
【クラスタ：E1　レースレーティング：Bh 】 35名 2015.09.28

No. 選手ID 選手名 ｶﾅ 地域 ﾁｰﾑ名
501 1201920 中嶋 安階 ﾅｶｼﾞﾏ ﾔｽﾀｶ 京都府 イナーメ信濃山形-EFT

502 1101124 武久 弘太 ﾀｹﾋｻ ｺｳﾀ 福岡県 VICTOIREしまなみ

503 1100616 杉山 文崇 ｽｷﾞﾔﾏ ﾌﾐﾀｶ 山口県 EsperanceStage我逢人・山口

504 0601273 松木 健治 ﾏﾂｷ ｹﾝｼﾞ 大阪府 クラブシルベスト

505 0600048 奥野 浩和 ｵｸﾉ ﾋﾛｶｽﾞ 大阪府 クラブシルベスト

506 9700734 井上 登士哉 ｲﾉｳｴ ﾄｼﾔ 愛媛県 クラブシルベスト

507 1100274 藤田 耕志 ﾌｼﾞﾀ ﾀｶｼ 兵庫県 クラブシルベスト

508 1300058 小林 正明 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻｱｷ 大阪府 クラブシルベスト

509 1101917 田 典幸 ﾀ ﾉﾘﾕｷ 熊本県 Coraggio Kawanishi Cycling Team

510 1100305 磯田 竜介 ｲｿﾀﾞ ﾘｭｳｽｹ 香川県 Tyrell Kagawa Racing

511 1001939 越澤 友一 ｺｼｻﾞﾜ ﾕｳｲﾁ 東京都 竹芝サイクルレーシング

512 1300630 川崎 卓治 ｶﾜｻｷ ﾀｸｼﾞ 岡山県 ﾁｰﾑ 岡山

513 1100858 日野 泰静 ﾋﾉ ﾀｲｾｲ 愛媛県 チームグロシャ

514 1300096 吹田 大地 ｽｲﾀ ﾀﾞｲﾁ 和歌山 TEAM SANREMO

515 1100638 山岡 健人 ﾔﾏｵｶ ｹﾝﾄ 愛媛県 TEAM LUPPI

516 1500654 市来 俊介 ｲﾁｷ ｼｭﾝｽｹ 福岡県 チーム ロンボクリアン

517 0800223 米内 蒼馬 ﾖﾅｲ ｿｳﾏ 東京都 TOKYO VENTOS

518 1200842 平野 真一 ﾋﾗﾉ ｼﾝｲﾁ 和歌山 TOKYO VENTOS

519 1400154 津村 翔平 ﾂﾑﾗ ｼｮｳﾍｲ 神奈川 TOKYO VENTOS

520 1001247 大村 英哉 ｵｵﾑﾗ ﾌｻﾔ 熊本県 PURPLE MONKEY

521 1200884 村田 雄耶 ﾑﾗﾀ ﾕｳﾔ 福岡県 VC Fukuoka 

522 JBVCF03 廣田 力也 ﾋﾛﾀ ﾘｷﾔ 福岡県 VC Fukuoka 

523 JBVCF01 井上 亮 ｲﾉｳｴ ﾘｮｳ 京都府 VC Fukuoka 

524 1201352 森 幸一 ﾓﾘ ｺｳｲﾁ 福岡県 VC Fukuoka 

525 1300249 今倉 慎司 ｲﾏｸﾗ ｼﾝｼﾞ 福岡県 VC Fukuoka 

526 1401678 西 寅太郎 ﾆｼ ﾄﾗﾀﾛｳ 福岡県 ボンシャンス

527 1100702 三次 匠 ﾐﾖｼ ﾀｸﾐ 広島県 ボンシャンス

528 1400184 大塚 啓示 ｵｵﾂｶ ｹｲｼﾞ 栃木県 Honda 栃木 JET

529 1100857 日野 竜嘉 ﾋﾉ ﾀﾂﾖｼ 愛媛県 松山聖陵高等学校

530 1200122 平林 楓輝 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾌｳｷ 愛媛県 松山聖陵高等学校

531 1200193 野原 弘貴 ﾉﾊﾗ ﾋﾛｷ 岐阜県 名岐ベンド

532 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

533 1000714 佐々木 暖 ｻｻｷ ﾀﾞﾝ 奈良県 EURO-WORKS Racing

534 1201366 半田 孝行 ﾊﾝﾀﾞ ﾀｶﾕｷ 大阪府 EURO-WORKS Racing

535 JBLFR06 板子 佑士 ｲﾀｺ ﾕｳｼﾞ 兵庫県 Life Ride
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【クラスタ：E2　レースレーティング：Ch 】 35名 2015.09.28

No. 選手ID 選手名 ｶﾅ 地域 ﾁｰﾑ名
581 1100479 峰澤 里志 ﾐﾈｻﾞﾜ ｻﾄｼ 愛知県 インパルス

582 1200445 岡本 順 ｵｶﾓﾄ ｼﾞｭﾝ 山口県 EsperanceStage我逢人・山口

583 9901803 棟久 明博 ﾑﾈﾋｻ ｱｷﾋﾛ 山口県 EsperanceStage我逢人・山口

584 1100640 高野 翔太 ﾀｶﾉ ｼｮｳﾀ 大阪府 大阪府立大学

585 9701872 近藤 智彦 ｺﾝﾄﾞｳ ﾄﾓﾋｺ 大阪府 クラブシルベスト

586 0900099 加藤 浩生 ｶﾄｳ ﾋﾛｵ 大阪府 クラブシルベスト

587 1400072 大倉 重良 ｵｵｸﾗ ｼｹﾞｶｽﾞ 大阪府 クラブシルベスト

588 1000362 村井 忠 ﾑﾗｲ ﾏｺﾄ 奈良県 ZAS　Racing

589 1300355 小林 草太 ｺﾊﾞﾔｼ ｿｳﾀ 栃木県 じてんしゃの杜

590 1000280 桑山 和也 ｸﾜﾔﾏ ｶｽﾞﾔ 大阪府 シマノドリンキング

591 1200184 池田 圭一郎 ｲｹﾀﾞ ｹｲｲﾁﾛｳ 兵庫県 シマノドリンキング

592 1300016 藤井 一厳 ﾌｼﾞｲ ﾉﾌﾞﾋﾛ 静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

593 1200324 細川 富仙 ﾎｿｶﾜ ﾖｼﾉﾘ 兵庫県 soleil de lest

594 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

595 1400047 菅谷 修 ｽｶﾞﾔ ｵｻﾑ 東京都 Team Speed

596 9702244 杉野 和宏 ｽｷﾞﾉ ｶｽﾞﾋﾛ 岡山県 ﾁｰﾑ 岡山

597 JBBGB04 齋藤 俊輔 ｻﾄｳ ｼｭﾝｽｹ 広島県 Team Kermis Cross

598 9702373 金子 彰 ｶﾈｺ ｱｷﾗ 山口県 チームサイクルプラス

599 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

600 1201903 杉村 敏章 ｽｷﾞﾑﾗ ﾄｼｱｷ 愛媛県 チーム大永山

601 1301731 中村 暁雄 ﾅｶﾑﾗ ｱｷｵ 鳥取県 チーム鳥取

602 1301935 曽我部 悟 ｿｶﾞﾍﾞ ｻﾄﾙ 鳥取県 チーム鳥取

603 1300762 森 正存 ﾓﾘ ﾏｻﾉﾌﾞ 愛媛県 TEAM LUPPI

604 1100700 松本 秀一 ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 愛媛県 TEAM LUPPI

605 0000251 佐々木 健 ｻｻｷ ﾀｹｼ 愛知県 天狗党

606 1200488 藤田 真也 ﾌｼﾞﾀ ﾏｻﾔ 神奈川 TOKYO VENTOS

607 1101235 森 智大 ﾓﾘ ﾄﾓﾋﾛ 徳島県 徳島サイクルレーシング

608 1200038 和泉 良隆 ｲｽﾞﾐ ﾖｼﾀｶ 高知県 徳島サイクルレーシング

609 1200524 金子 大介 ｶﾈｺ ﾀﾞｲｽｹ 東京都 なるしまフレンド

610 1200022 幡司 勝 ﾊﾀｼ ﾏｻﾙ 広島県 voyAge cycling team

611 0000379 冨久 健太郎 ﾄﾐﾋｻ ｹﾝﾀﾛｳ 岡山県 masahikomifune.com CyclingTeam

612 0801858 永安 浩介 ﾅｶﾞﾔｽ ｺｳｽｹ 岡山県 masahikomifune.com CyclingTeam

613 1500252 辻 健人 ﾂｼﾞ ｹﾝﾄ 和歌山 町じて和歌山MKD

614 1300686 桑名 太一 ｸﾜﾅ ﾀｲﾁ 愛媛県 松山聖陵高等学校

615 1300875 岩田 達弥 ｲﾜﾀ ﾀﾂﾔ 東京都 Maidservant Subject
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【クラスタ：E3　レースレーティング：Dh 】 57名 2015.09.28

No. 選手ID 選手名 ｶﾅ 地域 ﾁｰﾑ名
661 1500241 手柴 憲人 ﾃｼﾊﾞ ｹﾝﾄ 神奈川 アーティファクトレーシングチーム

662 1500885 塩澤 魁 ｼｵｻﾞﾜ ｶｲ 愛知県 インパルス

663 0700805 大谷 剛史郎 ｵｵﾀﾆ ｺﾞｳｼﾛｳ 島根県 VICTOIREしまなみ

664 1400821 山本 直人 ﾔﾏﾓﾄ ﾅｵﾄ 山口県 EsperanceStage我逢人・山口

665 1301689 江里口 恭平 ｴﾘｸﾞﾁ ｷｮｳﾍｲ 大阪府 大阪府立大学

666 0900153 岩城 和宏 ｲﾜｷ ｶｽﾞﾋﾛ 大阪府 クラブシルベスト

667 1300494 安田 元英 ﾔｽﾀﾞ ﾓﾄﾋﾃﾞ 大阪府 クラブシルベスト

668 1300061 向井 聖二 ﾑｶｲ ｾｲｼﾞ 大阪府 クラブシルベスト

669 0900427 生駒 茂 ｲｺﾏ ｼｹﾞﾙ 大阪府 クラブシルベスト

670 1201911 齋藤 全弘 ｻｲﾄｳ ﾏｻﾋﾛ 東京都 サイクルフリーダムレーシング

671 1301468 山本 修司 ﾔﾏﾓﾄ ｼｭｳｼﾞ 大阪府 Ｓａｋａｔａｎｉ Ｒａｃｉｎｇ

672 1301407 山崎 昌宣 ﾔﾏｻﾞｷ ｱｷﾉﾘ 大阪府 C-WASP

673 1301820 泉 正明 ｲｽﾞﾐ ﾏｻｱｷ 宮崎県 Chevalier.  with タカスイ

674 JBNFC02 森本 玄達 ﾓﾘﾓﾄ ﾋﾛﾐﾁ 岡山県 SAUCE DEVELOPMENT

675 1500792 大塚 秀人 ｵｵﾂｶ ﾋﾃﾞﾄ 東京都 チーム オーベスト

676 JBTOM01 堀川 滉太 ﾎﾘｶﾜ ｺｳﾀ 岡山県 ﾁｰﾑ 岡山

677 JBTGK03 井上 健志 ｲﾉｳｴ ﾀｹｼ 熊本県 チームGINRIN熊本

678 1500140 日野 凌羽 ﾋﾉ ﾘｮｳ 愛媛県 チームグロシャ

679 1400295 大森 健一 ｵｵﾓﾘ ｹﾝｲﾁ 広島県 Team Kermis Cross

680 1400292 富永 将宇 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾏｻﾀｶ 広島県 Team Kermis Cross

681 1400294 本田 弘典 ﾎﾝﾀﾞ ﾋﾛﾉﾘ 広島県 Team Kermis Cross

682 JBBGB07 竹中 勇登 ﾀｹﾅｶ ﾊﾔﾄ 広島県 Team Kermis Cross

683 JBBGB06 小口 瞳史 ｵｸﾞﾁ ﾋﾄｼ 広島県 Team Kermis Cross

684 0000401 大形 憲弘 ｵｵｶﾞﾀ ﾉﾘﾋﾛ 山口県 チームサイクルプラス

685 1001926 谷名 修一 ﾀﾆﾅ ｼｭｳｲﾁ 京都府 チーム・シルクロード

686 1500755 山林 宏行 ﾔﾏﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾕｷ 愛媛県 チーム大永山

687 1400715 林原 真人 ﾊﾔｼﾊﾞﾗ ﾏｻﾄ 鳥取県 チーム鳥取

688 1301674 三浦 正志 ﾐｳﾗ ﾏｻｼ 宮崎県 チームヤーボー

689 1400777 藤村 修平 ﾌｼﾞﾑﾗ ｼｭｳﾍｲ 宮崎県 チームヤーボー

690 1000281 内田 晋平 ｳﾁﾀﾞ ｼﾝﾍﾟｲ 宮崎県 チームヤーボー

691 1500653 友池 諒 ﾄﾓｲｹ ﾘｮｳ 福岡県 チーム ロンボクリアン

692 1500655 日下部 惣太 ｸｻｶﾍﾞ ｿｳﾀ 福岡県 チーム ロンボクリアン

693 JBLRT04 河口 克久 ｶﾜｸﾞﾁ ｶﾂﾋｻ 福岡県 チーム ロンボクリアン

694 9702601 津末 浩平 ﾂｽｴ ｺｳﾍｲ 大分県 津末レーシング

695 0100481 菊池 偉友 ｷｸﾁ ﾋﾃﾞﾄﾓ 大分県 津末レーシング

696 JBTSE13 増中 洋二 ﾏｽﾅｶ ﾖｳｼﾞ 大分県 津末レーシング

697 0800225 北川 雅一 ｷﾀｶﾞﾜ ﾏｻｶｽﾞ 東京都 なるしまフレンド

698 1400705 森野 裕太 ﾓﾘﾉ ﾕｳﾀ 山口県 ネクストリーム・うどん棒

699 JBVCF06 李 正明 ﾘ ﾏｻｱｷ 福岡県 VC Fukuoka 

700 1400269 尾形 駿 ｵｶﾞﾀ ｼｭﾝ 栃木県 ブラウ・ブリッツェン

701 JBFSA02 安原 功 ﾔｽﾊﾗ ｲｻｵ 岡山県 ＦＲＥＥＳＰＥＥＤ

702 JBFSA01 築山 元樹 ﾂｷﾔﾏ ｹﾞﾝｷ 岡山県 ＦＲＥＥＳＰＥＥＤ

703 JBBGR04 川上 豪仁 ｶﾜｶﾐ ﾀｹﾋﾄ 福岡県 Ｂｌｕｅ Ｇｒａｓｓ

704 1400291 渡部 譲二 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｮｳｼﾞ 広島県 voyAge cycling team

705 JBBGB11 横手 徳広 ﾖｺﾃ ﾄｸﾋﾛ 広島県 voyAge cycling team

706 JBBGB13 田中 隆太 ﾀﾅｶ ﾘｭｳﾀ 広島県 voyAge cycling team
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707 1400226 中山 文平 ﾅｶﾔﾏ ﾌﾞﾝﾍﾟｲ 栃木県 Honda 栃木 JET

708 0901458 尾形 尚紀 ｵｶﾞﾀ ﾅｵｷ 埼玉県 Honda 栃木 JET

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

710 JBMSH04 平林 飛都 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾀｶﾄ 愛媛県 松山聖陵高等学校

711 1401473 森本 桂太郎 ﾓﾘﾓﾄ ｹｲﾀﾛｳ 愛媛県 松山聖陵高等学校

712 JBMSH05 廣本 凌也 ﾋﾛﾓﾄ ﾘｮｳﾔ 愛媛県 松山聖陵高等学校

713 1301690 藤野 竜弥 ﾌｼﾞﾉ ﾀﾂﾔ 愛媛県 松山聖陵高等学校

714 1300688 濱田 健也 ﾊﾏﾀﾞ ｹﾝﾔ 愛媛県 松山聖陵高等学校

715 1500173 中川 泰我 ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｲｶﾞ 愛媛県 松山聖陵高等学校

716 1300523 植田 良 ｳｴﾀ ﾘｮｳ 徳島県 UNIVERS

717 1400244 福野 純一 ﾌｸﾉ ｼﾞｭﾝｲﾁ 栃木県 ﾘﾍﾞﾙﾀｽTOCHIGI BICYCLE CLUB
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【クラスタ：F　レースレーティング：Fh 】 6名 2015.09.28

No. 選手ID 選手名 ｶﾅ 地域 ﾁｰﾑ名
771 JBBGB05 大村 琴枝 ｵｵﾑﾗ ｺﾄｴ 広島県 Team Kermis Cross

772 1402089 那須 萌美 ﾅｽ ﾓｴﾐ 宮崎県 チームヤーボー

773 1301654 中原 恭恵 ﾅｶﾊﾗ ﾔｽｴ 広島県 チェリージャパン

774 1301359 棟近 陽子 ﾑﾈﾁｶ ﾖｳｺ 奈良県 BH ASTIFO

775 1301601 枝光 美奈 ｴﾀﾞﾐﾂ ﾐﾅ 福岡県 VC Fukuoka 

776 1201916 矢野 智子 ﾔﾉ ﾄﾓｺ 京都府 モジュマ  エリアゼロナナゴ

第2回 JBCF 大星山ヒルクライム

5/5


