第7回 JBCF 3day's Road 熊野 ＜太地町大会＞
【クラスタ：E1 レースレーティング：B】 101名
No.
選手ID
選手名

2015.05.25
ｶﾅ

地域

ﾁｰﾑ名

301

0900512 山野内 徹

ﾔﾏﾉｳﾁ ﾄｵﾙ

神奈川 atelierFLEUVE Racing

302

0401502 武田 耕大

ﾀｹﾀﾞ ｺｳﾀﾞｲ

埼玉県 ＡＲＡＩＭＵＲＡＣＡ

303

9900217 山本 聖吾

ﾔﾏﾓﾄ ｾｲｺﾞ

長野県 イナーメ信濃山形-EFT

304

1301544 河合 宏樹

ｶﾜｲ ﾋﾛｷ

千葉県 オッティモ

305

0200198 村田 隆

ﾑﾗﾀ ﾀｶｼ

長野県 快レーシング

306

0900227 鮎澤 誠治

ｱｲｻﾞﾜ ｾｲｼﾞ

長野県 快レーシング

307

0700342 湊 正明

ﾐﾅﾄ ﾏｻｱｷ

三重県 KINAN AACA

308

1201807 中村 彰伸

ﾅｶﾑﾗ ｱｷﾉﾌﾞ

愛知県 Cannonball.jp

309

0500055 藤岡 徹也

ﾌｼﾞｵｶ ﾃﾂﾔ

兵庫県 クラブシルベスト

310

0500349 井上 人志

ｲﾉｳｴ ﾋﾄｼ

大阪府 クラブシルベスト

311

0400729 小西 悠貴

ｺﾆｼ ﾕｳｷ

京都府 クラブシルベスト

312

9700734 井上 登士哉

ｲﾉｳｴ ﾄｼﾔ

愛媛県 クラブシルベスト

313

0200002 猪又 靖

ｲﾉﾏﾀ ｷﾖｼ

北海道 クラブシルベスト

314

1100274 藤田 耕志

ﾌｼﾞﾀ ﾀｶｼ

兵庫県 クラブシルベスト

315

0800194 上田 貴史

ｳｴﾀﾞ ﾀｶｼ

大阪府 クラブシルベスト

316

1000512 佐井 輝久

ｻｲ ﾃﾙﾋｻ

京都府 クラブシルベスト

317

0500351 鎌谷 哲也

ｶﾏﾀﾆ ﾃﾂﾔ

大阪府 クラブシルベスト

318

1001438 李 宗雨

ﾘ ｿｳｳ

滋賀県 クラブシルベスト

319

1400274 古賀 智士

ｺｶﾞ ｻﾄｼ

兵庫県 クラブシルベスト

321

1300009 小池 悠介

ｺｲｹ ﾕｳｽｹ

静岡県 gruppo bici-okadaman

322

0800118 岸本 侑大

ｷｼﾓﾄ ﾕｷﾋﾛ

茨城県 GROWING Racing Team

323

9900113 高橋 利明

ﾀｶﾊｼ ﾄｼｱｷ

茨城県 GROWING Racing Team

324

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

325

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

326

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

327

1100087 田中 信行

ﾀﾅｶ ﾉﾌﾞﾕｷ

奈良県 ZIPPY CYCLE CLUB

328

1300487 山本 敦

ﾔﾏﾓﾄ ｱﾂｼ

神奈川 湘南ベルマーレサイクル

329

9800713 内山 靖樹

ｳﾁﾔﾏ ﾔｽｷ

神奈川 湘南ベルマーレサイクル

330

9800604 渥美 守弘

ｱﾂﾐ ﾓﾘﾋﾛ

静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

331

1200023 山下 雅典

ﾔﾏｼﾀ ﾏｻﾉﾘ

静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

332

1200528 佐々木 貴則

ｻｻｷ ﾀｶﾉﾘ

東京都 ＳＥＫＩＹＡ

333

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

334

1300630 川崎 卓治

ｶﾜｻｷ ﾀｸｼﾞ

岡山県 ﾁｰﾑ 岡山

335

1200028 堀田 貴洋

ﾎｯﾀ ﾀｶﾋﾛ

岡山県 ﾁｰﾑ 岡山

336

1200030 青江 良治

ｱｵｴ ﾖｼﾊﾙ

岡山県 ﾁｰﾑ 岡山

337

0000382 三村 尚

ﾐﾑﾗ ﾀｶｼ

岡山県 ﾁｰﾑ 岡山

338

1100858 日野 泰静

ﾋﾉ ﾀｲｾｲ

愛媛県 チームグロシャ

339

0701230 岡本 康太郎

ｵｶﾓﾄ ｺｳﾀﾛｳ

和歌山 TEAM SANREMO

340

1000288 手嶋 英樹

ﾃｼﾏ ﾋﾃﾞｷ

愛知県 Ｔｅａｍまるいちエヴァディオ

341

1100940 根本 了慈

ﾈﾓﾄ ﾘｮｳｼﾞ

東京都 Champion System Japan

342

1401536 小川 修

ｵｶﾞﾜ ｵｻﾑ

三重県 TSU RACING

344

1200842 平野 真一

ﾋﾗﾉ ｼﾝｲﾁ

和歌山 TOKYO VENTOS

345

1001679 早川 祐司

ﾊﾔｶﾜ ﾕｳｼﾞ

栃木県 TOKYO VENTOS

346

0800223 米内 蒼馬

ﾖﾅｲ ｿｳﾏ

東京都 TOKYO VENTOS

347

1001371 谷内田 涼

ﾔﾁﾀﾞ ﾘｮｳ

石川県 TOKYO VENTOS

349

1400408 伊藤 卓馬

ｲﾄｳ ﾀｸﾏ

東京都 なるしまフレンド

350

0800078 荒牧 和敬

ｱﾗﾏｷ ｶｽﾞﾖｼ

北海道 なるしまフレンド

351

1301320 田中 忍

ﾀﾅｶ ｼﾉﾌﾞ

東京都 なるしまフレンド

352

1100528 高橋 義樹

ﾀｶﾊｼ ﾖｼｷ

東京都 なるしまフレンド
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353

0601614 松尾 修作

ﾏﾂｵ ｼｭｳｻｸ

東京都 NAUTS

354

1101262 大堀 雅行

ｵｵﾎﾘ ﾏｻﾕｷ

熊本県 PURPLE MONKEY

355

1001247 大村 英哉

ｵｵﾑﾗ ﾌｻﾔ

熊本県 PURPLE MONKEY

356

0001623 坂本 恵一

ｻｶﾓﾄ ｹｲｲﾁ

大阪府 BC.ANELLO

357

1400574 森川 嘉洋

ﾓﾘｶﾜ ﾖｼﾋﾛ

奈良県 BC.ANELLO

358

1001076 村尾 政彦

ﾑﾗｵ ﾏｻﾋｺ

大阪府 BC.ANELLO

359

0200476 岡林 秀樹

ｵｶﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞｷ

長野県 B-SOUL

360

1200105 豊島 正司

ﾄﾖｼﾏ ﾏｻｼ

神奈川 FARs YOKOHAMA

361

1000071 古屋 穂高

ﾌﾙﾔ ﾎﾀﾞｶ

神奈川 FAST LANE Racing

362

1200080 加藤 周作

ｶﾄｳ ｼｭｳｻｸ

神奈川 FAST LANE Racing

363

1000423 佐藤 信哉

ｻﾄｳ ｼﾝﾔ

福岡県 VC Fukuoka

364

1200884 村田 雄耶

ﾑﾗﾀ ﾕｳﾔ

福岡県 VC Fukuoka

365

1100969 黒澤 虎南

ｸﾛｻﾜ ｺﾅﾝ

福岡県 VC Fukuoka

366

1201347 井戸川 真一

ｲﾄﾞｶﾞﾜ ｼﾝｲﾁ

福岡県 VC Fukuoka

367

1300249 今倉 慎司

ｲﾏｸﾗ ｼﾝｼﾞ

福岡県 VC Fukuoka

368

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

369

0801290 齋藤 翼

ｻｲﾄｳ ﾂﾊﾞｻ

長野県 ボンシャンス

370

1401678 西 寅太郎

ﾆｼ ﾄﾗﾀﾛｳ

福岡県 ボンシャンス

371

1100702 三次 匠

ﾐﾖｼ ﾀｸﾐ

広島県 ボンシャンス

372

1100857 日野 竜嘉

ﾋﾉ ﾀﾂﾖｼ

愛媛県 松山聖陵高等学校

373

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

374

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

375

0001174 酒井 孝典

ｻｶｲ ｺｳｽｹ

大阪府 八ヶ岳 CYCLING CLUB

376

1201366 半田 孝行

ﾊﾝﾀﾞ ﾀｶﾕｷ

大阪府 EURO-WORKS Racing

377

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

378

1101715 飯嶋 睦

ｲｲｼﾞﾏ ﾑﾂﾐ

千葉県 湾岸サイクリング・ユナイテッド

380

1200616 川口 貴大

ｶﾜｸﾞﾁ ﾀｶﾋﾛ

広島県 VICTOIREしまなみ

381

1201616 吉森 大晃

ﾖｼﾓﾘ ﾋﾛｱｷ

奈良県 GALANTE NARA

382

0601273 松木 健治

ﾏﾂｷ ｹﾝｼﾞ

大阪府 クラブシルベスト

383

0900162 苗村 徹

ﾅｴﾑﾗ ﾄｵﾙ

大阪府 クラブシルベスト

385

0401311 山本 恵大

ﾔﾏﾓﾄ ﾔｽﾄﾓ

兵庫県 グランデパール播磨

387

1201243 吉田 優一

ﾖｼﾀﾞ ﾕｳｲﾁ

奈良県 ZAS Racing

388

9800654 丸山 泰志

ﾏﾙﾔﾏ ﾔｽﾕｷ

愛知県 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ

389

9700753 作田 大祐

ｻｸﾀ ﾀﾞｲｽｹ

愛知県 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ

391

1401797 大東 泰弘

ﾀﾞｲﾄｳ ﾔｽﾋﾛ

愛知県 Ｔｅａｍまるいちエヴァディオ

392

0901252 森田 大理

ﾓﾘﾀ ﾀﾞｲﾘ

三重県 TSU RACING

393

1400758 公文 拓真

ｸﾓﾝ ﾀｸﾏ

高知県 徳島サイクルレーシング

394

1300540 松井 大悟

ﾏﾂｲ ﾀﾞｲｺﾞ

石川県 トンデモクラブ ＣＳＫＡＧＡ

395

0501388 奥田 瑛史

ｵｸﾀﾞ ｴｲｼﾞ

兵庫県 BC.ANELLO

396

1300114 山口 雄大

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｹﾋﾛ

神奈川 Pinazou Test Team

397

0700471 中山 勝晴

ﾅｶﾔﾏ ﾏｻﾊﾙ

東京都 HIRAKO.mode

398

1301019 長屋 一豊

ﾅｶﾞﾔ ｶｽﾞﾄﾖ

福岡県 VC Fukuoka

399

1001917 小林 孝臣

ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶｵﾐ

和歌山 町じて和歌山MKD

400

1300638 高谷 薫

ﾀｶﾀﾆ ｶｵﾙ

兵庫県 町じて和歌山MKD

402

1100374 後藤 孝太郎

ｺﾞﾄｳ ｺｳﾀﾛｳ

福岡県 八ヶ岳 CYCLING CLUB

403

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

404

1101599 山本 雅之

ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾕｷ

大阪府 チーム・シルクロード

405

1200364 山田 陽一

ﾔﾏﾀﾞ ﾖｳｲﾁ

石川県 トンデモクラブ ＣＳＫＡＧＡ

406

9800598 矢口 隆三

ﾔｸﾞﾁ ﾘﾕｳｿﾞｳ

石川県 トンデモクラブ ＣＳＫＡＧＡ

407

0900362 小島 泰一

ｺｼﾞﾏ ﾔｽｶｽﾞ

愛知県 RITCHEY BREZZAカミハギRT

408

0600048 奥野 浩和

ｵｸﾉ ﾋﾛｶｽﾞ

大阪府 クラブシルベスト

409

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
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第7回 JBCF 3day's Road 熊野 ＜太地町大会＞
【クラスタ：E2 レースレーティング：C】 95名
No.
選手ID
選手名

2015.05.25
ｶﾅ

地域

ﾁｰﾑ名

451

1101111 鈴木 孝幸

ｽｽﾞｷ ﾀｶﾕｷ

神奈川 atelierFLEUVE Racing

453

0901762 佐藤 照吾

ｻﾄｳ ｼｮｳｺﾞ

埼玉県 ＡＲＡＩＭＵＲＡＣＡ

454

1100479 峰澤 里志

ﾐﾈｻﾞﾜ ｻﾄｼ

愛知県 インパルス

455

9700779 仲澤 俊

ﾅｶｻﾞﾜ ﾀｶｼ

千葉県 vitesse－ｲﾁｶﾜﾚｰｼﾝｸﾞﾁｰﾑ

456

1001239 大坪 優介

ｵｵﾂﾎﾞ ﾕｳｽｹ

北海道 NSR

457

1401724 岩立 剛

ｲﾜﾀﾃ ﾂﾖｼ

千葉県 オッティモ

460

1200336 石田 大介

ｲｼﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ

愛知県 KINAN AACA

462

0900099 加藤 浩生

ｶﾄｳ ﾋﾛｵ

大阪府 クラブシルベスト

463

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

465

1301620 浜田 健志

ﾊﾏﾀﾞ ｹﾝｼﾞ

大阪府 クラブシルベスト

466

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

467

0300449 川崎 智貴

ｶﾜｻｷ ﾄﾓｷ

徳島県 クラブシルベスト

470

0800252 岩尾 伸一

ｲﾜｵ ｼﾝｲﾁ

奈良県 クラブシルベスト

471

1000195 川上 晃史

ｶﾜｶﾐ ｺｳｼﾞ

愛知県 ｸﾗﾌﾞGiro

472

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

475

1300125 石井 晋也

ｲｼｲ ｼﾝﾔ

奈良県 ZIPPY CYCLE CLUB

476

1200346 若松 武史

ﾜｶﾏﾂ ﾀｹｼ

栃木県 じてんしゃの杜

477

1400180 今関 稔

ｲﾏｾﾞｷ ﾐﾉﾙ

栃木県 じてんしゃの杜

478

1300355 小林 草太

ｺﾊﾞﾔｼ ｿｳﾀ

栃木県 じてんしゃの杜

479

0001146 福島 陽児

ﾌｸｼﾏ ﾖｳｼﾞ

大阪府 シマノドリンキング

480

9701960 森下 繁

ﾓﾘｼﾀ ｼｹﾞﾙ

大阪府 シマノドリンキング

481

0601459 佐柄 勝弘

ｻｶﾞﾗ ｶﾂﾋﾛ

新潟県 湘南ベルマーレサイクル

482

1500213 菊地 悠介

ｷｸﾁ ﾕｳｽｹ

神奈川 湘南ベルマーレサイクル

483

1300016 藤井 一厳

ﾌｼﾞｲ ﾉﾌﾞﾋﾛ

静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

484

0000387 大橋 克弘

ｵｵﾊｼ ｶﾂﾋﾛ

静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

485

0500062 平岡 恒哲

ﾋﾗｵｶ ﾂﾈｱｷ

静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

486

0800041 大石 圭介

ｵｵｲｼ ｹｲｽｹ

静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

487

0900006 杉原 和剛

ｽｷﾞﾊﾗ ｶｽﾞﾋｻ

静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

488

9701221 野田 洋一

ﾉﾀﾞ ﾖｳｲﾁ

長野県 スワコレーシングチーム

489

1100305 磯田 竜介

ｲｿﾀﾞ ﾘｭｳｽｹ

香川県 Tyrell Kagawa Racing

490

0500433 加藤 俊介

ｶﾄｳ ｼｭﾝｽｹ

香川県 Tyrell Kagawa Racing

492

1400047 菅谷 修

ｽｶﾞﾔ ｵｻﾑ

東京都 Team Speed

493

1200585 田川 寛明

ﾀｶﾞﾜ ﾋﾛｱｷ

大阪府 Team Speed

494

0701407 松田 健介

ﾏﾂﾀﾞ ｹﾝｽｹ

愛知県 チーム・アストロ

495

1100103 藤井 伸昌

ﾌｼﾞｲ ﾉﾌﾞﾏｻ

岡山県 ﾁｰﾑ 岡山

496

9702373 金子 彰

ｶﾈｺ ｱｷﾗ

山口県 チームサイクルプラス

497

0900795 守口 海

ﾓﾘｸﾞﾁ ｶｲ

長野県 チームサイクルマインド

499

1100398 橋本 勇起

ﾊｼﾓﾄ ﾕｳｷ

愛知県 Ｔｅａｍまるいちエヴァディオ

500

1100461 湯浦 裕貴

ﾕｳﾗ ﾔｽﾀｶ

愛知県 チームヤマシゲ

501

1101439 山下 博人

ﾔﾏｼﾀ ﾋﾛﾄ

静岡県 TEAM YOU CAN

502

1300762 森 正存

ﾓﾘ ﾏｻﾉﾌﾞ

愛媛県 TEAM LUPPI

503

0601400 大濱 篤史

ｵｵﾊﾏ ｱﾂｼ

大阪府 チバポンズ

504

0000251 佐々木 健

ｻｻｷ ﾀｹｼ

愛知県 天狗党

505

1200845 秋田 和彦

ｱｷﾀ ｶｽﾞﾋｺ

愛知県 DENSO RACING

506

1201123 梶野 秀忠

ｶｼﾞﾉ ﾋﾃﾞﾀﾀﾞ

愛知県 DENSO RACING

507

1300518 坂井 克行

ｻｶｲ ｶﾂﾕｷ

愛知県 DENSO RACING

508

1200488 藤田 真也

ﾌｼﾞﾀ ﾏｻﾔ

神奈川 TOKYO VENTOS

509

9801161 二戸 康寛

ﾆﾄ ﾔｽﾋﾛ

東京都 TOKYO VENTOS

510

1301464 中村 潤

ﾅｶﾑﾗ ｼﾞｭﾝ

広島県 docomo RT
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512

1300281 岩永 啓造

ｲﾜﾅｶﾞ ｹｲｿﾞｳ

東京都 なるしまフレンド

513

1100042 早瀬 憲太郎

ﾊﾔｾ ｹﾝﾀﾛｳ

神奈川 日本ろう自転車競技協会

514

0400052 前川 元

ﾏｴｶﾜ ﾊｼﾞﾑ

兵庫県 BC.ANELLO

515

0210435 日隈 優輔

ﾋｸﾞﾏ ﾕｳｽｹ

福岡県 Pinazou Test Team

516

1200107 矢野 和也

ﾔﾉ ｶｽﾞﾔ

神奈川 FARs YOKOHAMA

517

1200103 竹松 隆幸

ﾀｹﾏﾂ ﾀｶﾕｷ

神奈川 FARs YOKOHAMA

518

1400870 福永 達也

ﾌｸﾅｶﾞ ﾀﾂﾔ

福岡県 VC Fukuoka

519

1301940 廣田 力也

ﾋﾛﾀ ﾘｷﾔ

福岡県 VC Fukuoka

520

0800072 壇 耕平

ﾀﾞﾝ ｺｳﾍｲ

福岡県 VC Fukuoka

521

1100171 恒次 真

ﾂﾈﾂｸﾞ ﾏｺﾄ

岡山県 ＦＲＥＥＳＰＥＥＤ

522

1200036 山根 功

ﾔﾏﾈ ｲｻｵ

岡山県 ＦＲＥＥＳＰＥＥＤ

523

1300031 増田 弘誠

ﾏｽﾀﾞ ﾋﾛﾅｶﾞ

静岡県 ボンシャンス

524

1200467 生越 康之

ｵｺﾞｼ ｺｳｼﾞ

島根県 MAX SPEED 97 GOKISO

525

0800037 岡田 章

ｵｶﾀﾞ ｱｷﾗ

静岡県 ミソノイレーシングチーム

526

1000922 森 天孝

ﾓﾘ ｿﾗﾀｶ

東京都 Maidservant Subject

527

1200566 濱口 浩紀

ﾊﾏｸﾞﾁ ﾋﾛｷ

愛知県 RITCHEY BREZZAカミハギRT

528

1200512 横溝 直樹

ﾖｺﾐｿﾞ ﾅｵｷ

東京都 Ｙ’ｓ Ｒｏａｄ

530

1400913 萩原 啓

ﾊｷﾞﾊﾗ ｻﾄｼ

愛知県 エルドラード・エスペランサ

532

0900376 福岡 孝浩

ﾌｸｵｶ ﾀｶﾋﾛ

愛知県 KINAN AACA

533

1000879 武田 泰河

ﾀｹﾀﾞ ﾀｲｶﾞ

愛知県 KINAN AACA

534

1200491 宮村 浩平

ﾐﾔﾑﾗ ｺｳﾍｲ

愛知県 KINAN AACA

535

1201718 金子 陽一

ｶﾈｺ ﾖｳｲﾁ

大阪府 CLOUD 9ers

536

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

537

0800652 辻 邦浩

ﾂｼﾞ ｸﾆﾋﾛ

京都府 クラブシルベスト

538

0300063 内藤 啓一郎

ﾅｲﾄｳ ｹｲｲﾁﾛｳ

兵庫県 グランデパール播磨

539

1101537 亀井 隆広

ｶﾒｲ ﾀｶﾋﾛ

大阪府 Ｓａｋａｔａｎｉ Ｒａｃｉｎｇ

540

1100282 前田 真吾

ﾏｴﾀﾞ ｼﾝｺﾞ

奈良県 ZAS Racing

541

1100081 高塚 武彦

ﾀｶﾂｶ ﾀｹﾋｺ

奈良県 ZAS Racing

542

1000362 村井 忠

ﾑﾗｲ ﾏｺﾄ

奈良県 ZAS Racing

543

0300357 一色 寛之

ｲｯｼｷ ﾋﾛﾕｷ

京都府 CIERVO NARA ELITE

545

0500817 柚木 政範

ﾕｳﾉｷ ﾏｻﾉﾘ

三重県

546

1200918 薗田 将人

ｿﾉﾀﾞ ﾏｻﾄ

愛媛県 チーム大永山

547

1300204 岩崎 弘幸

ｲﾜｻｷ ﾋﾛﾕｷ

富山県 チーム ローマン

548

1300588 岡村 英紀

ｵｶﾑﾗ ﾋﾃﾞﾉﾘ

三重県 TSU RACING

549

1101235 森 智大

ﾓﾘ ﾄﾓﾋﾛ

徳島県 徳島サイクルレーシング

551

1101827 中嶋 勇貴

ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳｷ

福井県 バルバレーシングクラブ

552

1101726 渡部 達也

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾂﾔ

栃木県 ブラウ・ブリッツェン

553

1100076 角田 光隆

ｽﾐﾀﾞ ﾐﾂﾀｶ

奈良県 EURO-WORKS Racing

554

1200673 坂東 克浩

ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ｶﾂﾋﾛ

徳島県 UNIVERS

555

9701505 杉浦 司

ｽｷﾞｳﾗ ﾂｶｻ

愛知県 KINAN AACA

556

1300360 加藤 剛也

ｶﾄｳ ﾖｼﾔ

愛知県 Ｔｅａｍ-ＤＡＤＤＹ

557

1001480 本間 智樹

ﾎﾝﾏ ﾄﾓｷ

石川県 トンデモクラブ ＣＳＫＡＧＡ

558

1201642 永野 洋史

ﾅｶﾞﾉ ﾋﾛｼ

栃木県 Honda 栃木 JET

559

0300335 松並 俊雄

ﾏﾂﾅﾐ ﾄｼｵ

大阪府 masahikomifune.com CyclingTeam

560

1300170 山科 竜一郎

ﾔﾏｼﾅ ﾘｭｳｲﾁﾛｳ

兵庫県 モジュマ エリアゼロナナゴ

561

0400161 渡辺 政幸

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾕｷ

愛知県 RITCHEY BREZZAカミハギRT
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チーム スポルテック

第7回 JBCF 3day's Road 熊野 ＜太地町大会＞
【クラスタ：E3 レースレーティング：D】 80名
No.
選手ID
選手名

2015.05.25
ｶﾅ

地域

ﾁｰﾑ名

601

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

602

1300159 村田 幸希

ﾑﾗﾀ ｺｳｷ

神奈川 アーティファクトレーシングチーム

603

1500519 福田 和晃

ﾌｸﾀﾞ ｶｽﾞｱｷ

愛知県 アーティファクトレーシングチーム

604

0100837 佐藤 寛之

ｻﾄｳ ﾋﾛﾕｷ

神奈川 atelierFLEUVE Racing

605

1500226 金川 佳樹

ｶﾅｶﾞﾜ ﾖｼｷ

和歌山 AVANT GARDE

606

1500218 西辻 将也

ﾆｼﾂｼﾞ ﾏｻﾔ

和歌山 AVANT GARDE

607

1500885 塩澤 魁

ｼｵｻﾞﾜ ｶｲ

愛知県 インパルス

608

1100603 畑中 滋

ﾊﾀﾅｶ ｼｹﾞﾙ

三重県 KINAN AACA

609

1500967 小原 隆

ｺﾊﾗ ﾕﾀｶ

愛知県 KINAN AACA

610

1501584 武川 将也

ﾀｹｶﾜ ﾏｻﾔ

愛知県 KINAN AACA

611

1402392 山本 哲

ﾔﾏﾓﾄ ﾃﾂ

京都府 CLOUD 9ers

612

1500651 ヒルド 玲音

ﾋﾙﾄﾞ ﾚｵﾝ

奈良県 CLOUD 9ers

613

1500176 三枝 秀徳

ﾐｴﾀﾞ ﾋﾃﾞﾉﾘ

大阪府 クラブシルベスト

614

1500019 溝畑 悟

ﾐｿﾞﾊﾀ ｻﾄﾙ

大阪府 クラブシルベスト

615

1100453 山野井 哲実

ﾔﾏﾉｲ ｻﾄﾐ

大阪府 クラブシルベスト

616

1500485 高橋 亘平

ﾀｶﾊｼ ｺｳﾍｲ

兵庫県 グランデパール播磨

617

1400191 植田 春樹

ｳｴﾀﾞ ﾊﾙｷ

埼玉県 コムリン

618

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

619

1301468 山本 修司

ﾔﾏﾓﾄ ｼｭｳｼﾞ

大阪府 Ｓａｋａｔａｎｉ Ｒａｃｉｎｇ

620

1500298 山登 正貴

ﾔﾏﾄ ﾏｻｷ

奈良県 ZAS Racing

621

1200606 門奈 芳生

ﾓﾝﾅ ﾖｼｵ

埼玉県 SQUADRA CORSE cicli HIDE

622

0001593 杉本 敦志

ｽｷﾞﾓﾄ ｱﾂｼ

静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

623

1300015 藤田 康祐

ﾌｼﾞﾀ ｺｳｽｹ

静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

624

1400013 永坂 允

ﾅｶﾞｻｶ ﾏｺﾄ

静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

625

0700203 大島 正義

ｵｵｼﾏ ﾏｻﾖｼ

大阪府 チーム スクアドラ

626

1400148 福田 圭晃

ﾌｸﾀﾞ ﾖｼｱｷ

神奈川 Team BFY Racing

627

1500334 大神 武之

ｵｵｶﾞﾐ ﾀｹｼ

大阪府 チーム・アヴェル

628

1400540 本山 英樹

ﾓﾄﾔﾏ ﾋﾃﾞｷ

大阪府 チーム・アヴェル

629

1400078 三ツ國 拓也

ﾐﾂｸﾆ ﾀｸﾔ

大阪府 チーム・アヴェル

630

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

631

9802134 中島 義基

ﾅｶｼﾏ ﾖｼｷ

福岡県 チーム・チェブロ

632

1500257 竹下 直彦

ﾀｹｼﾀ ﾅｵﾋｺ

和歌山 TEAM NEXT STAGE

633

1500279 園田 聖

ｿﾉﾀﾞ ﾋｼﾞﾘ

和歌山 TEAM NEXT STAGE

634

1500255 中山 直樹

ﾅｶﾔﾏ ﾅｵｷ

和歌山 TEAM NEXT STAGE

635

1301914 島本 誠

ｼﾏﾓﾄ ﾏｺﾄ

和歌山 TEAM NEXT STAGE

636

1300132 河内 博行

ｶﾜﾁ ﾋﾛﾕｷ

奈良県 Team まんま

637

1400321 水野 勝仁

ﾐｽﾞﾉ ｶﾂﾋﾄ

愛知県 チームヤマシゲ

638

1100462 横井 健夫

ﾖｺｲ ﾀｹｵ

愛知県 チームヤマシゲ

639

1100463 山田 大嗣

ﾔﾏﾀﾞ ﾀｲｼ

愛知県 チームヤマシゲ

640

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

641

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

642

1500656 山浦 俊介

ﾔﾏｳﾗ ｼｭﾝｽｹ

福岡県 チーム ロンボクリアン

643

1501433 石松 孝太郎

ｲｼﾏﾂ ｺｳﾀﾛｳ

福岡県 チーム ロンボクリアン

644

1100883 アベ木 亮二

ｱﾍﾞｷ ﾘｮｳｼﾞ

東京都 Champion System Japan

645

1400655 石河 良介

ｲｼｶﾜ ﾘｮｳｽｹ

愛知県 天狗党

646

1100633 西村 幸大

ﾆｼﾑﾗ ｺｳﾀﾞｲ

愛知県 DENSO RACING

647

1400851 杉本 憲郎

ｽｷﾞﾓﾄ ﾉﾘｵ

石川県 トンデモクラブ ＣＳＫＡＧＡ

648

1402369 上原 嗣則

ｳｴﾊﾗ ﾂｸﾞﾉﾘ

東京都 なるしまフレンド

649

1402092 川野 健太

ｶﾜﾉ ｹﾝﾀ

東京都 日本ろう自転車競技協会
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650

1402072 長濱 圭吾

ﾅｶﾞﾊﾏ ｹｲｺﾞ

東京都 日本ろう自転車競技協会

651

1200335 得利 雄介

ﾄｸﾖｼ ﾕｳｽｹ

神奈川 日本ろう自転車競技協会

652

1402113 野崎 勝利

ﾉｻﾞｷ ｶﾂﾄｼ

埼玉県 日本ろう自転車競技協会

653

0901132 山崎 新太郎

ﾔﾏｻﾞｷ ｼﾝﾀﾛｳ

千葉県 NAUTS

654

1500329 山崎 裕平

ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳﾍｲ

石川県 バルバレーシングクラブ

655

1301796 森本 禎介

ﾓﾘﾓﾄ ﾃｲｽｹ

大阪府 Pinazou Test Team

656

1400226 中山 文平

ﾅｶﾔﾏ ﾌﾞﾝﾍﾟｲ

栃木県 Honda 栃木 JET

657

0901303 亀岡 晋也

ｶﾒｵｶ ｼﾝﾔ

愛媛県 masahikomifune.com CyclingTeam

658

0500772 十一 達哉

ﾄｲﾁ ﾀﾂﾔ

京都府 masahikomifune.com CyclingTeam

659

1400044 小寺 啓介

ｺﾃﾗ ｹｲｽｹ

大阪府 masahikomifune.com CyclingTeam

660

1500252 辻 健人

ﾂｼﾞ ｹﾝﾄ

和歌山 町じて和歌山MKD

661

1500047 吉田 雅

ﾖｼﾀﾞ ﾏｻｼ

静岡県 ミソノイレーシングチーム

662

1501226 渡辺 正史

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾀﾞｼ

岐阜県 名岐ベンド

663

1500788 伊岐見 哲也

ｲｷﾐ ﾃﾂﾔ

岐阜県 名岐ベンド

664

1200403 河野 俊夫

ｺｵﾉ ﾄｼｵ

愛知県 ユーロード レーシング

665

1301482 榊原 清彰

ｻｶｷﾊﾞﾗ ｷﾖｱｷ

愛知県 ユーロード レーシング

666

1400662 稲葉 智栄

ｲﾅﾊﾞ ﾄﾓｴ

愛知県 ユーロード レーシング

667

1200405 神野 太一

ｼﾞﾝﾉ ﾀｲﾁ

愛知県 ユーロード レーシング

668

1500400 石川 主都

ｲｼｶﾜ ｵﾓﾄ

愛知県 ユーロード レーシング

669

1400659 林 岳人

ﾊﾔｼ ﾀｹﾄ

愛知県 ユーロード レーシング

670

1300523 植田 良

ｳｴﾀ ﾘｮｳ

徳島県 UNIVERS

671

1500177 堀江 謙一

ﾎﾘｴ ｹﾝｲﾁ

徳島県 UNIVERS

672

1500487 川辺 史朗

ｶﾜﾍﾞ ﾌﾐｱｷ

兵庫県 Life Ride

673

1400975 松田 真也

ﾏﾂﾀﾞ ｼﾝﾔ

愛知県 RITCHEY BREZZAカミハギRT

674

1500813 堀田 耕司

ﾎｯﾀ ｺｳｼﾞ

愛知県 RITCHEY BREZZAカミハギRT

675

1500399 石川 豊久

ｲｼｶﾜ ﾄﾖﾋｻ

愛知県 RITCHEY BREZZAカミハギRT

676

1300447 小木曽 光久

ｵｷﾞｿ ﾐﾂﾋｻ

愛知県 RITCHEY BREZZAカミハギRT

677

JBBRZ03 金田 隆司

ｶﾈﾀﾞ ﾀｶｼ

愛知県 RITCHEY BREZZAカミハギRT

678

1500966 倉田 育実

ｸﾗﾀ ｲｸﾐ

愛知県 RITCHEY BREZZAカミハギRT

679

1501559 高橋 幸也

ﾀｶﾊｼ ﾕｷﾔ

神奈川 Racing CUBE

680

1500192 白井 真人

ｼﾗｲ ﾏｻﾄ

東京都 Ｙ’ｓ Ｒｏａｄ

6/7

第7回 JBCF 3day's Road 熊野 ＜太地町大会＞
【クラスタ：F レースレーティング：F】 8名
No.
選手ID
選手名

2015.05.25
ｶﾅ

地域

ﾁｰﾑ名

701

0900483 金子 広美

ｶﾈｺ ﾋﾛﾐ

東京都 イナーメ信濃山形-EFT

702

0900190 山下 由起子

ﾔﾏｼﾀ ﾕｷｺ

大阪府 Vitesse- Feminin

703

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

704

1101522 伊藤 杏菜

ｲﾄｳ ｱﾝﾅ

愛知県 Champion System Japan

706

1301359 棟近 陽子

ﾑﾈﾁｶ ﾖｳｺ

奈良県 BH ASTIFO

707

0500243 針谷 千紗子

ﾊﾘｶﾞｲ ﾁｻｺ

栃木県 Live GARDEN BICI STELLE

708

0900279 崎本 智子

ｻｷﾓﾄ ﾄﾓｺ

愛媛県 ナカガワＡＳ・Ｋ’デザイン

709

0800453 上田 順子

ｳｴﾀﾞ ｼﾞｭﾝｺ

京都府 BC.ANELLO
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