME0900461 秋⼭ 悟郎 ｱｷﾔﾏ ｺﾞﾛｳ 稲城FIETSクラスアクト
83 14ME1100038 ⾹⻄ 真介 ｺｳｻﾞｲ ｼﾝｽｹ 稲城FIETSクラスアクト
84 21ME1200031 ⾼橋 伸成 ﾀｶﾊｼ ﾉﾌﾞｼｹﾞ 稲城FIETSクラスアクト
85 13MM9702834 中村 ⽂武 ﾅｶﾑﾗ ﾌﾐﾀｹ 稲城FIETSクラスアクト
86 13ME9702852 藤⽥ 勉 ﾌｼﾞﾀ ﾂﾄﾑ 稲城FIETSクラスアクト
87 13MU1601219 松下 直暉 ﾏﾂｼﾀ ﾅｵｷ 稲城FIETSクラスアクト
88 23ME1100483 若杉 圭祐 ﾜｶｽｷﾞ ｹｲｽｹ 稲城FIETSクラスアクト
91 13ME1201250 古⽥ 潤 ﾌﾙﾀ ｼﾞｭﾝ 群⾺グリフィンレーシングチーム
92 07MU1601869 中村 ⿓吉 ﾅｶﾑﾗ ﾀﾂﾖｼ 群⾺グリフィンレーシングチーム
93 11MU1800163 若⽉ 隆真 ﾜｶﾂｷ ﾀｸﾏ 群⾺グリフィンレーシングチーム
94 11ME1500427 松井 敏⽂ ﾏﾂｲ ﾄｼﾌﾐ 群⾺グリフィンレーシングチーム
95 09ME1600445 平塚 佑亮 ﾋﾗﾂｶ ﾕｳｽｹ 群⾺グリフィンレーシングチーム
97 03ME1200760 伊藤 ⼤地 ｲﾄｳ ﾀﾞｲﾁ 群⾺グリフィンレーシングチーム
98 21ME1401959 佐藤 遼 ｻﾄｳ ﾘｮｳ 群⾺グリフィンレーシングチーム
99 10ME1000442 ⼩⼭ 貴⼤ ｺﾔﾏ ﾀｶﾋﾛ 群⾺グリフィンレーシングチーム
101 11MU1701257 川崎 三織 ｶﾜｻｷ ﾐｵﾘ EQADS
102 17MU1501674 ⼩出 樹 ｺｲﾃﾞ ｲﾂｷ EQADS
103 11MU1801810 ⻑川 達哉 ﾅｶﾞｶﾜ ﾀﾂﾔ EQADS
104 13MU1701128 ⻄本 健三郎 ﾆｼﾓﾄ ｹﾝｻﾞﾌﾞﾛｳ EQADS
105 19MU1700059 平井 光介 ﾋﾗｲ ｺｳｽｹ EQADS
106 24MU1500848 松⽥ 祥位 ﾏﾂﾀﾞｼｮｳｲ ｼｮｳｲ EQADS
107 17MU1701148 ⼭⽥ 拓海 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｸﾐ EQADS
108 11MU1601077 湯浅 博貴 ﾕｱｻ ﾋﾛﾀｶ EQADS
111 19MU1802426 ⼩村 悠樹 ｺﾑﾗ ﾊﾙｷ Team Eurasia - iRC TIRE
112 17MU1902774 寺澤 アンドリュウ ﾃﾗｻﾜ ｱﾝﾄﾞﾘｭｳ Team Eurasia - iRC TIRE
113 07MU1300495 積⽥ 連 ﾂﾐﾀ ﾚﾝ Team Eurasia - iRC TIRE
114 07MU1800308 鈴⽊ 道也 ｽｽﾞｷ ﾐﾁﾔ Team Eurasia - iRC TIRE
115 04MU1901309 ⾊川 岳宏 ｲﾛｶﾜ ﾀｹﾋﾛ Team Eurasia - iRC TIRE
116 01MU1802102 相野 晴 ｱｲﾉ ﾃﾙ Team Eurasia - iRC TIRE
117 13MJ1802331 ⿃海 祐甫 ﾄﾘｳﾐ ﾕｳｽｹ Team Eurasia - iRC TIRE
121 02ME0801011 ⽯橋 学 ｲｼﾊﾞｼ ﾏﾅﾌﾞ CIEL BLEU KANOYA
122 46ME1200621 冨尾 ⼤地 ﾄﾐｵ ﾀﾞｲﾁ CIEL BLEU KANOYA
123 46ME1200034 ⽩川 幸希 ｼﾗｶﾜ ｺｳｷ CIEL BLEU KANOYA
124 46ME0801515 伊藤 舜紀 ｲﾄｳ ｼｭﾝｷ CIEL BLEU KANOYA
125 46ME0900699 原⽥ 裕成 ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾛｱｷ CIEL BLEU KANOYA
126 36MU1501717 真鍋 諒太 ﾏﾅﾍﾞ ﾘｮｳﾀ CIEL BLEU KANOYA
127 46MU1601206 道⾒ 優太 ﾄﾞｳﾐ ﾕｳﾀ CIEL BLEU KANOYA
128 46MU1702467 ⼤河内 将泰 ｵｵｺｳﾁ ﾏｻﾋﾛ CIEL BLEU KANOYA
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第55回 JBCF 経済産業⼤⾂旗ロードチャンピオンシップ
兼 第６回 JBCF 南⿂沼ロードレース

【クラスタ︓E1  グレード︓A】 82 名 2021/9/6
No. JCF ID ⽒名 カナ チーム名

401 31ME1001114 ⾦⽥ 聡⼠ ｶﾈﾀﾞ ｻﾄｼ AVENTURA VICTORIA RACING
402 08ME0701310 管 洋介 ｽｶﾞ ﾖｳｽｹ AVENTURA VICTORIA RACING
403 31MU1801815 美⽢ 星次郎 ﾐｶﾓ ｾｲｼﾞﾛｳ AVENTURA VICTORIA RACING
404 13ME1301908 ⼭⼝ 和来 ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｽﾞｷ AVENTURA VICTORIA RACING
405 15ME0901489 ⽔野 恭兵 ﾐｽﾞﾉ ｷｮｳﾍｲ Avenir Yamanashi Yamanakako
407 10ME0800429 菅根 利明 ｽｶﾞﾈ ﾄｼｱｷ イナーメ信濃⼭形-EFT
408 24ME0400076 中井 光博 ﾅｶｲ ﾐﾂﾋﾛ イナーメ信濃⼭形-EFT
409 22MU1900199 中野 圭 ﾅｶﾉ ｹｲ イナーメ信濃⼭形-EFT
410 11ME1700502 鷲野 向⼀ ﾜｼ ｺｳｲﾁ イナーメ信濃⼭形-EFT
411 28ME1802568 原⽥ 将⼈ ﾊﾗﾀﾞ ﾏｻﾄ Infinity Style
412 27ME1800085 池川 ⾠哉 ｲｹｶﾞﾜ ﾀﾂﾔ VC VELOCE
414 27MU1604019 ⼤原 陸 ｵｵﾊﾗ ﾘｸ VC VELOCE
416 27ME1100274 藤⽥ 耕志 ﾌｼﾞﾀ ﾀｶｼ VC VELOCE
417 38ME1802537 本庄 義⼈ ﾎﾝｼｮｳ ﾖｼﾋﾄ VC VELOCE
418 16ME1100547 坂⼤ 恵太 ﾊﾞﾝﾀﾞｲ ｹｲﾀ F(t)麒麟⼭ Racing
419 16ME1301405 本⽥ ⻯介 ﾎﾝﾀﾞ ﾘｭｳｽｹ F(t)麒麟⼭ Racing
420 04ME1600569 松井 建太 ﾏﾂｲ ｹﾝﾀ エルドラード東北
421 22ME1800073 橋岡 宏茂 ﾊｼｵｶ ﾋﾛｼ KINAN AACA
422 08ME9900113 ⾼橋 利明 ﾀｶﾊｼ ﾄｼｱｷ GROWING Racing Team
423 12ME1100570 光⼭ 英典 ﾐﾂﾔﾏ ﾋﾃﾞﾉﾘ GROWING Racing Team
424 09ME1700565 本⽥ 将⽮ ﾎﾝﾀﾞ ﾏｻﾔ 群⾺グリフィンエリート
425 12ME1800197 ⾚峰 宏典 ｱｶﾐﾈ ﾋﾛﾉﾘ サイクルフリーダム・レーシング
426 14ME1600750 阿部 直幸 ｱﾍﾞ ﾅｵﾕｷ サイクルフリーダム・レーシング
427 12ME1500324 佐野 勇⼈ ｻﾉ ﾊﾔﾄ サイクルフリーダム・レーシング
428 09MU1700993 宇賀持 凌 ｳｶﾞﾓﾁ ﾘｮｳ サイタマサイクルプロジェクト
429 11ME0001698 福原 ⼤ ﾌｸﾊﾗ ﾀﾞｲ サイタマサイクルプロジェクト
430 09ME1700557 松﨑 琢仁 ﾏﾂｻﾞｷ ﾀｸﾐ サイタマサイクルプロジェクト
431 13MU2100509 ⾺場 慶三郎 ﾊﾞﾊﾞ ｹｲｻﾞﾌﾞﾛｳ 埼⽟ユース⾃転⾞競技部
432 16MM1101633 沼 幸夫 ﾇﾏ ﾕｷｵ サガミレーシング
433 11MU1600871 沢野 ⼤地 ｻﾜﾉ ﾀﾞｲﾁ 作新学院⼤学
434 14MM1001777 伊藤 晋⼀ ｲﾄｳ ｼﾝｲﾁ G.S.POSITIVO
435 11ME0901458 尾形 尚紀 ｵｶﾞﾀ ﾅｵｷ シャークアイランド
436 11ME1500153 島崎 ⼀也 ｼﾏｻﾞｷ ｶｽﾞﾔ シャークアイランド
438 34ME0400882 加賀 ⿓治 ｶｶﾞ ﾘｭｳｼﾞ SUBARU Cycling Team
439 10ME1500665 ⽊村 盛義 ｷﾑﾗ ﾓﾘﾖｼ SUBARU Cycling Team
440 14MU1502111 相原 晴⼀朗 ｱｲﾊﾗ ｾｲｲﾁﾛｳ スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ

441 13MJ1900302 ⽯⽥ 眞⼤ ｲｼﾀﾞ ﾏﾋﾛ スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ

442 13MM9901846 ⼤倉 健⼀ ｵｵｸﾗ ｹﾝｲﾁ セオレーシング
443 27ME1502700 塚本 隼 ﾂｶﾓﾄ ﾊﾔﾄ ZERO BIKE FACTORY
444 13ME1000436 ⾼⽥ 雄太 ﾀｶﾀﾞ ﾕｳﾀ たかだフレンドレーシング
445 13ME1001902 ⽶⾕ 隆志 ﾖﾈﾀﾆ ﾀｶｼｼ たかだフレンドレーシング
446 13ME0600618 飯沼 誠憲 ｲｲﾇﾏ ﾏｻﾉﾘ Team CUORE
447 04ME1900545 緒⽅ 稔 ｵｶﾞﾀ ﾐﾉﾙ Team nacree
448 21MU2000022 細川 健太 ﾎｿｶﾜ ｹﾝﾀ TEAM YOU CAN
449 30ME1600153 ⼭名 拳太郎 ﾔﾏﾅ ｹﾝﾀﾛｳ TeamUKYO Reve
450 13MJ1502785 渡辺 耶⽃ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾔﾄ Team FITTE
451 16ME1101586 安⽴ 和貴 ｱﾀﾞﾁ ｶｽﾞｷ チームフィンズ
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452 16ME1101584 遠藤 健太 ｴﾝﾄﾞｳ ｹﾝﾀ チームフィンズ
453 19MM1700871 中川 真也 ﾅｶｶﾞﾜ ｼﾝﾔ TTG ミトロング-V
454 17ME0900227 鮎澤 誠治 ｱｲｻﾞﾜ ｾｲｼﾞ テクニカルパートナーサイクリングチーム

455 14ME0200172 平林 昌樹 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾏｻｷ なるしまフレンド
456 16MU1601683 阿部 賢明 ｱﾍﾞ ﾀｶｱｷ 新潟⾷料農業⼤学 ⾃転⾞競技部
457 13ME1402092 川野 健太 ｶﾜﾉ ｹﾝﾀ ⽇本ろう⾃転⾞競技協会
458 14ME1100042 早瀨 憲太郎 ﾊﾔｾ ｹﾝﾀﾛｳ ⽇本ろう⾃転⾞競技協会
459 27ME1501960 村井 寛 ﾑﾗｲ ﾋﾛｼ パナソニックレーシング
460 20MM0100206 酒井 紀章 ｻｶｲ ﾉﾘｱｷ バルバレーシングクラブ
461 20ME0700340 寺崎 武郎 ﾃﾗｻｷ ﾀｹﾛｳ バルバレーシングクラブ
462 18ME1502532 ⻄尾 洋介 ﾆｼｵ ﾖｳｽｹ バルバレーシングクラブ
463 18ME1100414 濱野 克悠 ﾊﾏﾉ ｶﾂﾕｷ バルバレーシングクラブ
464 35MU1602676 原⽥ 敬⽂ ﾊﾗﾀﾞ ﾀｶﾌﾐ Pinazou Test Team
465 44MU1802207 秋好 佑太 ｱｷﾖｼ ﾕｳﾀ VC福岡エリート
466 40ME1000423 佐藤 信哉 ｻﾄｳ ｼﾝﾔ VC福岡エリート
467 13MM1500217 ⼋幡 光哉 ﾔﾊﾀ ﾐﾂﾔ VC福岡エリート
468 13ME1601774 三⽥村 ⻯太 ﾐﾀﾑﾗ ﾘｭｳﾀ フィッツ
470 09ME1001579 若林 幹夫 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾐｷｵ ブラウ・ブリッツェン
471 16MU1902170 橋本 友哉 ﾊｼﾓﾄ ﾕｳﾔ FURUTA RACING
472 13ME1301936 野中 秀樹 ﾉﾅｶ ﾋﾃﾞｷ ホダカファクトリーレーシング
473 13MJ1700601 川⽥ 翔太 ｶﾜﾀ ｼｮｳﾀ ボンシャンスACA
474 23ME1401536 ⼩川 修 ｵｶﾞﾜ ｵｻﾑ MAX SPEED 97
475 28ME1702085 川勝 敦嗣 ｶﾜｶﾂ ｱﾂｼ MiNERVA-asahi
476 27MM1800057 中村 将也 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾔ MiNERVA-asahi
477 21MU1502775 古川 裕真 ﾌﾙｶﾜ ﾕｳﾏ MiNERVA-asahi
478 13ME1400047 菅⾕ 修 ｽｶﾞﾔ ｵｻﾑ MIVRO
479 14ME1800360 磯部 武蔵 ｲｿﾍﾞ ﾑｻｼ YOKOSUKA UNO RACING
480 14ME1500648 福吉 紳悟 ﾌｸﾖｼ ｼﾝｺﾞ YOKOSUKA UNO RACING
481 10ME0600361 中⾥ 仁 ﾅｶｻﾞﾄ ﾏｻﾙ Rapha Cycling Club
482 13ME9700988 ⾼岡 亮寛 ﾀｶｵｶ ｱｷﾋﾛ Roppongi Express
483 12ME1300216 ⽯橋 利晃 ｲｼﾊﾞｼ ﾄｼｱｷ 湾岸サイクリング・ユナイテッド
484 12ME1800241 鵜澤 慶徳 ｳｻﾞﾜ ﾖｼﾉﾘ 湾岸サイクリング・ユナイテッド
485 12ME1200140 海保 洋平 ｶｲﾎ ﾖｳﾍｲ 湾岸サイクリング・ユナイテッド
486 12ME1400096 雑賀 ⼤輔 ｻｲｶ ﾀﾞｲｽｹ 湾岸サイクリング・ユナイテッド
487 11MU1801810 ⻑川 達哉 ﾅｶﾞｶﾜ ﾀﾂﾔ EQADS ※オープン参加
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第55回 JBCF 経済産業⼤⾂旗ロードチャンピオンシップ
兼 第６回 JBCF 南⿂沼ロードレース

【クラスタ︓E2  グレード︓B】 43 名 2021/9/6
No. JCF ID ⽒名 カナ チーム名

601 08MJ1502719 篠原 輝利 ｼﾉﾊﾗ ｷﾘ AVENTURA VICTORIA RACING
602 12MU1901014 佐藤 寛朗 ｻﾄｳ ﾋﾛｱｷ AutoBahnGotemba
603 07ME0301558 増⼦ 雄⼠ ﾏｼｺ ﾕｳｼﾞ Astama Cycling Team
604 22ME2000120 ⼭内 怜旺 ﾔﾏｳﾁ ﾚｵ イナーメ信濃⼭形-EFT
605 16ME1000042 ⼤野 国寿 ｵｵﾉ ｸﾆﾋｻ F(t)麒麟⼭ Racing
606 26ME1101124 武久 弘太 ﾀｹﾋｻ ｺｳﾀ eNShare Cycling Team
607 10ME1500423 ⽚桐 真⼀ ｶﾀｷﾞﾘ ｼﾝｲﾁ Horizonte Cycling Team
608 07ME1800661 遠藤 裕太 ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾀ 郡⼭サイクルフレンズ
610 12ME1800063 佐々⽊ 友輔 ｻｻｷ ﾕｳｽｹ サイクルフリーダム・レーシング
611 12MU2001565 ⽇置江 草太 ﾋｷｴ ｿｳﾀ サイクルフリーダム・レーシング
612 11ME1700490 齋藤 和正 ｻｲﾄｳ ｶｽﾞﾏｻ シャークアイランド
613 17MU1502336 橋本 嶺登 ﾊｼﾓﾄ ﾚｲﾄ SNEL CYCLOCROSS TEAM
614 10ME0400358 鈴⽊ ⼤忠 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾀﾀﾞ SUBARU Cycling Team
615 13ME0300337 市橋 徹也 ｲﾁﾊｼ ﾃﾂﾔ スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ

616 13ME1701129 ⼩澤 拓⼈ ｵｻﾞﾜ ﾀｸﾄ たかだフレンドレーシング
617 14ME0600912 ⽵内 正宏 ﾀｹｳﾁ ﾏｻﾋﾛ たかだフレンドレーシング
618 13ME1400805 忍⽥ 基明 ｵｼﾀﾞ ﾓﾄｱｷ Team CUORE
619 13ME1000376 福岡 実 ﾌｸｵｶ ﾐﾉﾙ Team CUORE
620 21MU1700751 ⼩⼭⽥ 亮 ｵﾔﾏﾀﾞ ﾘｮｳ TEAM YOU CAN
621 14ME1400174 ⽯川 靖洋 ｲｼｶﾜ ﾔｽﾋﾛ チーム・ウォークライド
622 14ME1700273 齋藤 健太朗 ｻｲﾄｳ ｹﾝﾀﾛｳ チーム・ウォークライド
623 14MU1800223 古川 優 ﾌﾙｶﾜ ﾕｳ チーム・ウォークライド
624 32ME9702201 ⼭根 理史 ﾔﾏﾈ ﾏｻﾌﾐ チーム・ウォークライド
625 12ME1200148 ⼭⽥ 哲彦 ﾔﾏﾀﾞ ｱｷﾋｺ TEAM GIRO 360
626 13MU1901719 加藤 遼 ｶﾄｳ ﾘｮｳ 東京⼯業⼤学
627 13ME1400135 川島 健⼈ ｶﾜｼﾏ ｹﾝﾄ なるしまフレンド
628 16MU1401674 檜村 奏太 ﾋﾑﾗ ｿｳﾀ 新潟⾷料農業⼤学 ⾃転⾞競技部
629 14MU1802100 藤野 英志 ﾌｼﾞﾉ ｴｲｼ 新潟⾷料農業⼤学 ⾃転⾞競技部
630 20ME1802869 髙橋 拓也 ﾀｶﾊｼ ﾀｸﾔ バルバクラブエチゼン
631 19ME1700969 中前 元久 ﾅｶﾏｴ ﾓﾄﾋｻ バルバクラブカナザワ
632 19ME1703340 能⼝ 和久 ﾉｸﾞﾁ ｶｽﾞﾋｻ バルバクラブカナザワ
633 18ME1601896 ⽔⾕ 和正 ﾐｽﾞﾀﾆ ｶｽﾞﾏｻ バルバクラブトヤマ
634 14ME1200080 加藤 周作 ｶﾄｳ ｼｭｳｻｸ FAST LANE Racing
635 13ME1000400 ⼩林 秀雄 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞｵ FAST LANE Racing
636 14ME1301694 ⼩貫 智紀 ｵﾇｷ ﾄﾓﾉﾘ PHANTOM 湘南
637 09MU1800234 福⽥ ⿓⽣ ﾌｸﾀﾞ ﾘｭｳ ブラウ・ブリッツェン
638 09ME1802380 室賀 貴仁 ﾑﾛｶﾞ ﾀｶﾋﾄ ブラウ・ブリッツェン
639 04ME2000015 布⽥ 直也 ﾌﾀﾞ ﾅｵﾔ MiNERVA-asahi
640 12MJ1900249 林 伶⾳ ﾊﾔｼ ﾚｵﾝ 横浜⾼校⾃転⾞競技部
641 27ME1600860 ⼭⼝ 泰司 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛｼ La Belle Équipe
642 09MM1400244 福野 純⼀ ﾌｸﾉ ｼﾞｭﾝｲﾁ リベルタスTOCHIGI BICYCLE CLUB
643 13ME1600285 ⼭⽥ 貴⼀ ﾔﾏﾀﾞ ｷｲﾁ LINKVISION GIRASOLE CYCLING
644 12MM9900092 後藤 輝朗 ｺﾞﾄｳ ﾃﾙｱｷ 湾岸サイクリング・ユナイテッド
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第55回 JBCF 経済産業⼤⾂旗ロードチャンピオンシップ
兼 第６回 JBCF 南⿂沼ロードレース

【クラスタ︓E3  グレード︓C】 126 名 2021/9/6
No. JCF ID ⽒名 カナ チーム名

701 14MU2000192 柳瀬 豪 ﾔﾅｾ ｺﾞｳ アーティファクトレーシングチーム
702 12MY1902224 室伏 碧透 ﾑﾛﾌｼ ｱｵﾄ AVENTURA VICTORIA RACING ※オープン参加

703 13ME1902658 権⽥ 歩⼈ ｺﾞﾝﾀﾞ ｱﾙﾄ Avenir Yamanashi Yamanakako
704 15MY2001388 望⽉ 蓮 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾚﾝ Avenir Yamanashi Yamanakako ※オープン参加

705 23MJ1901955 加藤 尊 ｶﾄｳ ﾐｺﾄ 朝明⾼校
706 23MJ1802693 ⽵野 迅⾳ ﾀｹﾉ ﾊﾔﾄ 朝明⾼校
707 13ME2000578 南澤 雅⼈ ﾐﾅﾐｻﾜ ﾏｻﾄ Astama Cycling Team
708 14MU2100380 植村 輝 ｳｴﾑﾗ ﾋｶﾙ ALDINA
709 13MM2000555 菅村 栄三 ｽｶﾞﾑﾗ ｴｲｿﾞｳ ALDINA
710 13ME2001414 中村 太郎 ﾅｶﾑﾗ ﾀﾛｳ ALDINA
711 13ME0800879 成⽑ 千尋 ﾅﾙｹ ﾁﾋﾛ ALDINA
712 22ME0700045 岩⽉ 伸夫 ｲﾜﾂｷ ﾉﾌﾞｵ イナーメ信濃⼭形-EFT
713 12ME2101666 押⾒ 怜 ｵｼﾐ ｻﾄｼ イナーメ信濃⼭形-EFT
714 24MU2001921 ⾼⽊ 礼 ﾀｶｷﾞ ﾗｲ イナーメ信濃⼭形-EFT
715 14MJ1800887 永野 昇海 ﾅｶﾞﾉ ｼｮｳﾐ イナーメ信濃⼭形-EFT
716 12MU2000070 髙橋 和也 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾔ ウィンディー筑波
717 11ME2000284 ⻄尾 佳明 ﾆｼｵ ﾖｼｱｷ EXTENDED VAX SAYAMA
718 08MU1402176 中原 秀昂 ﾅｶﾊﾗ ﾋﾃﾞﾀｶ エクストリームつくば
719 16MU2100658 佐藤 達也 ｻﾄｳ ﾀﾂﾔ F(t)麒麟⼭ Racing
720 01ME0200005 ⼭⽥ ⻑作 ﾔﾏﾀﾞ ﾁｮｳｻｸ エルドラード東北
721 11ME2001577 ⾼橋 健 ﾀｶﾊｼ ﾀｹｼ 川⼝市⾃転⾞競技連盟
722 11ME2001675 箱家 泰平 ﾊｺﾔ ﾀｲﾍｲ 川⼝市⾃転⾞競技連盟
723 11MJ2100704 渡辺 悠太 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾀ 川⼝市⾃転⾞競技連盟
724 09ME2100169 菊地 航 ｷｸﾁ ﾜﾀﾙ  Gufo Cycle Works
725 06MY2101482 阿蘓 来夢 ｱｿ ﾗｲﾑ クラブ⼆輪倶 ※オープン参加
726 11MJ2101763 岩本 悠真 ｲﾜﾓﾄ ﾕｳﾏ Greeen Lights Racing Team
727 08ME2100303 坂本 裕昭 ｻｶﾓﾄ ﾋﾛｱｷ Greeen Lights Racing Team
728 10MU1900528 佐藤 彰⾺ ｻﾄｳ ｼｮｳﾏ Greeen Lights Racing Team
729 10ME1900526 佐藤 浩⾏ ｻﾄｳ ﾋﾛﾕｷ Greeen Lights Racing Team
730 10MU1802620 唐澤 ⼀瑠 ｶﾗｻﾜ ｲﾁﾙ 群⾺グリフィンエリート
731 10MJ2000997 吉⽥ 愛⽃ ﾖｼﾀﾞ ｱｲﾄ 群⾺グリフィンエリート
732 12ME2101642 ⾼⼭ 遼 ﾀｶﾔﾏ ﾘｮｳ サイクルフリーダム・レーシング
733 11MU1702936 千徳 ⻯輝 ｾﾝﾄｸ ﾘｮｳｷ サイタマサイクルプロジェクト
734 06MU1802069 ⼩関 創⽃ ｺｾｷ ｿｳﾄ 作新学院⼤学
735 10MU1802005 ⼩林 翔真 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｮｳﾏ 作新学院⼤学
736 10ME1800255 ⼤塚 尭 ｵｵﾂｶ ﾀｶｼ COW GUMMA
737 10ME2100085 唐澤 卓⼈ ｶﾗｻﾜ ﾀｸﾄ COW GUMMA
738 13ME2100279 ⾦屋 洋⼀郎 ｶﾅﾔ ﾖｳｲﾁﾛｳ シャークアイランド
739 11ME1602678 ⼩久保 登志貴 ｺｸﾎﾞ ﾄｼｷ SNEL CYCLOCROSS TEAM
740 17ME1000472 ⼭⽥ 誉史輝 ﾔﾏﾀﾞ ﾖｼｷ SNEL CYCLOCROSS TEAM
741 11MM2100734 浅野 晃⼀ ｱｻﾉ ｺｳｲﾁ S`fida Prego Racing
742 11ME2000091 内⼭ 智貴 ｳﾁﾔﾏ ﾄﾓｷ S`fida Prego Racing
743 11ME2000283 松本 ⼼平 ﾏﾂﾓﾄ ｼﾝﾍﾟｲ S`fida Prego Racing
744 11ME2000108 ⼭岡 俊和 ﾔﾏｵｶ ﾄｼｶｽﾞ S`fida Prego Racing
745 13MU1901068 駒井 裕太 ｺﾏｲ ﾕｳﾀ スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ

746 12ME1802826 ⽯丸 貴昭 ｲｼﾏﾙ ﾀｶｱｷ セオレーシング
747 14ME2100370 幾⾒ 真⼤ ｲｸﾐ ﾏｻﾋﾛ たかだフレンドレーシング
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748 13ME1601948 豊⽥ 豊 ﾄﾖﾀﾞ ﾕﾀｶ Team CUORE
749 28ME2001531 ⻄村 圭⼆郎 ﾑﾗ ｹｲｼﾞﾛｳ Team ZERO UNO FRONTIER
750 13MJ1702902 江⾓ 駿 ｴｽﾐ ｼｭﾝ TeamUKYO Reve
751 34MU2001911 髙橋 優⼈ ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾄ TeamUKYO Reve
752 12ME1702907 岡本 秀明 ｵｶﾓﾄ ﾋﾃﾞｱｷ TEAM GIRO 360
753 16MU2000733 中林 鷹⼀朗 ﾅｶﾊﾞﾔｼ ﾖｳｲﾁﾛｳ チームフィンズ
754 13MM0700326 ⼩林 孝幸 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶﾕｷ チームリマサンズ
755 14ME2100330 霜出 祐輝 ｼﾓｲﾃﾞ ﾕｳｷ Defardi
756 09MU2000035 増⼦ 悠樹 ﾏｽｺ ﾕｳｷ 那須ハイ-りんどう湖レーシングチーム

757 25MU1801180 松本 天照 ﾏﾂﾓﾄ ﾃﾝｼｮｳ 那須ハイ-りんどう湖レーシングチーム

758 13ME1900365 ⼭⽥ ⻯輔 ﾔﾏﾀﾞ ﾘｭｳｽｹ なるしまフレンド
759 25MU1801950 空⽊ 拓海 ｳﾂﾛｷﾞ ﾀｸﾐ 新潟⾷料農業⼤学 ⾃転⾞競技部
760 11MU1801764 福島 唯暉 ﾌｸｼﾏ ﾕｲｷ 新潟⾷料農業⼤学 ⾃転⾞競技部
761 05MU1801541 藤井 悠⽻ ﾌｼﾞｲ ﾕｳ 新潟⾷料農業⼤学 ⾃転⾞競技部
762 13ME1301583 ⼩嶋 太郎 ｺｼﾞﾏ ﾀﾛｳ ⽇本ろう⾃転⾞競技協会
763 20ME2101519 奥東 亮太 ｵｸﾋｶﾞｼ ﾘｮｳﾀ バルバクラブエチゼン
764 20ME2101572 左近 知也 ｻｺﾝ ﾄﾓﾔ バルバクラブエチゼン
765 20ME2101618 嶋崎 善⽂ ｼﾏｻｷ ﾖｼﾌﾐ バルバクラブエチゼン
766 20ME2101573 重野 史博 ｼﾞｭｳﾉ ﾌﾐﾋﾛ バルバクラブエチゼン
767 20ME2101571 鈴⽊ 洋介 ｽｽﾞｷ ﾖｳｽｹ バルバクラブエチゼン
768 20ME2000468 寺本 尚平 ﾃﾗﾓﾄ ｼｮｳﾍｲ バルバクラブエチゼン
769 20ME2101614 轟 雄⼠郎 ﾄﾄﾞﾛｷ ﾕｳｼﾞﾛｳ バルバクラブエチゼン
770 18MU2101819 天野 康輝 ｱﾏﾉ ｺｳｷ バルバクラブタカオカ
771 18ME1800823 栗林 哲也 ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾃﾂﾔ バルバクラブトヤマ
772 18ME2101823 酒井 慎⼀郎 ｻｶｲ ｼﾝｲﾁﾛｳ バルバクラブトヤマ
773 18MU2101811 佐々⽊ 陸 ｻｻｷ ﾘｸ バルバクラブトヤマ
774 18ME2101792 松⻑ 哲郎 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾃﾂﾛｳ バルバクラブトヤマ
775 19ME0100203 井上 和郎 ｲﾉｳｴ ｶｽﾞｵ バルバクラブハクサン
776 19ME1802813 川畑 勇気 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾕｳｷ バルバクラブハクサン
777 19MJ2101649 ⻄川 響 ﾆｼｶﾜ ﾋﾋﾞｷ バルバクラブハクサン
778 19ME2101943 宮岸 恭平 ﾐﾔｷﾞｼ ｷｮｳﾍｲ バルバクラブハクサン
779 19ME1802788 森 拓也 ﾓﾘ ﾀｸﾔ バルバクラブハクサン
780 20ME2000319 ⽯川 司 ｲｼｶﾜ ﾂｶｻ バルバクラブフクイ
781 20MU2000370 ⾼橋 海成 ﾀｶﾊｼ ｶｲｾｲ バルバクラブフクイ
782 20ME1602461 南部 隆⼀ ﾅﾝﾌﾞ ﾘｭｳｲﾁ バルバクラブフクイ
783 20MM2101874 廣瀬 享 ﾋﾛｾ ﾄｵﾙ バルバクラブフクイ
784 20MU2101876 松⽥ 塁 ﾏﾂﾀﾞ ﾙｲ バルバクラブフクイ
785 25ME1502746 中野 雄太 ﾅｶﾉ ﾕｳﾀ PRT KOSEKI ⾦⽣堂
786 12MU1800041 横⽮ 峻 ﾖｺﾔ ｼｭﾝ BMレーシングZUNOW
787 13MM0300042 島﨑 晃⼀ ｼﾏｻﾞｷ ｺｳｲﾁ ⽇野⾃動⾞レーシングチーム
788 13ME2000016 丸渕 聖悟 ﾏﾙﾌﾞﾁ ｼｮｳｺﾞ FAST LANE Racing
789 04ME2000212 岸 加寿美 ｷｼ ｶｽﾞﾐ PHANTOM 湘南
790 40MU1700218 ⽵内 碧海 ﾀｹｳﾁ ｱｵｲ VC福岡エリート
791 40ME1901379 中林 航⼤ ﾅｶﾊﾞﾔｼ ｺｳﾀﾞｲ VC福岡エリート
792 09ME1702059 伊藤 ⼤輔 ｲﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ ブラウ・ブリッツェン
793 09ME2000263 ⽥澤 瑶平 ﾀｻﾞﾜ ﾖｳﾍｲ ブラウ・ブリッツェン
794 13MU1301643 橋本 晴哉 ﾊｼﾓﾄ ｾｲﾔ FURUTA RACING
795 14MJ2000465 藤本 元貴 ﾌｼﾞﾓﾄ ｹﾞﾝｷ Promotion x Athletes CYCLING
796 11ME2100056 吉⽥ 敬 ﾖｼﾀﾞ ｹｲ ホダカファクトリーレーシング
797 14MY2001718 市川 悠⼠ ｲﾁｶﾜ ﾕｳｼ 保⼟ケ⾕⾼校⾃転⾞競技部 ※オープン参加

798 14MJ1901447 ⼩森 継⼼ ｺﾓﾘ ｹｲｼﾝ 保⼟ケ⾕⾼校⾃転⾞競技部
799 14MY1803037 ⽵⽥ 天⾶ ﾀｹﾀﾞ ｱﾏﾄ 保⼟ケ⾕⾼校⾃転⾞競技部 ※オープン参加

800 14MJ2001153 ⼭形 駿 ﾔﾏｶﾞﾀ ｼｭﾝ 保⼟ケ⾕⾼校⾃転⾞競技部
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801 08MY1900153 萩⾕ 蒼⾵ ﾊｷﾞﾔ ｿﾗ ボンシャンスACA ※オープン参加
802 27ME0700205 宇⽥ 裕⾏ ｳﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ MiNERVA-asahi
803 22ME2000085 ⼤島 和也 ｵｵｼﾏ ｶｽﾞﾔ MiNERVA-asahi
804 07ME2000213 ⼩林 将⼈ ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾄ MiNERVA-asahi
805 21ME2100058 常富 柾⽣ ﾂﾈﾄﾐ ﾏｻｷ MiNERVA-asahi
806 11ME1902758 能⼾ 雄⼤ ﾉﾄ ﾕｳﾀﾞｲ MiNERVA-asahi
807 21MU1500908 三浦 隆也 ﾐｳﾗ ﾀｶﾔ MiNERVA-asahi
808 11ME2100052 結城 光 ﾕｳｷ ﾋｶﾙ MiNERVA-asahi
809 01MU1702585 池邊 ⼑那 ｲｹﾍﾞ ｶﾀﾅ MUUR
810 21ME1201190 神村 祐之介 ｶﾐﾑﾗ ﾕｳﾉｽｹ MUUR
811 27ME1600008 ⾼⼭ 秀樹 ﾀｶﾔﾏ ﾋﾃﾞｷ MUUR
812 27MM0500199 ⼭藤 健⼆ ﾔﾏﾌｼﾞ ｹﾝｼﾞ MUUR
813 01MM0101386 藤原 真 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾏｺﾄ MOPS
814 09ME2000113 古川 修 ﾌﾙｶﾜ ｵｻﾑ ⽮板アローズCyclingTeam
815 14MJ1901773 ⽣天⽬ 隼⼈ ﾅﾊﾞﾀﾒ ﾊﾔﾄ 横浜⾼校⾃転⾞競技部
816 17MM9901141 ⽮野 ⼤介 ﾔﾉ ﾀﾞｲｽｹ Rapha Cycling Club
817 09ME2000454 佐藤 彰 ｻﾄｳ ｱｷﾗ リベルタスTOCHIGI BICYCLE CLUB
818 11MU1702021 ⽯井 望 ｲｼｲ ﾉｿﾞﾐ LINKVISION GIRASOLE CYCLING
819 13ME1902661 ⼩笠原 豊 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾕﾀｶ LINKVISION GIRASOLE CYCLING
820 13MJ1901017 鈴⽊ 紳之助 ｽｽﾞｷ ｼﾝﾉｽｹ LINKVISION GIRASOLE CYCLING
821 13MJ2000924 本⽥ 啓仁 ﾎﾝﾀﾞ ｹｲﾄ LINKVISION GIRASOLE CYCLING
822 11MU2000565 宮澤 祐希 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｳｷ LINKVISION GIRASOLE CYCLING
823 14ME1700215 川村 怜 ｶﾜﾑﾗ ﾚﾝ Racing CUBE
824 14ME1402273 ⾼⽊ 俊輔 ﾀｶｷﾞ ｼｭﾝｽｹ Racing CUBE
825 14ME9702882 吉池 司 ﾖｼｲｹ ﾂｶｻ Racing CUBE
826 13ME2001544 三上 ⽞ ﾐｶﾐ ｹﾞﾝ Ｙʼｓ Ｒｏａｄ
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第55回 JBCF 経済産業⼤⾂旗ロードチャンピオンシップ
兼 第６回 JBCF 南⿂沼ロードレース

【クラスタ︓F  グレード︓B】 16 名 2021/9/6
No. JCF ID ⽒名 カナ チーム名

901 08FP9701485 唐⾒ 実世⼦ ｶﾗﾐ ﾐﾖｺ 弱⾍ペダル サイクリングチーム
902 09FE1600453 新川 明⼦ ｼﾝｶﾜ ｱｷｺ  Gufo Cycle Works
903 09FE2100018 森⽥ 由美⼦ ﾓﾘﾀ ﾕﾐｺ  Gufo Cycle Works
904 13FE1901435 中村 友紀⼦ ﾅｶﾑﾗ ﾕｷｺ 京浜ピストクラブ
905 07FJ1802970 ⼤関 奏⾳ ｵｵｾﾞｷ ｶﾅﾃﾞ 郡⼭サイクルフレンズ
906 14FE1301628 早瀨 久美 ﾊﾔｾ ｸﾐ ⽇本ろう⾃転⾞競技協会
907 16FE1600876 本⽥ ⺟映 ﾎﾝﾀﾞ ﾓｴ High Ambition ⼥⼦サイクリングアカデミー

908 20FE2101890 野添 晴菜 ﾉｿﾞｴ ﾊﾙﾅ バルバクラブエチゼン
909 19FE1900658 ⾕野 美⾥ ﾀﾆﾉ ﾐｻﾄ バルバクラブカナザワ
910 18FE1400019 野上 ひろみ ﾉｶﾞﾐ ﾋﾛﾐ バルバクラブトヤマ
911 14FE1402074 ⼤堀 博美 ｵｵﾎﾘ ﾋﾛﾐ MOPS
912 01FE0401474 ⽶⽥ 和美 ﾖﾈﾀﾞ ｶｽﾞﾐ MOPS
913 09FE1803052 滝川 陽希 ﾀｷｶﾜ ﾊﾙｷ Live GARDEN BICI STELLE
914 09FE1301646 林⼝ 幸恵 ﾊﾔｼｸﾞﾁ ﾕｷｴ Live GARDEN BICI STELLE
915 16FY2000540 松﨑 光優 ﾏﾂｻﾞｷ ﾐﾕｳ レーシングチーム シュースイ・みどり福祉会

916 13FE1702829 植⽵ 海貴 ｳｴﾀｹ ﾐｷ Ｙʼｓ Ｒｏａｄ


