第１回 JBCF 舞洲タイムトライアル
【クラスタ：E1 レースレーティング：B】 75名
No. 選手ID
選手名

2015.03.25
ｶﾅ

地域

ﾁｰﾑ名

301

1101409 高 日亮

ｺｳ ﾆﾁﾘｮｳ

東京都 ACQUA TAMA

302

0100833 船山 崇

ﾌﾅﾔﾏ ﾀｶｼ

東京都 ACQUA TAMA

303

1100440 田所 裕朗

ﾀﾄﾞｺﾛ ﾋﾛｱｷ

東京都 ACQUA TAMA

304

1100567 大町 健斗

ｵｵﾏﾁ ｹﾝﾄ

広島県 安芸府中高等学校

305

0600397 永山 貴浩

ﾅｶﾞﾔﾏ ﾀｶﾋﾛ

大阪府 チーム・アヴェル

306

1200389 大橋 純也

ｵｵﾊｼ ｼﾞｭﾝﾔ

兵庫県 チーム・アヴェル

307

1300054 山内 昌益

ﾔﾏｳﾁ ｼｮｳｴｷ

大阪府 チーム・アヴェル

308

1001579 若林 幹夫

ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾐｷｵ

栃木県 ブラウ・ブリッツェン

309

0001623 坂本 恵一

ｻｶﾓﾄ ｹｲｲﾁ

大阪府 BC.ANELLO

310

JBBCA01 野島 遊

ﾉｼﾞﾏ ﾕｳ

大阪府 BC.ANELLO

311

1301816 金子 和浩

ｶﾈｺ ｶｽﾞﾋﾛ

神奈川 Ｂｌｕｅ Ｇｒａｓｓ

312

0801290 齋藤 翼

ｻｲﾄｳ ﾂﾊﾞｻ

長野県 ボンシャンス

313

0801515 伊藤 舜紀

ｲﾄｳ ｼｭﾝｷ

北海道 ボンシャンス

314

1201501 内山 雅貴

ｳﾁﾔﾏ ﾏｻﾀｶ

静岡県 ボンシャンス

315

1300179 風間 博之

ｶｻﾞﾏ ﾋﾛﾕｷ

神奈川 サイクルフリーダムレーシング

316

1300237 岩佐 昭一

ｲﾜｻ ｼｮｳｲﾁ

千葉県 サイクルフリーダムレーシング

317

1101679 佐野 千尋

ｻﾉ ﾁﾋﾛ

北海道 サイクルフリーダムレーシング

318

1300024 佐藤 秀和

ｻﾄｳ ﾋﾃﾞｶｽﾞ

埼玉県 サイクルフリーダムレーシング

319

1200215 豊田 勝徳

ﾄﾖﾀﾞ ｶﾂﾉﾘ

大阪府 コラッジョ カワニシ サイクリング チーム

320

1101917 田 典幸

ﾀ ﾉﾘﾕｷ

熊本県 コラッジョ カワニシ サイクリング チーム

321

1100616 杉山 文崇

ｽｷﾞﾔﾏ ﾌﾐﾀｶ

山口県 EsperanceStage我逢人・山口

322

1001924 田口 直史

ﾀｸﾞﾁ ﾅｵｼﾞ

奈良県 EURO-WORKS Racing

323

1001922 森 俊夫

ﾓﾘ ﾄｼｵ

奈良県 EURO-WORKS Racing

324

1000714 佐々木 暖

ｻｻｷ ﾀﾞﾝ

奈良県 EURO-WORKS Racing

325

1000397 清水 洋一

ｼﾐｽﾞ ﾖｳｲﾁ

東京都 FAST LANE Racing

326

1100858 日野 泰静

ﾋﾉ ﾀｲｾｲ

愛媛県 チームグロシャ

327

1200341 小長谷 剛

ｺﾜｾ ﾂﾖｼ

栃木県 Honda 栃木 JET

328

1300343 秋元 昌夫

ｱｷﾓﾄ ﾏｻｵ

栃木県 Honda 栃木 JET

329

0800023 和田山 尚史

ﾜﾀﾞﾔﾏ ﾀｶﾌﾐ

大阪府 侵略！！！

330

1100420 小山 雄司

ｺﾔﾏ ﾕｳｼﾞ

長野県 快レーシング

331

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

332

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

333

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

334

1300268 東 智博

ﾋｶﾞｼ ﾄﾓﾋﾛ

東京都 MKⅢ

335

1100857 日野 竜嘉

ﾋﾉ ﾀﾂﾖｼ

愛媛県 松山聖陵高等学校

336

9701689 福田 透

ﾌｸﾀﾞ ﾄｵﾙ

滋賀県 ナカガワＡＳ・Ｋ’デザイン

337

1000909 阿部 耕一

ｱﾍﾞ ｺｳｲﾁ

栃木県 OYAMA STARPLEX

338

1101262 大堀 雅行

ｵｵﾎﾘ ﾏｻﾕｷ

熊本県 PURPLE MONKEY

339

1001247 大村 英哉

ｵｵﾑﾗ ﾌｻﾔ

熊本県 PURPLE MONKEY

340

0800135 丸山 英将

ﾏﾙﾔﾏ ﾋﾃﾞﾉﾌﾞ

埼玉県 SQUADRA CORSE cicli HIDE

341

9701810 松本 貞行

ﾏﾂﾓﾄ ｻﾀﾞﾕｷ

京都府 Ｓａｋａｔａｎｉ Ｒａｃｉｎｇ

342

0500349 井上 人志

ｲﾉｳｴ ﾋﾄｼ

大阪府 クラブシルベスト

343

9700734 井上 登士哉

ｲﾉｳｴ ﾄｼﾔ

愛媛県 クラブシルベスト

344

1000512 佐井 輝久

ｻｲ ﾃﾙﾋｻ

京都府 クラブシルベスト

345

0500055 藤岡 徹也

ﾌｼﾞｵｶ ﾃﾂﾔ

兵庫県 クラブシルベスト

346

0601273 松木 健治

ﾏﾂｷ ｹﾝｼﾞ

大阪府 クラブシルベスト

347

0200002 猪又 靖

ｲﾉﾏﾀ ｷﾖｼ

北海道 クラブシルベスト

348

1100274 藤田 耕志

ﾌｼﾞﾀ ﾀｶｼ

兵庫県 クラブシルベスト

349

1001438 李 宗雨

ﾘ ｿｳｳ

滋賀県 クラブシルベスト

350

0600048 奥野 浩和

ｵｸﾉ ﾋﾛｶｽﾞ

大阪府 クラブシルベスト

351

0800194 上田 貴史

ｳｴﾀﾞ ﾀｶｼ

大阪府 クラブシルベスト

352

9800604 渥美 守弘

ｱﾂﾐ ﾓﾘﾋﾛ

静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ
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353

1200023 山下 雅典

ﾔﾏｼﾀ ﾏｻﾉﾘ

静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

354

1301588 大杉 直敬

ｵｵｽｷﾞ ﾅｵﾀｶ

静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

355

1300088 白石 千尋

ｼﾗｲｼ ﾁﾋﾛ

和歌山 TEAM SANREMO

356

1201807 中村 彰伸

ﾅｶﾑﾗ ｱｷﾉﾌﾞ

愛知県 Cannonball.jp

357

1201601 鈴木 克明

ｽｽﾞｷ ｶﾂｱｷ

埼玉県 Ｙ’ｓ Ｒｏａｄ

358

0800224 川原 建太郎

ｶﾜﾊﾗ ｹﾝﾀﾛｳ

東京都 Ｙ’ｓ Ｒｏａｄ

359

1300630 川崎 卓治

ｶﾜｻｷ ﾀｸｼﾞ

岡山県 ﾁｰﾑ 岡山

360

1100108 山本 晃司

ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｼﾞ

岡山県 ﾁｰﾑ 岡山

361

1200030 青江 良治

ｱｵｴ ﾖｼﾊﾙ

岡山県 ﾁｰﾑ 岡山

362

1200028 堀田 貴洋

ﾎｯﾀ ﾀｶﾋﾛ

岡山県 ﾁｰﾑ 岡山

363

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

364

1200842 平野 真一

ﾋﾗﾉ ｼﾝｲﾁ

和歌山 TOKYO VENTOS

365

1000423 佐藤 信哉

ｻﾄｳ ｼﾝﾔ

福岡県 VC Fukuoka

366

1201348 江川 哲治

ｴｶﾞﾜ ﾃﾂｼﾞ

福岡県 VC Fukuoka

367

1100969 黒澤 虎南

ｸﾛｻﾜ ｺﾅﾝ

福岡県 VC Fukuoka

368

1300217 宮近 拓二

ﾐﾔﾁｶ ﾀｸｼﾞ

福岡県 VC Fukuoka

369

1201352 森 幸一

ﾓﾘ ｺｳｲﾁ

福岡県 VC Fukuoka

370

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

371

1100374 後藤 孝太郎

ｺﾞﾄｳ ｺｳﾀﾛｳ

福岡県 八ヶ岳 CYCLING CLUB

372

1201243 吉田 優一

ﾖｼﾀﾞ ﾕｳｲﾁ

奈良県 ZAS

373

1100087 田中 信行

ﾀﾅｶ ﾉﾌﾞﾕｷ

奈良県 ZIPPY CYCLE CLUB

374

1100170 松本 龍介

ﾏﾂﾓﾄ ﾘｮｳｽｹ

大阪府 ZIPPY CYCLE CLUB

375

0901360 松元 剛

ﾏﾂﾓﾄ ﾂﾖｼ

京都府 ZIPPY CYCLE CLUB

2/7

Racing

第１回 JBCF 舞洲タイムトライアル
【クラスタ：E2 レースレーティング：C】 59名
No. 選手ID
選手名

2015.03.25
ｶﾅ

地域

ﾁｰﾑ名

451

1100369 垣本 直人

ｶｷﾓﾄ ﾅｵﾄ

愛知県 DESTRA

452

0501658 河野 光正

ｶﾜﾉ ﾐﾂﾏｻ

大阪府 チーム・アヴェル

453

0400052 前川 元

ﾏｴｶﾜ ﾊｼﾞﾑ

兵庫県 BC.ANELLO

454

1200022 幡司 勝

ﾊﾀｼ ﾏｻﾙ

広島県 TeamBioGaiaBike

455

1300031 増田 弘誠

ﾏｽﾀﾞ ﾋﾛﾅｶﾞ

静岡県 ボンシャンス

456

1000933 金久保 諒三

ｶﾅｸﾎﾞ ﾘｮｳｿﾞｳ

東京都 サイクルフリーダムレーシング

457

1201718 金子 陽一

ｶﾈｺ ﾖｳｲﾁ

大阪府 CLOUD 9ers

458

0601400 大濱 篤史

ｵｵﾊﾏ ｱﾂｼ

大阪府 チバポンズ

459

0300357 一色 寛之

ｲｯｼｷ ﾋﾛﾕｷ

京都府 CIERVO NARA ELITE

460

1100015 伊藤 隆久

ｲﾄｳ ﾀｶﾋｻ

滋賀県 CIERVO NARA ELITE

461

9900005 中島 雅央

ﾅｶｼﾞﾏ ﾏｻｵ

大阪府 シマノドリンキング

462

1000283 進藤 祐史

ｼﾝﾄﾞｳ ﾕｳｼﾞ

大阪府 シマノドリンキング

463

1200445 岡本 順

ｵｶﾓﾄ ｼﾞｭﾝ

山口県 EsperanceStage我逢人・山口

464

9901803 棟久 明博

ﾑﾈﾋｻ ｱｷﾋﾛ

山口県 EsperanceStage我逢人・山口

465

1100076 角田 光隆

ｽﾐﾀﾞ ﾐﾂﾀｶ

奈良県 EURO-WORKS Racing

466

0701256 川口 浩孝

ｶﾜｸﾞﾁ ﾋﾛﾀｶ

奈良県 EURO-WORKS Racing

467

1001923 三嶋 大樹

ﾐｼﾏ ﾀｲｷ

奈良県 EURO-WORKS Racing

468

1200107 矢野 和也

ﾔﾉ ｶｽﾞﾔ

神奈川 FARs YOKOHAMA

469

1200103 竹松 隆幸

ﾀｹﾏﾂ ﾀｶﾕｷ

神奈川 FARs YOKOHAMA

470

1001777 伊藤 晋一

ｲﾄｳ ｼﾝｲﾁ

神奈川 G.S.POSITIVO

471

9701965 山田 哲志

ﾔﾏﾀﾞ ｻﾄｼ

大阪府 本町クラブ

472

1400182 明石 政巳

ｱｶｼ ﾏｻﾐ

栃木県 Honda 栃木 JET

473

1100479 峰澤 里志

ﾐﾈｻﾞﾜ ｻﾄｼ

愛知県 インパルス

474

1100700 松本 秀一

ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾃﾞｶｽﾞ

愛媛県 TEAM LUPPI

475

1200321 早川 信明

ﾊﾔｶﾜ ﾉﾌﾞｱｷ

愛知県 イナーメ信濃山形-EFT

476

1300044 野間 貴裕

ﾉﾏ ﾀｶﾋﾛ

兵庫県 モジュマ エリアゼロナナゴ

477

0700119 別府 敬司

ﾍﾞｯﾌﾟ ｹｲｼﾞ

大阪府 MAX SPEED 97 GOKISO

478

1000013 吉村 裕

ﾖｼﾑﾗ ﾕﾀｶ

兵庫県 Nasu Fan Club

479

1200344 海老沼 武志

ｴﾋﾞﾇﾏ ﾀｹｼ

栃木県 OYAMA STARPLEX

480

0301731 金田 一

ｶﾈﾀﾞ ﾊｼﾞﾒ

茨城県 OYAMA STARPLEX

481

0600071 高木 正哉

ﾀｶｷﾞ ﾏｻﾔ

京都府 PRESTO

482

0210435 日隈 優輔

ﾋｸﾞﾏ ﾕｳｽｹ

福岡県 Pinazou Test Team

483

1100040 小山 洋平

ｺﾔﾏ ﾖｳﾍｲ

神奈川 Racing CUBE

484

1400165 冨安 雄一郎

ﾄﾐﾔｽ ﾕｳｲﾁﾛｳ

埼玉県 SQUADRA CORSE cicli HIDE

485

1100049 佐々木 信幸

ｻｻｷ ﾉﾌﾞﾕｷ

静岡県 Squadra di LAVORANTE

486

1000051 武平 純一

ﾀｹﾋﾗ ｼﾞｭﾝｲﾁ

大阪府 Ｓａｋａｔａｎｉ Ｒａｃｉｎｇ

487

1101537 亀井 隆広

ｶﾒｲ ﾀｶﾋﾛ

大阪府 Ｓａｋａｔａｎｉ Ｒａｃｉｎｇ

488

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

489

0900099 加藤 浩生

ｶﾄｳ ﾋﾛｵ

大阪府 クラブシルベスト

490

1301949 鴻池 凌

ｺｳﾉｲｹ ﾘｮｳ

京都府 クラブシルベスト

491

1300543 宮前 昭宏

ﾐﾔﾏｴ ｱｷﾋﾛ

大阪府 クラブシルベスト

492

0001158 山崎 敏正

ﾔﾏｻﾞｷ ﾄｼﾏｻ

大阪府 クラブシルベスト

493

0300449 川崎 智貴

ｶﾜｻｷ ﾄﾓｷ

徳島県 クラブシルベスト

494

1300016 藤井 一厳

ﾌｼﾞｲ ﾉﾌﾞﾋﾛ

静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

495

0000387 大橋 克弘

ｵｵﾊｼ ｶﾂﾋﾛ

静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

496

0700359 清水 琢矢

ｼﾐｽﾞ ﾀｸﾔ

香川県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

497

0500062 平岡 恒哲

ﾋﾗｵｶ ﾂﾈｱｷ

静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

498

0300114 阿部 学宏

ｱﾍﾞ ﾀｶﾋﾛ

静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

499

1000017 村松 太陽

ﾑﾗﾏﾂ ﾀｲﾖｳ

千葉県 Ｙ’ｓ Ｒｏａｄ

500

0000251 佐々木 健

ｻｻｷ ﾀｹｼ

愛知県 天狗党

501

0800047 永田 将司

ﾅｶﾞﾀ ｼｮｳｼﾞ

大阪府 Team Via Cycles Village

502

1400047 菅谷 修

ｽｶﾞﾔ ｵｻﾑ

東京都 Team Speed
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503

1100271 二川 和成

ﾆｶﾜ ｶｽﾞﾅﾘ

大阪府 チーム スクアドラ

504

9700879 藤井 壮太

ﾌｼﾞｲ ｿｳﾀ

静岡県 東洋水産ロードレース部

505

1101544 山倉 幹丈

ﾔﾏｸﾗ ﾐｷﾀｹ

千葉県 AQULS内房レーシング

506

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

507

9702373 金子 彰

ｶﾈｺ ｱｷﾗ

山口県 チームサイクルプラス

508

1100081 高塚 武彦

ﾀｶﾂｶ ﾀｹﾋｺ

奈良県 ZAS

Racing

509

1100282 前田 真吾

ﾏｴﾀﾞ ｼﾝｺﾞ

奈良県 ZAS

Racing
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第１回 JBCF 舞洲タイムトライアル
【クラスタ：E3 レースレーティング：D】 66名
No. 選手ID
選手名

2015.03.25
ｶﾅ

地域

ﾁｰﾑ名

601

JBAVL09 荻野 貴之

ｵｷﾞﾉ ﾀｶﾕｷ

兵庫県 チーム・アヴェル

602

1400292 富永 将宇

ﾄﾐﾅｶﾞ ﾏｻﾀｶ

広島県 TeamBioGaiaBike

603

1400291 渡部 譲二

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｮｳｼﾞ

広島県 TeamBioGaiaBike

604

JBBGB02 藤川 淳

ﾌｼﾞｶﾜ ｼﾞｭﾝ

広島県 TeamBioGaiaBike

605

JBBNC01 西 寅太郎

ﾆｼ ﾄﾗﾀﾛｳ

福岡県 ボンシャンス

606

1201234 Wiesner Charles Michael ﾜｲｽﾞﾅｰ ﾁｬｰﾙｽﾞﾏｲｹﾙ

長野県 RITCHEY BREZZAカミハギRT

607

0500362 森下 大剛

ﾓﾘｼﾀ ﾀﾞｲｺﾞｳ

愛知県 RITCHEY BREZZAカミハギRT

608

0901133 中島 啓

ﾅｶｼﾞﾏ ﾋﾛﾑ

東京都 サイクルフリーダムレーシング

609

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

610

JBCKC02 福田 俊太郎

ﾌｸﾀﾞ ｼｭﾝﾀﾛｳ

兵庫県 コラッジョカワニシサイクリングチームジュニア

611

JBCLD02 ヒルド 玲音

ﾋﾙﾄﾞ ﾚｵﾝ

奈良県 CLOUD 9ers

612

1300050 村田 修

ﾑﾗﾀ ｵｻﾑ

大阪府 ドゥールース

613

1101063 岸下 太樹

ｷｼｼﾀ ﾀﾞｲｷ

大阪府 ドゥールース

614

1201092 今井 章雄

ｲﾏｲ ｱｷｵ

岡山県 ＦＲＥＥＳＰＥＥＤ

615

JBGRS02 日野 凌羽

ﾋﾉ ﾘｮｳ

愛媛県 チームグロシャ

616

1301836 塩崎 隼秀

ｼｵｻﾞｷ ﾊﾔﾋﾃﾞ

愛媛県 チームグロシャ

617

1402160 富元 久雄

ﾄﾐﾓﾄ ﾋｻｵ

埼玉県 Honda 栃木 JET

618

1200342 高松 伸介

ﾀｶﾏﾂ ｼﾝｽｹ

栃木県 Honda 栃木 JET

619

JBINP01

ｼｵｻﾞﾜ ｶｲ

愛知県 インパルス

620

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

621

1300377 小林 直樹

ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵｷ

愛知県 KOGMA Racing

622

JBLUP01 藤田 浩

ﾌｼﾞﾀ ﾋﾛｼ

愛媛県 TEAM LUPPI

623

JBMCN02 後藤 圭史

ｺﾞﾄｳ ｹｲｼﾞ

東京都 Team SPORTS KID

624

JBMIT03 田中 正浩

ﾀﾅｶ ﾏｻﾋﾛ

埼玉県 イナーメ信濃山形-EFT

625

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

626

JBMJW01 辻 健人

ﾂｼﾞ ｹﾝﾄ

和歌山 町じて和歌山MKD

627

1300141 東 健司

ﾋｶﾞｼ ｹﾝｼﾞ

神奈川 MKⅢ

628

0901303 亀岡 晋也

ｶﾒｵｶ ｼﾝﾔ

愛媛県 masahikomifune.com CyclingTeam

629

0500772 十一 達哉

ﾄｲﾁ ﾀﾂﾔ

京都府 masahikomifune.com CyclingTeam

630

JBNFE11 上原 嗣則

ｳｴﾊﾗ ﾂｸﾞﾉﾘ

東京都 なるしまフレンド

631

1301738 牧志 晃一

ﾏｷｼ ｺｳｲﾁ

東京都 なるしまフレンド

632

JBNXT06 上妻 憲尚

ｺｳﾂﾞﾏ ﾄｼﾀｶ

大阪府 ネクストリーム・うどん棒

633

1400016 新谷 和洋

ｼﾝﾀﾆ ｶｽﾞﾋﾛ

静岡県 Squadra di LAVORANTE

634

1010008 北嶋 択郎

ｷﾀｼﾞﾏ ﾀｸﾛｳ

静岡県 Squadra di LAVORANTE

635

1300027 加里本 勇喜

ｶﾘﾓﾄ ﾕｳｷ

静岡県 Squadra di LAVORANTE

636

JBSEK01 大森 修平

ｵｵﾓﾘ ｼｭｳﾍｲ

637

1301936 野中 秀樹

ﾉﾅｶ ﾋﾃﾞｷ

東京都 セオレーシング

638

1301468 山本 修司

ﾔﾏﾓﾄ ｼｭｳｼﾞ

大阪府 Ｓａｋａｔａｎｉ Ｒａｃｉｎｇ

639

0900153 岩城 和宏

ｲﾜｷ ｶｽﾞﾋﾛ

大阪府 クラブシルベスト

640

JBSLB04 小原 洋未

ｵﾊﾗ ﾋﾛﾐ

兵庫県 クラブシルベスト

641

JBSLB07 渕上 朋洋

ﾌﾁｶﾞﾐ ﾄﾓﾋﾛ

大阪府 クラブシルベスト

642

JBSLB06 三枝 秀徳

ﾐｴﾀﾞ ﾋﾃﾞﾉﾘ

大阪府 クラブシルベスト

643

JBSLB01 小西 悠希

ｺﾆｼ ﾕｳｷ

大阪府 クラブシルベスト

644

JBSLB02 松井 響

ﾏﾂｲ ﾋﾋﾞｷ

大阪府 クラブシルベスト

645

JBSLB03 小松 聖義

ｺﾏﾂ ﾏｻﾖｼ

大阪府 クラブシルベスト

646

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

647

0400195 橋本 貴之

ﾊｼﾓﾄ ﾀｶﾕｷ

静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

648

1400013 永坂 允

ﾅｶﾞｻｶ ﾏｺﾄ

静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

649

0001593 杉本 敦志

ｽｷﾞﾓﾄ ｱﾂｼ

静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

650

0800043 鈴木 秀樹

ｽｽﾞｷ ﾋﾃﾞｷ

静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

651

1200454 布施 利実

ﾌｾ ﾄｼﾐ

東京都 TEAM SANREMO

652

JBTAS01 武中 研太

ﾀｹﾅｶ ｹﾝﾀ

大阪府 TEAM AMUSE

塩澤 魁

－
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ＳＥＫＩＹＡ

653

9802134 中島 義基

ﾅｶｼﾏ ﾖｼｷ

福岡県 チーム・チェブロ

654

JBTMY02 白井 真人

ｼﾗｲ ﾏｻﾄ

東京都 Ｙ’ｓ Ｒｏａｄ

655

1402069 窪田 墾

ｸﾎﾞﾀ ﾂﾄﾑ

愛知県 Ｙ’ｓ Ｒｏａｄ

656

1400655 石河 良介

ｲｼｶﾜ ﾘｮｳｽｹ

愛知県 天狗党

657

0300682 樫尾 一知

ｶｼｵ ｲｯﾁ

兵庫県 ＴＥＡＭ ＰＯＬＰＯ

658

JBTSR05 増井 鵬朗

ﾏｽｲ ﾄﾓﾛｳ

大阪府 チーム スクアドラ

659

JBVCF02 村田 雄耶

ﾑﾗﾀ ﾕｳﾔ

福岡県 VC Fukuoka

660

1400618 関 隆芳

ｾｷ ﾀｶﾖｼ

茨城県 湾岸サイクリング・ユナイテッド

661

0500821 山口 史明

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾌﾐｱｷ

千葉県 湾岸サイクリング・ユナイテッド

662

1400352 村山 司

ﾑﾗﾔﾏ ﾂｶｻ

奈良県 ZAS

Racing

663

JBZAS01 山登 正貴

ﾔﾏﾄ ﾏｻｷ

奈良県 ZAS

Racing

664

0700132 冨士 勲

ﾌｼﾞ ｲｻｵ

京都府 ZIPPY CYCLE CLUB

665

JBZIP01

出口 勝彰

ﾃﾞｸﾞﾁ ｶﾂｱｷ

京都府 ZIPPY CYCLE CLUB

666

JBZIP02

森川 晃行

ﾓﾘｶﾜ ｱｷﾕｷ

－
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ZIPPY CYCLE CLUB

第１回 JBCF 舞洲タイムトライアル
【クラスタ：F レースレーティング：F】 11名
No. 選手ID
選手名

2015.03.25
ｶﾅ

地域

ﾁｰﾑ名

821

1101522 伊藤 杏菜

ｲﾄｳ ｱﾝﾅ

愛知県 Champion System Japan

822

JBFAR01 加藤 奈穂子

ｶﾄｳ ﾅﾎｺ

神奈川 FARs YOKOHAMA

823

1301359 棟近 陽子

ﾑﾈﾁｶ ﾖｳｺ

奈良県 BH ASTIFO

824

1400867 布袋田 沙織

ﾎﾃｲﾀﾞ ｻｵﾘ

東京都 BH ASTIFO

825

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

826

0301044 豊岡 英子

ﾄﾖｵｶ ｱﾔｺ

大阪府 パナソニックレディース

827

0800032 渕上 記理子

ﾌﾁｶﾞﾐ ｷﾘｺ

大阪府 クラブシルベスト

828

JBTSR06 安藤 奏子

ｱﾝﾄﾞｳ ｶﾅｺ

大阪府 チーム スクアドラ

829

1301601 枝光 美奈

ｴﾀﾞﾐﾂ ﾐﾅ

福岡県 VC Fukuoka

830

1100165 松本 景子

ﾏﾂﾓﾄ ｹｲｺ

大阪府 ZIPPY CYCLE CLUB

831

1200191 坂口 楓華

ｻｶｸﾞﾁ ﾌｳｶ

兵庫県 播磨南高校
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