第8回 JBCF 輪島ロードレース
【クラスタ：P1 レースレーティング：AA】 87名
No. 選手ID
選手名

2015.10.07
ｶﾅ

登録地

ﾁｰﾑ名

1

0400861 増田 成幸

ﾏｽﾀﾞ ﾅﾘﾕｷ

栃木県 宇都宮ブリッツェン

2

0400843 鈴木 譲

ｽｽﾞｷ ﾕｽﾞﾙ

神奈川 宇都宮ブリッツェン

3

9700980 鈴木 真理

ｽｽﾞｷ ｼﾝﾘ

千葉県 宇都宮ブリッツェン

4

0400845 青柳 憲輝

ｱｵﾔﾅｷﾞ ｶｽﾞｷ

栃木県 宇都宮ブリッツェン

5

0400470 大久保 陣

ｵｵｸﾎﾞ ｼﾞﾝ

鹿児島 宇都宮ブリッツェン

6

0901287 城田 大和

ｼﾛﾀ ﾔﾏﾄ

沖縄県 宇都宮ブリッツェン

7

1001732 堀 孝明

ﾎﾘ ﾀｶｱｷ

栃木県 宇都宮ブリッツェン

11

0100115 畑中 勇介

ﾊﾀﾅｶ ﾕｳｽｹ

東京都 Team UKYO

12

1402310 PUJOL Oscar

ﾌﾟｼﾞｮﾙ ｵｽｶﾙ

東京都 Team UKYO

13

1402309 URTASUN Pablo

ｳﾙﾀｽﾝ ﾊﾟﾌﾞﾛ

東京都 Team UKYO

14

1402090 GUARDIOLA Salvador ｸﾞｱﾙﾃﾞｨｵﾗ ｻﾙﾊﾞﾄﾞｰﾙ

東京都 Team UKYO

15

9700347 土井 雪広

ﾄﾞｲ ﾕｷﾋﾛ

山形県 Team UKYO

16

0501654 平井 栄一

ﾋﾗｲ ｴｲｲﾁ

神奈川 Team UKYO

17

0800983 山本 隼

ﾔﾏﾓﾄ ｼｭﾝ

山梨県 Team UKYO

18

0701211 住吉 宏太

ｽﾐﾖｼ ｺｳﾀ

熊本県 Team UKYO

31

1300861 Jose VICENTE

ﾎｾ ﾋﾞｾﾝﾃ

東京都 マトリックスパワータグ

32

ESP1026

ﾍﾞﾝｼﾞｬﾐ ﾌﾟﾗﾃﾞｽﾚﾍﾞﾙﾃﾙ

SPAIN マトリックスパワータグ

33

0301043 吉田 隼人

ﾖｼﾀﾞ ﾊﾔﾄ

奈良県 マトリックスパワータグ

34

ESP1030 Airan FERNANDEZ

ｱｲﾗﾝ ﾌｪﾙﾅﾝﾃﾞｽ

SPAIN マトリックスパワータグ

35

0700546 安原 大貴

ﾔｽﾊﾗ ﾀﾞｲｷ

大阪府 マトリックスパワータグ

36

1100726 田窪 賢次

ﾀｸﾎﾞ ｹﾝｼﾞ

大阪府 マトリックスパワータグ

37

0500440 永良 大誠

ﾅｶﾞﾗ ﾀﾞｲｾｲ

兵庫県 マトリックスパワータグ

38

JBMTR11 近谷 涼

ﾁｶﾀﾆ ﾘｮｳ

富山県 マトリックスパワータグ

41

1101581 鈴木 龍

ｽｽﾞｷ ﾘｭｳ

東京都 那須ブラーゼン

42

1100960 新城 雄大

ｱﾗｼﾛ ﾕｳﾀﾞｲ

沖縄県 那須ブラーゼン

43

1001727 雨澤 毅明

ｱﾒｻﾞﾜ ﾀｹｱｷ

栃木県 那須ブラーゼン

44

0301347 佐野 淳哉

ｻﾉ ｼﾞｭﾝﾔ

埼玉県 那須ブラーゼン

45

1100355 小野寺 玲

ｵﾉﾃﾞﾗ ﾚｲ

栃木県 那須ブラーゼン

46

0800942 吉岡 直哉

ﾖｼｵｶ ﾅｵﾔ

京都府 那須ブラーゼン

47

1000927 岩井 航太

ｲﾜｲ ｺｳﾀ

東京都 那須ブラーゼン

51

0001389 遠藤 績穂

ｴﾝﾄﾞｳ ｾｷﾎ

千葉県 ChampionSystemJapan

61

1000725 SALISBURY Paul

ｿｰﾙｽﾞﾍﾞﾘｰ ﾎﾟｰﾙ

東京都 イナーメ信濃山形

62

0901542 北野 普識

ｷﾀﾉ ﾕｷﾉﾘ

千葉県 イナーメ信濃山形

63

1200812 井上 政貴

ｲﾉｳｴ ﾏｻｷ

兵庫県 イナーメ信濃山形

64

0700051 森本 誠

ﾓﾘﾓﾄ ﾏｺﾄ

愛知県 イナーメ信濃山形

65

0700045 岩月 伸夫

ｲﾜﾂｷ ﾉﾌﾞｵ

愛知県 イナーメ信濃山形

71

0801747 才田 直人

ｻｲﾀ ﾅｵﾄ

宮城県 レモネードベルマーレレーシングチーム

72

0600361 中里 仁

ﾅｶｻﾞﾄ ﾏｻﾙ

群馬県 レモネードベルマーレレーシングチーム

73

9701240 宮澤 崇史

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾀｶｼ

JPCA レモネードベルマーレレーシングチーム

74

0101205 大村 寛

ｵｵﾑﾗ ﾕﾀｶ

鹿児島 レモネードベルマーレレーシングチーム

75

1001190 小清水 拓也

ｺｼﾐｽﾞ ﾀｸﾔ

神奈川 レモネードベルマーレレーシングチーム

76

0700382 菱沼 由季典

ﾋｼﾇﾏ ﾕｷﾉﾘ

神奈川 レモネードベルマーレレーシングチーム

91

0301382 山下 貴宏

ﾔﾏｼﾀ ﾀｶﾋﾛ

兵庫県 シエルヴォ奈良MIYATA-MERIDAレーシングチーム

92

0201014 大塚 航

ｵｵﾂｶ ﾜﾀﾙ

京都府 シエルヴォ奈良MIYATA-MERIDAレーシングチーム

93

1100483 若杉 圭祐

ﾜｶｽｷﾞ ｹｲｽｹ

愛知県 シエルヴォ奈良MIYATA-MERIDAレーシングチーム

101

9800459 小畑 郁

ｵﾊﾞﾀ ｶｵﾙ

東京都 なるしまフレンド

レーシングチーム

102

0900524 渡邊 聡

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾄﾙ

神奈川 なるしまフレンド

レーシングチーム

103

1200204 菅藤 貴昭

ｶﾝﾄｳ ﾀｶｱｷ

山形県 なるしまフレンド

レーシングチーム

111

9702834 中村 文武

ﾅｶﾑﾗ ﾌﾐﾀｹ

東京都 FIETS GROEN 日本ロボティクス

112

9702852 藤田 勉

ﾌｼﾞﾀ ﾂﾄﾑ

神奈川 FIETS GROEN 日本ロボティクス

113

9701049 屋部 佳伸

ﾔﾍﾞ ﾖｼﾉﾌﾞ

静岡県 FIETS GROEN 日本ロボティクス

131

1001745 畠山 和也

ﾊﾀｹﾔﾏ ｶｽﾞﾔ

宮城県 エルドラードサムライ東北withのんのんびより

132

0901548 海藤 稜馬

ｶｲﾄﾞｳ ﾘｮｳﾏ

山形県 エルドラードサムライ東北withのんのんびより

133

1300438 武田 祥典

ﾀｹﾀﾞ ﾖｼﾉﾘ

山形県 エルドラードサムライ東北withのんのんびより

134

0801743 小野寺 和也

ｵﾉﾃﾞﾗ ｶｽﾞﾔ

静岡県 エルドラードサムライ東北withのんのんびより

135

0401308 五十嵐 丈士

ｲｶﾞﾗｼ ﾀｹｼ

沖縄県 エルドラードサムライ東北withのんのんびより

Benjamin PRADES REVERTE
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141

0200172 平林 昌樹

ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾏｻｷ

神奈川 ACQUA TAMA EURO-WORKS

142

9702875 山口 博久

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛﾋｻ

東京都 ACQUA TAMA EURO-WORKS

143

9900169 青木 誠

ｱｵｷ ﾏｺﾄ

東京都 ACQUA TAMA EURO-WORKS

151

1300446 星野 貴大

ﾎｼﾉ ﾀｶﾋﾛ

愛知県 JP SPORTS TEST TEAM-MASSA-ANDEX

152

1101605 元山 高嶺

ﾓﾄﾔﾏ ﾀｶﾈ

京都府 JP SPORTS TEST TEAM-MASSA-ANDEX

171

1000436 高田 雄太

ﾀｶﾀﾞ ﾕｳﾀ

東京都 ウォークライド・シクロアカデミア

172

1001902 米谷 隆志

ﾖﾈﾀﾆ ﾀｶｼ

東京都 ウォークライド・シクロアカデミア

173

0210018 小室 雅成

ｺﾑﾛ ﾏｻﾅﾘ

埼玉県 ウォークライド・シクロアカデミア

174

0901592 青木 峻二

ｱｵｷ ｼｭﾝｼﾞ

三重県 ウォークライド・シクロアカデミア

181

0901551 水間 健

ﾐｽﾞﾏ ﾀｹｼ

栃木県 Honda 栃木

182

1401436 渡邉 優介

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｽｹ

栃木県 Honda 栃木

183

1001725 平野 宏明

ﾋﾗﾉ ﾋﾛｱｷ

栃木県 Honda 栃木

184

1300346 河合 貴明

ｶﾜｲ ﾀｶｱｷ

栃木県 Honda 栃木

191

0400735 伊丹 健治

ｲﾀﾐ ｹﾝｼﾞ

JPCA KINAN Cycling Team

192

9701052 山本 雅道

ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾐﾁ

神奈川 KINAN Cycling Team

193

0801740 阿曽 光佑

ｱｿ ｺｳｽｹ

三重県 KINAN Cycling Team

201

1001927 金子 大介

ｶﾈｺ ﾀﾞｲｽｹ

東京都 群馬グリフィン・レーシングチーム

202

9700539 狩野 智也

ｶﾉｳ ﾄﾓﾔ

群馬県 群馬グリフィン・レーシングチーム

203

0701310 管 洋介

ｽｶﾞ ﾖｳｽｹ

茨城県 群馬グリフィン・レーシングチーム

204

1400631 中井 雄策

ﾅｶｲ ﾕｳｻｸ

群馬県 群馬グリフィン・レーシングチーム

211

0800639 河賀 雄大

ｶｶﾞ ﾕｳﾀﾞｲ

広島県 VICTOIRE 広島

212

0401579 伊藤 翔吾

ｲﾄｳ ｼｮｳｺﾞ

広島県 VICTOIRE 広島

213

9900444 石堂 大悟

ｲｼﾄﾞｳ ﾀﾞｲｺﾞ

広島県 VICTOIRE 広島

214

0800557 西川 昌宏

ﾆｼｶﾜ ﾏｻﾋﾛ

山口県 VICTOIRE 広島

215

0400879 丸本 悠太

ﾏﾙﾓﾄ ﾕｳﾀ

広島県 VICTOIRE 広島

216

0400400 佐々木 優也

ｻｻｷ ﾕｳﾔ

広島県 VICTOIRE 広島

225

0900382 近藤 良亮

ｺﾝﾄﾞｳ ﾘｮｳｽｹ

愛知県 Team JBCF

229

0700064 田崎 友康

ﾀｻﾞｷ ﾄﾓﾔｽ

新潟県 Team JBCF

232

1200215 豊田 勝徳

ﾄﾖﾀﾞ ｶﾂﾉﾘ

大阪府 Team JBCF

233

1200683 柳瀬 慶明

ﾔﾅｾ ﾐﾁｱｷ

大阪府 Team JBCF

234

1201451 下島 将輝

ｼﾓｼﾞﾏ ﾏｻｷ

兵庫県 Team JBCF
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第8回 JBCF 輪島ロードレース
【クラスタ：E1 レースレーティング：B】 76名
No. 選手ID
選手名

2015.10.07
ｶﾅ

登録地

ﾁｰﾑ名

301

1402367 鈴木 達朗

ｽｽﾞｷ ﾀﾂﾛｳ

東京都 ACQUA TAMA

302

1200140 海保 洋平

ｶｲﾎ ﾖｳﾍｲ

千葉県 AQULS内房レーシング

303

0801451 根本 侑

ﾈﾓﾄ ﾕｳ

千葉県 AQULS内房レーシング

304

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

305

1101129 田久保 和也

ﾀｸﾎﾞ ｶｽﾞﾔ

長野県 イナーメ信濃山形-EFT

306

1200616 川口 貴大

ｶﾜｸﾞﾁ ﾀｶﾋﾛ

広島県 VICTOIREしまなみ

307

1400952 椙田 明仁

ｽｷﾞﾀ ｱｷﾋﾄ

埼玉県 EQADS

308

1100616 杉山 文崇

ｽｷﾞﾔﾏ ﾌﾐﾀｶ

山口県 EsperanceStage我逢人・山口

309

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

310

0200198 村田 隆

ﾑﾗﾀ ﾀｶｼ

長野県 快レーシング

311

0900227 鮎澤 誠治

ｱｲｻﾞﾜ ｾｲｼﾞ

長野県 快レーシング

312

1100420 小山 雄司

ｺﾔﾏ ﾕｳｼﾞ

長野県 快レーシング

313

0601273 松木 健治

ﾏﾂｷ ｹﾝｼﾞ

大阪府 クラブシルベスト

314

0500349 井上 人志

ｲﾉｳｴ ﾋﾄｼ

大阪府 クラブシルベスト

315

1101515 平田 匡史

ﾋﾗﾀ ﾏｻｼ

大阪府 クラブシルベスト

316

1301620 浜田 健志

ﾊﾏﾀﾞ ｹﾝｼﾞ

大阪府 クラブシルベスト

317

1400274 古賀 智士

ｺｶﾞ ｻﾄｼ

兵庫県 クラブシルベスト

318

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

319

9900113 高橋 利明

ﾀｶﾊｼ ﾄｼｱｷ

茨城県 GROWING Racing Team

320

1400365 國井 豊晃

ｸﾆｲ ﾄﾖｱｷ

岐阜県 KOGMA Racing

321

1001638 米田 彰

ﾖﾈﾀﾞ ｱｷﾗ

大阪府 Coraggio Kawanishi Cycling Team

322

1400053 科野 大蔵

ｼﾅﾉ ﾀﾞｲｿﾞｳ

大阪府 Coraggio Kawanishi Cycling Team

323

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

324

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

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

1200023 山下 雅典

ﾔﾏｼﾀ ﾏｻﾉﾘ

静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

327

1300015 藤田 康祐

ﾌｼﾞﾀ ｺｳｽｹ

静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

328

1402063 岡 理裕

ｵｶ ﾏｻﾋﾛ

静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

329

1301588 大杉 直敬

ｵｵｽｷﾞ ﾅｵﾀｶ

静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

330

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

331

1301819 山田 大介

ﾔﾏﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ

福島県 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ

332

1101768 中村 俊介

ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ

愛知県 ＳＥＫＩＹＡ

333

1200528 佐々木 貴則

ｻｻｷ ﾀｶﾉﾘ

東京都 ＳＥＫＩＹＡ

334

0900463 中西 昭夫

ﾅｶﾆｼ ｱｷｵ

東京都 竹芝サイクルレーシング

335

1001609 岩波 宏尚

ｲﾜﾅﾐ ﾋﾛﾀｶ

東京都 竹芝サイクルレーシング

336

1200942 遠藤 庫央

ｴﾝﾄﾞｳ ｺｵｳ

東京都 竹芝サイクルレーシング

337

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

338

1200070 阿部 直英

ｱﾍﾞ ﾅｵﾋﾃﾞ

神奈川 竹芝サイクルレーシング

339

0700611 鳥居 新也

ﾄﾘｲ ｼﾝﾔ

大阪府 竹芝サイクルレーシング

340

0900467 南島 康一

ﾐﾅﾐｼﾞﾏ ｺｳｲﾁ

東京都 竹芝サイクルレーシング

341

0901755 野口 悠真

ﾉｸﾞﾁ ﾕｳﾏ

東京都 TEAM SPORTS KID

342

JBMCN05 八幡 光哉

ﾔﾊﾀ ﾐﾂﾔ

東京都 TEAM SPORTS KID

343

0600397 永山 貴浩

ﾅｶﾞﾔﾏ ﾀｶﾋﾛ

大阪府 チーム・アヴェル

344

0701230 岡本 康太郎

ｵｶﾓﾄ ｺｳﾀﾛｳ

和歌山 TEAM SANREMO

345

1101885 鶴田 和弘

ﾂﾙﾀ ｶｽﾞﾋﾛ

神奈川 チーム大永山

346

1101584 遠藤 健太

ｴﾝﾄﾞｳ ｹﾝﾀ

新潟県 チームフィンズ

347

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

348

0800223 米内 蒼馬

ﾖﾅｲ ｿｳﾏ

東京都 TOKYO VENTOS

349

1200842 平野 真一

ﾋﾗﾉ ｼﾝｲﾁ

和歌山 TOKYO VENTOS

350

1001679 早川 祐司

ﾊﾔｶﾜ ﾕｳｼﾞ

栃木県 TOKYO VENTOS

351

1400154 津村 翔平

ﾂﾑﾗ ｼｮｳﾍｲ

神奈川 TOKYO VENTOS

352

1001371 谷内田 涼

ﾔﾁﾀﾞ ﾘｮｳ

石川県 TOKYO VENTOS

353

1300540 松井 大悟

ﾏﾂｲ ﾀﾞｲｺﾞ

石川県 トンデモクラブ ＣＳＫＡＧＡ

354

1100414 濱野 克悠

ﾊﾏﾉ ｶﾂﾕｷ

富山県 バルバレーシングクラブ

355

1001076 村尾 政彦

ﾑﾗｵ ﾏｻﾋｺ

大阪府 BC.ANELLO

356

1300114 山口 雄大

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｹﾋﾛ

神奈川 Pinazou Test Team
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357

1000423 佐藤 信哉

ｻﾄｳ ｼﾝﾔ

福岡県 VC Fukuoka

358

1201351 簑原 大介

ﾐﾉﾊﾗ ﾀｲｽｹ

福岡県 VC Fukuoka

359

JBVCF01 井上 亮

ｲﾉｳｴ ﾘｮｳ

京都府 VC Fukuoka

360

1301019 長屋 一豊

ﾅｶﾞﾔ ｶｽﾞﾄﾖ

福岡県 VC Fukuoka

361

1100969 黒澤 虎南

ｸﾛｻﾜ ｺﾅﾝ

福岡県 VC Fukuoka

362

1300249 今倉 慎司

ｲﾏｸﾗ ｼﾝｼﾞ

福岡県 VC Fukuoka

363

0500716 飯野 智行

ｲｲﾉ ﾄﾓﾕｷ

群馬県 ブラウ・ブリッツェン

364

0801290 齋藤 翼

ｻｲﾄｳ ﾂﾊﾞｻ

長野県 ボンシャンス

365

1401678 西 寅太郎

ﾆｼ ﾄﾗﾀﾛｳ

福岡県 ボンシャンス

366

1400184 大塚 啓示

ｵｵﾂｶ ｹｲｼﾞ

栃木県 Honda 栃木 JET

367

1001917 小林 孝臣

ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶｵﾐ

和歌山 町じて和歌山MKD

368

1100035 池田 朋介

ｲｹﾀﾞ ﾄﾓﾕｷ

静岡県 ミソノイレーシングチーム

369

1200193 野原 弘貴

ﾉﾊﾗ ﾋﾛｷ

岐阜県 名岐ベンド

370

0100175 大橋 穂高

ｵｵﾊｼ ﾎﾀｶ

愛知県 ユーロード レーシング

371

0800429 菅根 利明

ｽｶﾞﾈ ﾄｼｱｷ

群馬県 ラヴニールあづみの

372

0900362 小島 泰一

ｺｼﾞﾏ ﾔｽｶｽﾞ

愛知県 RITCHEY BREZZAカミハギRT

373

0600236 村田 進

ﾑﾗﾀ ｽｽﾑ

愛知県 RITCHEY BREZZAカミハギRT

374

1300400 星野 将宏

ﾎｼﾉ ﾏｻﾋﾛ

愛知県 Ｙ’ｓ Ｒｏａｄ

375

1401602 利田 卓也

ｶｶﾞﾀ ﾀｸﾔ

大阪府 Ｙ’ｓ Ｒｏａｄ

376

1200752 北西 佳輔

ｷﾀﾆｼ ｹｲｽｹ

和歌山 MUUR zero Velofutur
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第8回 JBCF 輪島ロードレース
【クラスタ：E2 レースレーティング：C】 75名
No. 選手ID
選手名

2015.10.07
ｶﾅ

登録地

ﾁｰﾑ名

401

0000355 続木 健二

ﾂﾂﾞｷ ｹﾝｼﾞ

奈良県 アラヤレーシング

402

1400051 佐藤 耕司

ｻﾄｳ ｺｳｼﾞ

奈良県 イナーメ信濃山形-EFT

403

1300559 柴田 直樹

ｼﾊﾞﾀ ﾅｵｷ

長野県 イナーメ信濃山形-EFT

404

0001698 福原 大

ﾌｸﾊﾗ ﾀﾞｲ

埼玉県 EsperanceStage我逢人・山口

405

1201603 淵田 祐

ﾌﾁﾀ ﾕｳ

新潟県 F(t)麒麟山 Racing

406

JBELS02 舘岡 賢弥

ﾀﾃｵｶ ｹﾝﾔ

宮城県 エルドラード・エスペランサ

407

1000198 竹内 鉄平

ﾀｹｳﾁ ﾃｯﾍﾟｲ

愛知県 快レーシング

408

1200336 石田 大介

ｲｼﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ

愛知県 KINAN AACA

409

0800652 辻 邦浩

ﾂｼﾞ ｸﾆﾋﾛ

京都府 クラブシルベスト

410

1000195 川上 晃史

ｶﾜｶﾐ ｺｳｼﾞ

愛知県 ｸﾗﾌﾞGiro

411

1100368 寺尾 高幸

ﾃﾗｵ ﾀｶﾕｷ

愛知県 ｸﾗﾌﾞGiro

412

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

413

1000225 佐藤 慎也

ｻﾄｳ ｼﾝﾔ

福島県 郡山サイクルフレンズ

414

0901488 上澤 剛

ｳｴｻﾜ ﾀｹｼ

福島県 郡山サイクルフレンズ

415

1201367 風間 翔眞

ｶｻﾞﾏ ｼｮｳﾏ

福島県 郡山サイクルフレンズ

416

1300232 醍醐 貴徳

ﾀﾞｲｺﾞ ﾀｶﾉﾘ

千葉県 サイクルフリーダムレーシング

417

1101537 亀井 隆広

ｶﾒｲ ﾀｶﾋﾛ

大阪府 Ｓａｋａｔａｎｉ Ｒａｃｉｎｇ

418

1000362 村井 忠

ﾑﾗｲ ﾏｺﾄ

奈良県 ZAS

419

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

420

0800943 福田 雅彦

ﾌｸﾀﾞ ﾏｻﾋｺ

兵庫県 シマノドリンキング

421

0900703 藤崎 宏祐

ﾌｼﾞｻｷ ｺｳｽｹ

神奈川 シマノドリンキング

422

1300007 高清水 天翔

ﾀｶｼﾐｽﾞ ﾃﾝｼｮｳ

静岡県 湘南ベルマーレサイクル

423

0700302 米田 靖

ﾖﾈﾀﾞ ﾔｽｼ

千葉県 ＳＰＡＣＥ ＺＥＲＯＰＯＩＮＴ

424

0400487 河井 正

ｶﾜｲ ﾀﾀﾞｼ

千葉県 ＳＰＡＣＥ ＺＥＲＯＰＯＩＮＴ

425

1300016 藤井 一厳

ﾌｼﾞｲ ﾉﾌﾞﾋﾛ

静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

426

0800041 大石 圭介

ｵｵｲｼ ｹｲｽｹ

静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

427

9901846 大倉 健一

ｵｵｸﾗ ｹﾝｲﾁ

東京都 セオレーシング

428

0300140 佐藤 善大

ｻﾄｳ ﾖｼﾋﾛ

愛知県 SAUCE DEVELOPMENT

429

0901722 塚野 英俊

ﾂｶﾉ ﾋﾃﾞﾄｼ

埼玉県 大福屋

430

0701770 浅倉 則之

ｱｻｸﾗ ﾉﾘﾕｷ

北海道 TEAM SKYROCKETS

431

0700204 大原 勇生

ｵｵﾊﾗ ﾕｳｷ

大阪府 チーム スクアドラ

432

1400047 菅谷 修

ｽｶﾞﾔ ｵｻﾑ

東京都 Team Speed

433

1300264 中川 祐輝

ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳｷ

東京都 TEAM SPORTS KID

434

1101658 篠原 直貴

ｼﾉﾊﾗ ﾅｵｷ

岐阜県 Ｔｅａｍ-ＤＡＤＤＹ

435

1501977 渡辺 拓也

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｸﾔ

愛知県 チーム・アストロ

436

0800675 紺野 衛

ｺﾝﾉ ﾏﾓﾙ

北海道 Team ARI

437

0500321 江見 之広

ｴﾐ ﾕｷﾋﾛ

東京都 チーム オーベスト

438

1301731 中村 暁雄

ﾅｶﾑﾗ ｱｷｵ

鳥取県 チーム鳥取

439

1301935 曽我部 悟

ｿｶﾞﾍﾞ ｻﾄﾙ

鳥取県 チーム鳥取

440

JBFIN01

目崎 才人

ﾒｻﾞｷ ｻｲﾄ

新潟県 チームフィンズ

441

1101439 山下 博人

ﾔﾏｼﾀ ﾋﾛﾄ

静岡県 TEAM YOU CAN

442

1300204 岩崎 弘幸

ｲﾜｻｷ ﾋﾛﾕｷ

富山県 チーム ローマン

443

1301609 井村 元気

ｲﾑﾗ ｹﾞﾝｷ

富山県 チーム ローマン

444

0601400 大濱 篤史

ｵｵﾊﾏ ｱﾂｼ

大阪府 チバポンズ

445

1001435 児玉 岳史

ｺﾀﾞﾏ ﾀｹｼ

茨城県 筑波大学 Racing Team +OB

446

9800197 片岡 誠治

ｶﾀｵｶ ｾｲｼﾞ

愛知県 DENSO RACING

447

9801161 二戸 康寛

ﾆﾄ ﾔｽﾋﾛ

東京都 TOKYO VENTOS

448

1200488 藤田 真也

ﾌｼﾞﾀ ﾏｻﾔ

神奈川 TOKYO VENTOS

449

1300541 村田 哲寛

ﾑﾗﾀ ﾃﾂﾋﾛ

石川県 トンデモクラブ ＣＳＫＡＧＡ

450

1001480 本間 智樹

ﾎﾝﾏ ﾄﾓｷ

石川県 トンデモクラブ ＣＳＫＡＧＡ

451

0700260 北 正樹

ｷﾀ ﾏｻｷ

石川県 トンデモクラブ ＣＳＫＡＧＡ

452

1200363 安藤 祐貴

ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｳｷ

長野県 トンデモクラブ ＣＳＫＡＧＡ

453

1000395 岡部 健太郎

ｵｶﾍﾞ ｹﾝﾀﾛｳ

東京都 なるしまフレンド

454

0801526 菊池 透

ｷｸﾁ ﾄｵﾙ

神奈川 なるしまフレンド

455

1200177 内藤 研太郎

ﾅｲﾄｳ ｹﾝﾀﾛｳ

東京都 なるしまフレンド

456

1101770 中村 聡史

ﾅｶﾑﾗ ｻﾄｼ

東京都 なるしまフレンド
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Racing

457

1000001 稲津 祐哉

ｲﾅﾂﾞ ﾕｳﾔ

兵庫県 HEART BEAT Racing 但馬

458

0500042 津崎 忠広

ﾂｻﾞｷ ﾀﾀﾞﾋﾛ

兵庫県 HEART BEAT Racing 但馬

459

0300027 高垣 茂光

ﾀｶｶﾞｷ ｼｹﾞﾐﾂ

兵庫県 HEART BEAT Racing 但馬

460

1401573 若林 恵一朗

ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｹｲｲﾁﾛｳ

石川県 バルバレーシングクラブ

461

0400052 前川 元

ﾏｴｶﾜ ﾊｼﾞﾑ

兵庫県 BC.ANELLO

462

0210435 日隈 優輔

ﾋｸﾞﾏ ﾕｳｽｹ

福岡県 Pinazou Test Team

463

0900210 中澤 潤

ﾅｶｻﾞﾜ ｼﾞｭﾝ

長野県 Pinazou Test Team

464

JBFTS01 石渡 誠一

ｲｼﾜﾀﾘ ｾｲｲﾁ

神奈川 フィッツ

465

9800367 吉川 勝

ﾖｼｶﾜ ﾏｻﾙ

茨城県 フィッツ

466

1301947 福岡 智之

ﾌｸｵｶ ﾄﾓﾕｷ

京都府 ＦＵＫＡＤＡまじりんぐ

467

1400273 澤田 光

ｻﾜﾀﾞ ﾋｶﾙ

栃木県 ブラウ・ブリッツェン

468

1400265 野宮 一朗

ﾉﾐﾔ ｲﾁﾛｳ

栃木県 ブラウ・ブリッツェン

469

1300031 増田 弘誠

ﾏｽﾀﾞ ﾋﾛﾅｶﾞ

静岡県 ボンシャンス

470

1300028 青野 淳一

ｱｵﾉ ｼﾞｭﾝｲﾁ

静岡県 ミソノイレーシングチーム

471

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

472

0210418 茂木 一輝

ｼｹﾞｷ ｶｽﾞﾃﾙ

長野県 ラヴニールあづみの

473

1200566 濱口 浩紀

ﾊﾏｸﾞﾁ ﾋﾛｷ

愛知県 RITCHEY BREZZAカミハギRT

474

0400143 梅林 康典

ｳﾒﾊﾞﾔｼ ﾔｽﾉﾘ

愛知県 Ｙ’ｓ Ｒｏａｄ

475

JBTMY06 水野 裕也

ﾐｽﾞﾉ ﾕｳﾔ

愛知県 Ｙ’ｓ Ｒｏａｄ
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第8回 JBCF 輪島ロードレース
【クラスタ：E3 レースレーティング：D】 85名
No. 選手ID
選手名

2015.10.07
ｶﾅ

登録地

ﾁｰﾑ名

501

1500218 西辻 将也

ﾆｼﾂｼﾞ ﾏｻﾔ

和歌山 AVANT GARDE

502

1301405 本田 竜介

ﾎﾝﾀﾞ ﾘｭｳｽｹ

新潟県 F(t)麒麟山 Racing

503

0300092 WHITAKER ANDREW

ｳｲﾀｶ ｱﾝﾄﾞﾘｭｰ

新潟県 F(t)麒麟山 Racing

504

1201737 伊東 佑馬

ｲﾄｳ ﾕｳﾏ

東京都 MKⅢ

505

1300600 椎名 岳

ｼｲﾅ ｶﾞｸ

宮城県 エルドラード・エスペランサ

506

1402116 木村 豊

ｷﾑﾗ ﾕﾀｶ

宮城県 エルドラード・エスペランサ

507

0400548 山田 健治

ﾔﾏﾀﾞ ｹﾝｼﾞ

宮城県 カネコイングスJBCF

508

1200340 小澤 健二

ｵｻﾞﾜ ｹﾝｼﾞ

愛知県 KINAN AACA

509

JBCLD01 広瀬 竜太

ﾋﾛｾ ﾘｭｳﾀ

京都府 CLOUD 9ers

510

1402392 山本 哲

ﾔﾏﾓﾄ ﾃﾂ

京都府 CLOUD 9ers

511

1100453 山野井 哲実

ﾔﾏﾉｲ ｻﾄﾐ

大阪府 クラブシルベスト

512

JBGIR01 今井 智司

ｲﾏｲ ｻﾄｼ

愛知県 ｸﾗﾌﾞGiro

513

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

514

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

515

1501828 清水 恒志

ｼﾐｽﾞ ｺｳｼ

東京都 航空電子自転車競技部

516

1300377 小林 直樹

ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵｷ

愛知県 KOGMA Racing

517

1400362 加塩 弘一

ｶｼｵ ｺｳｲﾁ

岐阜県 KOGMA Racing

518

JBCFR05 家崎 隆

ｲｴｻﾞｷ ﾀｶｼ

千葉県 サイクルフリーダムレーシング

519

1400079 島田 英樹

ｼﾏﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ

大阪府 Ｓａｋａｔａｎｉ Ｒａｃｉｎｇ

520

1301407 山崎 昌宣

ﾔﾏｻﾞｷ ｱｷﾉﾘ

大阪府 C-WASP

521

1500398 津田 悠義

ﾂﾀﾞ ﾕｳｷﾞ

愛知県 JBCF

522

1400066 松谷 一範

ﾏﾂﾀﾆ ｶｽﾞﾉﾘ

大阪府 シマノドリンキング

523

1401920 田代 亘

ﾀｼﾛ ﾜﾀﾙ

大阪府 シマノドリンキング

524

1301694 小貫 智紀

ｵﾇｷ ﾄﾓﾉﾘ

神奈川 湘南ベルマーレサイクル

525

JBBEC02 槐 野明

ｴﾝｼﾞｭ ﾉｱ

神奈川 湘南ベルマーレサイクル

526

1301540 吉田 博俊

ﾖｼﾀﾞ ﾋﾛﾄｼ

神奈川 湘南ベルマーレサイクル

527

1200606 門奈 芳生

ﾓﾝﾅ ﾖｼｵ

埼玉県 SQUADRA CORSE cicli HIDE

528

0601593 白土 浩

ｼﾗﾄ ﾋﾛｼ

千葉県 ＳＰＡＣＥ ＺＥＲＯＰＯＩＮＴ

529

1400013 永坂 允

ﾅｶﾞｻｶ ﾏｺﾄ

静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

530

1300784 片山 星也

ｶﾀﾔﾏ ｾｲﾔ

静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

531

JBSPA01 高村 昌克

ﾀｶﾑﾗ ﾏｻｶﾂ

静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

532

0300337 市橋 徹也

ｲﾁﾊｼ ﾃﾂﾔ

東京都 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ

533

JBNFC04 小嶋 宏紀

ｺｼﾞﾏ ﾋﾛｷ

愛知県 SAUCE DEVELOPMENT

534

JBNFC08 平井 大陽

ﾋﾗｲ ﾋﾛﾊﾙ

愛知県 SAUCE DEVELOPMENT

535

1001835 関口 美行

ｾｷｸﾞﾁ ﾖｼﾕｷ

東京都 たかだフレンドレーシング

536

0500685 清水 一弘

ｼﾐｽﾞ ｶｽﾞﾋﾛ

富山県 TEAM SHIDO

537

0700203 大島 正義

ｵｵｼﾏ ﾏｻﾖｼ

大阪府 チーム スクアドラ

538

1400544 抽冬 充央

ﾇｸﾄｳ ｱﾂｵ

大阪府 チーム スクアドラ

539

JBTSR07 佐藤 友飛

ｻﾄｳ ﾕｳﾄ

大阪府 チーム スクアドラ

540

1400141 長妻 暁

ﾅｶﾞﾂﾏ ｱｷﾗ

神奈川 TEAM SPORTS KID

541

1500334 大神 武之

ｵｵｶﾞﾐ ﾀｹｼ

大阪府 チーム・アヴェル

542

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

543

1400715 林原 真人

ﾊﾔｼﾊﾞﾗ ﾏｻﾄ

鳥取県 チーム鳥取

544

1500198 國定 洋光

ｸﾆｻﾀﾞ ﾋﾛﾐﾂ

東京都 Ｔｅａｍ ＦＩＴＴＥ

545

1100220 東條 容明

ﾄｳｼﾞｮｳ ﾖｼｱｷ

新潟県 チームフィンズ

546

JBFIN02

ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｽｹ

新潟県 チームフィンズ

547

1300132 河内 博行

ｶﾜﾁ ﾋﾛﾕｷ

奈良県 Team まんま

548

1300441 倉田 裕之

ｸﾗﾀ ﾋﾛﾕｷ

愛知県 DESTRA

549

JBACT02 平 泰徳

ﾋﾗ ﾔｽﾉﾘ

石川県 DESTRA

550

1402110 近藤

ｺﾝﾄﾞｳ ﾅｵﾔ

愛知県 DENSO RACING

551

9900286 伊藤 嘉浩

ｲﾄｳ ﾖｼﾋﾛ

岐阜県 DENSO RACING

552

JBTVE02 田渕 君幸

ﾀﾌﾞﾁ ｷﾐﾕｷ

東京都 TOKYO VENTOS

553

1400851 杉本 憲郎

ｽｷﾞﾓﾄ ﾉﾘｵ

石川県 トンデモクラブ ＣＳＫＡＧＡ

554

JBTON02 豆野 天星

ﾏﾒﾉ ﾃﾝｾｲ

石川県 トンデモクラブ ＣＳＫＡＧＡ

555

1000167 小杉 亮太

ｺｽｷﾞ ﾘｮｳﾀ

石川県 トンデモクラブ ＣＳＫＡＧＡ

556

9901626 渡邉 哲平

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾃｯﾍﾟｲ

京都府 ナカガワＡＳ・Ｋ’デザイン

山田 雄典

尚弥
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J-Youth

557

1400422 川島 雅孝

ｶﾜｼﾏ ﾏｻﾀｶ

東京都 なるしまフレンド

558

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

559

1300289 印具 毅雄

ｲﾝｸﾞ ﾀｹｵ

東京都 なるしまフレンド

560

0700526 置田 孝裕

ｵｷﾀ ﾀｶﾋﾛ

東京都 なるしまフレンド

561

1300565 早瀬 和郎

ﾊﾔｾ ｶｽﾞｵ

鳥取県 HEART BEAT Racing 但馬

562

0301073 池浦 雄一

ｲｹｳﾗ ﾕｳｲﾁ

大阪府 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸﾚｰｼﾝｸﾞﾁｰﾑ

563

1501960 村井 寛

ﾑﾗｲ ﾋﾛｼ

大阪府 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸﾚｰｼﾝｸﾞﾁｰﾑ

564

1001649 伊藤 隼也

ｲﾄｳ ｼｭﾝﾔ

奈良県 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸﾚｰｼﾝｸﾞﾁｰﾑ

565

JBBAL03 齋藤 友一

ｻｲﾄｳ ﾕｳｲﾁ

福井県 バルバレーシングクラブ

566

JBBAL04 山本 大樹

ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾞｲｷ

富山県 バルバレーシングクラブ

567

JBBAL02 天谷 和浩

ｱﾏﾔ ｶｽﾞﾋﾛ

福井県 バルバレーシングクラブ

568

0501058 下林 伸行

ｼﾓﾊﾞﾔｼ ﾉﾌﾞﾕｷ

兵庫県 BC.ANELLO

569

JBVCF04 瀬戸 龍太

ｾﾄ ﾘｭｳﾀ

福岡県 VC Fukuoka

570

1400772 宮田 琢視

ﾐﾔﾀ ﾀｸﾐ

滋賀県 ＦＵＫＡＤＡまじりんぐ

571

JBMAJ02 野々口 久雄

ﾉﾉｸﾞﾁ ﾋｻｵ

滋賀県 ＦＵＫＡＤＡまじりんぐ

572

JBBRI04 中村 圭祐

ﾅｶﾑﾗ ｹｲｽｹ

愛知県 ＢＲＩＤＬＥＲ JD共済 OZ

573

1100349 福島 康洋

ﾌｸｼﾏ ﾔｽﾋﾛ

栃木県 ブラウ・ブリッツェン

574

1401688 藤井 海星

ﾌｼﾞｲ ｶｲｾｲ

神奈川 保土ケ谷高校自転車競技部

575

JBMXS02 Weddell Gregory

ｳｪｯﾃﾞﾙ ｸﾞﾚｯｸﾞ

東京都 マキシモ・シグマ

576

0901303 亀岡 晋也

ｶﾒｵｶ ｼﾝﾔ

愛媛県 masahikomifune.com CyclingTeam

577

1400044 小寺 啓介

ｺﾃﾗ ｹｲｽｹ

大阪府 masahikomifune.com CyclingTeam

578

1201523 原田 友隆

ﾊﾗﾀﾞ ﾄﾓﾀｶ

静岡県 ミソノイレーシングチーム

579

JBMIS01 末冨 拓

ｽｴﾄﾐ ﾀｸ

静岡県 ミソノイレーシングチーム

580

1400815 臼井 洋平

ｳｽｲ ﾖｳﾍｲ

岐阜県 名岐ベンド

581

1400659 林 岳人

ﾊﾔｼ ﾀｹﾄ

愛知県 ユーロード レーシング

582

1001433 松本 寛史

ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾛｼ

福島県 Unity

583

1401373 飯田 千暁

ｲｲﾀﾞ ﾁｱｷ

神奈川 横浜高校自転車競技部

584

1500813 堀田 耕司

ﾎｯﾀ ｺｳｼﾞ

愛知県 RITCHEY BREZZAカミハギRT

585

1400975 松田 真也

ﾏﾂﾀﾞ ｼﾝﾔ

愛知県 RITCHEY BREZZAカミハギRT
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第8回 JBCF 輪島ロードレース
【クラスタ：F レースレーティング：F】 6名
No. 選手ID
選手名
601

0801876 吉井 玲香

2015.10.07
ｶﾅ

登録地

ﾁｰﾑ名

ﾖｼｲ ﾚｲｶ

茨城県 GROWING Racing Team

602 JBGRW03 八木沼 侑香

ﾔｷﾞﾇﾏ ﾕｶ

茨城県 GROWING Racing Team

603

1300562 松田 百合子

ﾏﾂﾀﾞ ﾕﾘｺ

神奈川 竹芝サイクルレーシング

604

1101522 伊藤 杏菜

ｲﾄｳ ｱﾝﾅ

愛知県 Champion System Japan

605

0801083 菊池 香

ｷｸﾁ ｶｵﾘ

神奈川 なるしまフレンド

606

1100492 二口 早紀

ﾌﾀｸﾁ ｻｷ

福井県 バルバレーシングクラブ
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