第20回 JBCF 栂池高原ヒルクライム
【クラスタ：E1 レースレーティング：Bh 】 49名
No. 選手ID
選手名

2016.06.15
ｶﾅ

地域

ﾁｰﾑ名

301

1200140 海保 洋平

ｶｲﾎ ﾖｳﾍｲ

千葉県 AQULS内房レーシング

302

0700064 田崎 友康

ﾀｻﾞｷ ﾄﾓﾔｽ

新潟県 F(t)麒麟山 Racing

303

1000909 阿部 耕一

ｱﾍﾞ ｺｳｲﾁ

栃木県 OYAMA STARPLEX

304

0301731 金田 一

ｶﾈﾀﾞ ﾊｼﾞﾒ

茨城県 OYAMA STARPLEX

305

1200344 海老沼 武志

ｴﾋﾞﾇﾏ ﾀｹｼ

栃木県 OYAMA STARPLEX

306

0200198 村田 隆

ﾑﾗﾀ ﾀｶｼ

長野県 快レーシング

307

0900227 鮎澤 誠治

ｱｲｻﾞﾜ ｾｲｼﾞ

長野県 快レーシング

308

0601273 松木 健治

ﾏﾂｷ ｹﾝｼﾞ

大阪府 クラブシルベスト

309

0900162 苗村 徹

ﾅｴﾑﾗ ﾄｵﾙ

大阪府 クラブシルベスト

310

1101515 平田 匡史

ﾋﾗﾀ ﾏｻｼ

大阪府 クラブシルベスト

311

1400072 大倉 重良

ｵｵｸﾗ ｶｽﾞﾅｶﾞ

大阪府 クラブシルベスト

312

1500607 今井 恭平

ｲﾏｲ ｷｮｳﾍｲ

長野県 グランペールサイクリングチーム

313

9900113 高橋 利明

ﾀｶﾊｼ ﾄｼｱｷ

茨城県 GROWING Racing Team

314

0800118 岸本 侑大

ｷｼﾓﾄ ﾕｷﾋﾛ

茨城県 GROWING Racing Team

315

1000225 佐藤 慎也

ｻﾄｳ ｼﾝﾔ

福島県 郡山サイクルフレンズ

316

1400365 國井 豊晃

ｸﾆｲ ﾄﾖｱｷ

岐阜県 KOGMA Racing

317

1300075 佐川 祐太

ｻｶﾞﾜ ﾕｳﾀ

埼玉県 サイタマサイクルプロジェクト

318

1500746 宮津 旭

ﾐﾔﾂﾞ ｱｻﾋ

埼玉県 サイタマサイクルプロジェクト

319

1100604 馬場 勝尚

ﾊﾞﾊﾞ ｶﾂﾋｻ

栃木県 じてんしゃの杜

320

1100640 高野 翔太

ﾀｶﾉ ｼｮｳﾀ

大阪府 シマノドリンキング

321

1300015 藤田 康祐

ﾌｼﾞﾀ ｺｳｽｹ

静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

322

1301588 大杉 直敬

ｵｵｽｷﾞ ﾅｵﾀｶ

静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

323

9800604 渥美 守弘

ｱﾂﾐ ﾓﾘﾋﾛ

静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

324

9901846 大倉 健一

ｵｵｸﾗ ｹﾝｲﾁ

東京都 セオレーシング

325

1101768 中村 俊介

ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ

東京都 ＳＥＫＩＹＡ

326

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

327

1500244 鳥飼 建太郎

ﾄﾘｶｲ ｹﾝﾀﾛｳ

和歌山 TEAM SANREMO

328

1100547 坂大 恵太

ﾊﾞﾝﾀﾞｲ ｹｲﾀ

新潟県 チームフィンズ

329

0400538 嶌田 義明

ｼﾏﾀﾞ ﾖｼｱｷ

東京都 TEAM YOU CAN

330

0301329 柴田 哲裕

ｼﾊﾞﾀ ｱｷﾋﾛ

東京都 チバポンズ

331

0000251 佐々木 健

ｻｻｷ ﾀｹｼ

愛知県 天狗党

332

1400758 公文 拓真

ｸﾓﾝ ﾀｸﾏ

徳島県 徳島サイクルレーシング

333

1200364 山田 陽一

ﾔﾏﾀﾞ ﾖｳｲﾁ

石川県 トンデモクラブ ＣＳＫＡＧＡ

334

1100258 西脇 圭亮

ﾆｼﾜｷ ｹｲｽｹ

大阪府 BC.ANELLO

335

0700471 中山 勝晴

ﾅｶﾔﾏ ﾏｻﾊﾙ

東京都 HIRAKO.mode

336

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

337

1400265 野宮 一朗

ﾉﾐﾔ ｲﾁﾛｳ

栃木県 ブラウ・ブリッツェン

338

9700666 新沼 光

ﾆｲﾇﾏ ｱｷﾗ

栃木県 ブラウ・ブリッツェン

339

1400273 澤田 光

ｻﾜﾀﾞ ﾋｶﾙ

栃木県 ブラウ・ブリッツェン

340

1200649 野口 岳志

ﾉｸﾞﾁ ﾀｹｼ

長野県 ベロクラブ南信州

341

1100374 後藤 孝太郎

ｺﾞﾄｳ ｺｳﾀﾛｳ

福岡県 八ヶ岳 CYCLING CLUB

342

1100076 角田 光隆

ｽﾐﾀﾞ ﾐﾂﾀｶ

奈良県 EURO-WORKS Racing

343

0800315 栗栖 嵩

ｸﾘｽ ﾀｶｼ

北海道 弱虫ペダル サイクリングチーム

344

1001672 古谷 崇

ｺﾔ ﾀｶｼ

栃木県 RIDE Freaks

345

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

346

0400076 中井 光博

ﾅｶｲ ﾐﾂﾋﾛ

岐阜県 ラヴニールあづみの

347

0600130 河合 玄太

ｶﾜｲ ｹﾞﾝﾀ

栃木県 ﾘﾍﾞﾙﾀｽTOCHIGI BICYCLE CLUB

348

0901123 菅野 正明

ｶﾝﾉ ﾏｻｱｷ

東京都 LinkTOHOKU

349

1201905 渡邊 友一

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓｶｽﾞ

福島県 LinkTOHOKU
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第20回 JBCF 栂池高原ヒルクライム
【クラスタ：E2 レースレーティング：Ch】 74名
No. 選手ID
選手名

2016.06.15
ｶﾅ

地域

ﾁｰﾑ名

401

1000599 大島 達也

ｵｵｼﾏ ﾀﾂﾔ

東京都 atelierFLEUVE Racing

402

1502777 生田目 修

ﾅﾏﾀﾒ ｵｻﾑ

栃木県 イナーメ信濃山形-EFT

403

1400051 佐藤 耕司

ｻﾄｳ ｺｳｼﾞ

大阪府 イナーメ信濃山形-EFT

404

9701178 筧 五郎

ｶｹｲ ｺﾞﾛｳ

愛知県 イナーメ信濃山形-EFT

405

1300559 柴田 直樹

ｼﾊﾞﾀ ﾅｵｷ

長野県 イナーメ信濃山形-EFT

406

1500284 落合 明

ｵﾁｱｲ ｱｷﾗ

神奈川 イナーメ信濃山形-EFT

407

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

408

1502190 齋藤 寛太

ｻｲﾄｳ ｶﾝﾀ

茨城県 ヴァンヴァートサイクリングチーム

409

1201603 淵田 祐

ﾌﾁﾀ ﾕｳ

新潟県 F(t)麒麟山 Racing

410

1600670 益川 慎平

ﾏｽｶﾜ ｼﾝﾍﾟｲ

京都府 CLOUD 9ers

411

0700279 松村 晃秀

ﾏﾂﾑﾗ ｱｷﾋﾃﾞ

静岡県 CLUB viento

412

1501884 大島 浩明

ｵｵｼﾏ ﾋﾛｱｷ

東京都 グランペールサイクリングチーム

413

0901488 上澤 剛

ｳｴｻﾜ ﾀｹｼ

福島県 郡山サイクルフレンズ

414

1300377 小林 直樹

ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵｷ

愛知県 KOGMA Racing

415

1400139 木下 翔平

ｷﾉｼﾀ ｼｮｳﾍｲ

埼玉県 コムリン

416

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

417

1000362 村井 忠

ﾑﾗｲ ﾏｺﾄ

奈良県 ZAS

418

1301407 山崎 昌宣

ﾔﾏｻﾞｷ ｱｷﾉﾘ

大阪府 CWASP RAVITAILLEMENT

419

9701960 森下 繁

ﾓﾘｼﾀ ｼｹﾞﾙ

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

1500114 田口 紀昭

ﾀｸﾞﾁ ﾉﾘｱｷ

埼玉県 シャークアイランド

422

1200048 右原 健寛

ｳﾊﾗ ﾀｹﾋﾛ

静岡県 Squadra di LAVORANTE

423

1200352 清野 淳

ｾｲﾉ ｱﾂｼ

群馬県 ＳＵＢＡＲＵ ＲＴ

424

1001103 長塚 寿生

ﾅｶﾞﾂｶ ﾄｼｷ

茨城県 SPACE DEVOTION

425

0700308 八重澤 明広

ﾔｴｻﾞﾜ ｱｷﾋﾛ

千葉県 SPACE DEVOTION

426

1300784 片山 星也

ｶﾀﾔﾏ ｾｲﾔ

静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

427

1100689 丸田 友之

ﾏﾙﾀ ﾄﾓﾕｷ

東京都 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ

428

1000391 小口 尚思

ｵｸﾞﾁ ﾋｻｼ

東京都 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ

429

1100422 兼子 博昭

ｶﾈｺ ﾋﾛｱｷ

長野県 スワコレーシングチーム

430

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

431

1101927 小倉 秀彦

ｵｸﾞﾗ ﾋﾃﾞﾋｺ

東京都 セオレーシング

432

0700459 石川 貴英

ｲｼｶﾜ ﾀｶﾃﾙ

新潟県 ＳＥＫＩＹＡ

433

0300140 佐藤 善大

ｻﾄｳ ﾖｼﾋﾛ

愛知県 SAUCE DEVELOPMENT

434

1401017 井下 晴登

ｲﾉｼﾀ ﾊﾙﾄ

東京都 TEAM SKYROCKETS

435

1300264 中川 祐輝

ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳｷ

東京都 TEAM SPORTS KID

436

1400141 長妻 暁

ﾅｶﾞﾂﾏ ｱｷﾗ

神奈川 TEAM SPORTS KID

437

0700166 古野 修

ﾌﾙﾉ ｵｻﾑ

京都府 TEAM☆ルパン・ttm

438

1500792 大塚 秀人

ｵｵﾂｶ ﾋﾃﾞﾄ

東京都 チーム オーベスト

439

0500321 江見 之広

ｴﾐ ﾕｷﾋﾛ

東京都 チーム オーベスト

440

9702244 杉野 和宏

ｽｷﾞﾉ ｶｽﾞﾋﾛ

岡山県 ﾁｰﾑ 岡山

441

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

442

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

443

1101885 鶴田 和弘

ﾂﾙﾀ ｶｽﾞﾋﾛ

神奈川 チーム大永山

444

1500198 國定 洋光

ｸﾆｻﾀﾞ ﾋﾛﾐﾂ

東京都 Ｔｅａｍ ＦＩＴＴＥ

445

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

446

1501865 目崎 才人

ﾒｻﾞｷ ｻｲﾄ

新潟県 チームフィンズ

447

1300204 岩崎 弘幸

ｲﾜｻｷ ﾋﾛﾕｷ

富山県 チーム ローマン

448

1300368 関口 秀正

ｾｷｸﾞﾁ ﾋﾃﾞﾀﾀﾞ

栃木県 チバポンズ

449

1301523 青木 清

ｱｵｷ ｷﾖｼ

群馬県 TRC PANAMAREDS

450

1000278 大野 直樹

ｵｵﾉ ﾅｵｷ

愛知県 DESTRA

451

1300541 村田 哲寛

ﾑﾗﾀ ﾃﾂﾋﾛ

石川県 トンデモクラブ ＣＳＫＡＧＡ

452

1200918 薗田 将人

ｿﾉﾀﾞ ﾏｻﾄ

愛媛県 ナカガワＡＳ・Ｋ’デザイン
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Racing

453

0801077 松田 智史

ﾏﾂﾀ ｻﾄｼ

大阪府 ナカガワＡＳ・Ｋ’デザイン

454

0001419 江本 泰輔

ｴﾓﾄ ﾀｲｽｹ

東京都 なるしまフレンド

455

0600114 中原 将宏

ﾅｶﾊﾗ ﾏｻﾋﾛ

兵庫県 なるしまフレンド

456

0200168 風間 慶晴

ｶｻﾞﾏ ﾖｼﾊﾙ

神奈川 HAMMER!!BROS

457

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

458

1502464 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

459

9802042 丸山 厚

ﾏﾙﾔﾏ ｱﾂｼ

長野県 B-SOUL

460

1200954 櫻井 亨軌

ｻｸﾗｲ ﾅｵｷ

東京都 日野自動車レーシングチーム

461

0000110 中山 誠司

ﾅｶﾔﾏ ｻﾄｼ

東京都 日野自動車レーシングチーム

462

0101284 岡山 裕史

ｵｶﾔﾏ ﾋﾛｼ

東京都 HIRAKO.mode

463

1600391 関 拓真

ｾｷ ﾀｸﾏ

栃木県 フィッツ

464

9800367 吉川 勝

ﾖｼｶﾜ ﾏｻﾙ

茨城県 フィッツ

465

0500522 丹下 真人

ﾀﾝｹﾞ ﾏｻﾄ

滋賀県 ＦＵＫＡＤＡまじりんぐ

466

9701318 國吉 正紀

ｸﾆﾖｼ ﾏｻﾉﾘ

岐阜県 ＢＲＩＤＬＥＲ JD共済 OZ

467

1400263 川口 諒人

ｶﾜｸﾞﾁ ﾘｮｳﾄ

栃木県 ブラウ・ブリッツェン

468

9900454 片岡 良友

ｶﾀｵｶ ﾖｼﾄﾓ

広島県 Verdad

469

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

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

1001682 倉野 稔也

ｸﾗﾉ ﾄｼﾔ

栃木県 RIDE Freaks

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

1100069 居鶴 悠史

ｲﾂﾞﾙ ﾕｳｼﾞ

埼玉県 Racing CUBE

474

1500264 折橋 孝治

ｵﾘﾊｼ ｺｳｼﾞ

千葉県 湾岸サイクリング・ユナイテッド
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第20回 JBCF 栂池高原ヒルクライム
【クラスタ：E3 レースレーティング：Dh】 136名
No. 選手ID
選手名

2016.06.15
ｶﾅ

地域

ﾁｰﾑ名

501

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

502

1600237 駒井 出

ｺﾏｲ ｲｽﾞﾙ

埼玉県 アーティファクトレーシングチーム

503

1200126 岡林 大司

ｵｶﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｼ

千葉県 AQULS内房レーシング

504

1602034 松井 大輝

ﾏﾂｲ ﾀﾞｲｷ

茨城県 ヴァンヴァートサイクリングチーム

505

1400617 会沢 明寿

ｵｵｳﾁ ｱｷﾄｼ

茨城県 ＷＥ ＬＯＶＥ Ｏ２

506

1600308 大内 淳司

ｵｵｳﾁ ｱﾂｼ

茨城県 ＷＥ ＬＯＶＥ Ｏ２

507

1600309 小暮 智和

ｺｸﾞﾚ ﾄﾓｶｽﾞ

茨城県 ＷＥ ＬＯＶＥ Ｏ２

508

1402159 山口 敦大

ﾔﾏｸﾞﾁ ｱﾂﾋﾛ

京都府 velo club VENTO

509

1502748 小川 翔平

ｵｶﾞﾜ ｼｮｳﾍｲ

大阪府 velo club VENTO

510

1600214 田中 清志

ﾀﾅｶ ｷﾖｼ

神奈川 VENTOS FRECCIA

511

1600252 丸山 英之

ﾏﾙﾔﾏ ﾋﾃﾞﾕｷ

東京都 VENTOS FRECCIA

512

1301107 渡辺 英紀

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾃﾞﾉﾘ

新潟県 F(t)麒麟山 Racing

513

1600569 松井 建太

ﾏﾂｲ ｹﾝﾀ

宮城県 エルドラード・エスペランサ

514

1500510 佐藤 智史

ｻﾄｳ ﾄﾓﾌﾐ

岩手県 エルドラード・エスペランサ

515

1600572 吉田 達也

ﾖｼﾀﾞ ﾀﾂﾔ

宮城県 エルドラード・エスペランサ

516

1500951 奥山 太郎

ｵｸﾔﾏ ﾀﾛｳ

岩手県 エルドラード・エスペランサ

517

1600469 泉山 淳

ｲｽﾞﾐﾔﾏ ｱﾂｼ

千葉県 オッティモ

518

1500274 大石 尚広

ｵｵｲｼ ﾅｵﾋﾛ

千葉県 オッティモ

519

1001243 坂本 真吾

ｻｶﾓﾄ ｼﾝｺﾞ

栃木県 OYAMA STARPLEX

520

1500608 石坂 智晃

ｲｼｻﾞｶ ﾄﾓｱｷ

長野県 快レーシング

521

1300898 小林 千元

ｺﾊﾞﾔｼ ﾁﾊﾙ

長野県 快レーシング

522

0400548 山田 健治

ﾔﾏﾀﾞ ｹﾝｼﾞ

宮城県 カネコイングスJBCF

523

1500681 廣野 正也

ﾋﾛﾉ ﾏｻﾔ

東京都 カネコイングスJBCF

524

1400766 木下 俊男

ｷﾉｼﾀ ﾄｼｵ

愛知県 ｸﾗﾌﾞGiro

525

9702810 高梨 真幸人

ﾀｶﾅｼ ﾏｺﾄ

茨城県 GROWING Racing Team

526

1400362 加塩 弘一

ｶｼｵ ｺｳｲﾁ

岐阜県 KOGMA Racing

527

1601220 長澤 渉

ﾅｶﾞｻﾜ ﾜﾀﾙ

東京都 GSエバーウィン

528

1600402 中山 岳

ﾅｶﾔﾏ ｶﾞｸ

神奈川 G.S.POSITIVO

529

1600328 会田 森

ｱｲﾀﾞ ｼﾝ

群馬県 COW GUMMA

530

9701890 高橋 聡一

ﾀｶﾊｼ ｿｳｲﾁ

大阪府 シマノドリンキング

531

1500111 中村 義之

ﾅｶﾑﾗ ﾖｼﾕｷ

埼玉県 シャークアイランド

532

1600316 狩野 敦

ｶﾉｳ ｱﾂｼ

群馬県 上毛レーシング

533

1500042 尾鷲 猛

ｵﾜｼ ﾀｹｼ

静岡県 Squadra di LAVORANTE

534

1500041 佐々木 洸

ｻｻｷ ﾀｹｼ

静岡県 Squadra di LAVORANTE

535

1300295 小林 成輔

ｺﾊﾞﾔｼ ｾｲｽｹ

東京都 ＳＵＢＡＲＵ ＲＴ

536

1600072 土井 賢太

ﾄﾞｲ ｹﾝﾀ

静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

537

1400425 相場 康雄

ｱｲﾊﾞ ﾔｽｵ

東京都 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ

538

1600283 赤澤 豪将

ｱｶｻﾞﾜ ｺﾞｳｼｮｳ

東京都 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ

539

1100694 池羽 謙治

ｲｹﾊﾞ ｹﾝｼﾞ

東京都 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ

540

1600255 稲葉 翔太

ｲﾅﾊﾞ ｼｮｳﾀ

東京都 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ

541

JB16352 柏井 良太

ｶｼﾜｲ ﾘｮｳﾀ

東京都 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ

542

1101042 新村 拓也

ｼﾝﾑﾗ ﾀｸﾔ

東京都 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ

543

JB16807 原 直矢

ﾊﾗ ﾅｵﾔ

東京都 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ

544

1600766 浜口 太志

ﾊﾏｸﾞﾁ ﾀｶﾕｷ

千葉県 セオレーシング

545

1200439 古東 克敏

ｺﾄｳ ｶﾂﾄｼ

千葉県 セオレーシング

546

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

547

0301108 岩倉 航太郎

ｲﾜｸﾗ ｺｳﾀﾛｳ

神奈川 竹芝サイクルレーシング

548

1602082 宿谷 英男

ｼｭｸﾔ ﾋﾃﾞｵ

東京都 竹芝サイクルレーシング

549

1301921 小島 大輝

ｺｼﾞﾏ ﾀﾞｲｷ

新潟県 Ｗ．Ｖ．ＯＴＡ-twin

550

1500029 武中 研太

ﾀｹﾅｶ ｹﾝﾀ

大阪府 TEAM AMUSE

551

1600277 森 拓也

ﾓﾘ ﾀｸﾔ

東京都 TEAM SPORTS KID

552

1600521 今井 亮太

ｲﾏｲ ﾘｮｳﾀ

神奈川 TEAM SPORTS KID
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553

1200079 古川 肇栄

ﾌﾙｶﾜ ﾓﾄﾋﾃﾞ

神奈川 Team BFY Racing

554

1600439 前田 尚男

ﾏｴﾀﾞ ﾀｶｵ

山梨県 チーム・コバリン

555

9701192 澤田 雄一

ｻﾜﾀﾞ ﾕｳｲﾁ

長野県 チームサイクルマインド

556

1600160 石井 宏幸

ｲｼｲ ﾋﾛﾕｷ

和歌山 TEAM SANREMO

557

1500317 鯉沼 篤史

ｺｲﾇﾏ ｱﾂｼ

千葉県 TEAM GIRO 360

558

1600837 東郷 伊佐夫

ﾄｳｺﾞｳ ｲｻｵ

東京都 TEAM NEXT STAGE

559

1502785 渡辺 耶斗

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾔﾄ

東京都 Ｔｅａｍ ＦＩＴＴＥ

560

0500339 迫田 宏光

ｻｺﾀﾞ ﾋﾛﾐﾂ

鹿児島 チームモンベル

561

1300892 熊田 湧太

ｸﾏﾀﾞ ﾕｳﾀ

東京都 TEAM YOU CAN

562

1600295 佐藤 裕太

ｻﾄｳ ﾕｳﾀ

東京都 TEAM YOU CAN

563

1600282 高山 大樹

ﾀｶﾔﾏ ﾀﾞｲｷ

東京都 TEAM YOU CAN

564

1600261 梅本 祐

ｳﾒﾓﾄ ﾕｳ

東京都 TEAM YOU CAN

565

0700326 小林 孝幸

ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶﾕｷ

東京都 チームリマサンズ

566

0000156 深尾 淳

ﾌｶｵ ｼﾞｭﾝ

東京都 チームリマサンズ

567

1600088 太田 直希

ｵｵﾀ ﾅｵｷ

兵庫県 Team YMD

568

1502753 柴田 瑛一

ｼﾊﾞﾀ ｴｲｲﾁ

東京都 ツルマスヴェロクラブ

569

1600367 越山 和幸

ｺｼﾔﾏ ｶｽﾞﾕｷ

三重県 TSU RACING

570

1600331 神戸 駿

ｶﾝﾍﾞ ｼｭﾝ

群馬県 TRC PANAMAREDS

571

1101316 村田 悠人

ﾑﾗﾀ ﾕｳﾄ

新潟県 TRC PANAMAREDS

572

1600698 酒井 智寛

ｻｶｲ ﾄﾓﾋﾛ

愛知県 DESTRA

573

1100633 西村 幸大

ﾆｼﾑﾗ ｺｳﾀﾞｲ

愛知県 DENSO RACING

574

1600580 中野 智弘

ﾅｶﾉ ﾄﾓﾋﾛ

大阪府 ナカガワＡＳ・Ｋ’デザイン

575

0501380 村井 政美

ﾑﾗｲ ﾏｻﾐ

大阪府 ナカガワＡＳ・Ｋ’デザイン

576

1600258 永井 信義

ﾅｶﾞｲ ﾉﾌﾞﾖｼ

東京都 なるしまフレンド

577

1600645 高森 史弥

ﾀｶﾓﾘ ﾌﾐﾋﾛ

神奈川 HAMMER!!BROS

578

1200112 高山 裕基

ﾀｶﾔﾏ ﾕｳｷ

東京都 パラティアムTOKYO

579

1400856 石川 浩之

ｲｼｶﾜ ﾋﾛﾕｷ

千葉県 BMレーシングZUNOW

580

1500712 山路 幸洋

ﾔﾏｼﾞ ﾕｷﾋﾛ

千葉県 BMレーシングZUNOW

581

1600443 阿部 剣一

ｱﾍﾞ ｹﾝｲﾁ

千葉県 BMレーシングZUNOW

582

1000022 徳野 拓史

ﾄｸﾉ ﾀｸｼ

千葉県 BMレーシングZUNOW

583

1502236 千葉 晃

ﾁﾊﾞ ｱｷﾗ

埼玉県 日野自動車レーシングチーム

584

1500528 淺井 岳仁

ｱｻｲ ﾀｹﾋﾄ

神奈川 HIRAKO.mode

585

1000164 福岡 直樹

ﾌｸｵｶ ﾅｵｷ

神奈川 HIRAKO.mode

586

1600788 中村 大輔

ﾅｶﾑﾗ ﾀﾞｲｽｹ

神奈川 PHANTOM 湘南

587

1600786 松田 健太

ﾏﾂﾀﾞ ｹﾝﾀ

神奈川 PHANTOM 湘南

588

1600787 石原 智秀

ｲｼﾀﾞ ﾄﾓﾋﾃﾞ

神奈川 PHANTOM 湘南

589

JB16431 麻中 俊輔

ｱｻﾅｶ ｼｭﾝｽｹ

神奈川 PHANTOM 湘南

590

1101171 藤崎 直哉

ﾌｼﾞｻｷ ﾅｵﾔ

神奈川 PHANTOM 湘南

591

1600244 野口 泰

ﾉｸﾞﾁ ﾔｽｼ

東京都 フィッツ

592

1500707 野々口 久雄

ﾉﾉｸﾞﾁ ﾋｻｵ

滋賀県 ＦＵＫＡＤＡまじりんぐ

593

1300586 若代 真二

ﾜｶｼﾛ ｼﾝｼﾞ

滋賀県 ＦＵＫＡＤＡまじりんぐ

594

1500038 中村 圭祐

ﾅｶﾑﾗ ｹｲｽｹ

富山県 ＢＲＩＤＬＥＲ JD共済 OZ

595

1600117 土田 拓幸

ﾂﾁﾀﾞ ﾀｸﾕｷ

富山県 ＢＲＩＤＬＥＲ JD共済 OZ

596

1301542 奥田 恭介

ｵｸﾀﾞ ｷｮｳｽｹ

富山県 ＢＲＩＤＬＥＲ JD共済 OZ

597

1500040 松田 勝浩

ﾏﾂﾀﾞ ｶﾂﾋﾛ

富山県 ＢＲＩＤＬＥＲ JD共済 OZ

598

1600451 木村 紀仁

ｷﾑﾗ ﾉﾘﾋﾄ

栃木県 ブラウ・ブリッツェン

599

1600413 長田 華山

ﾅｶﾞﾀ ｶｻﾞﾝ

栃木県 ブラウ・ブリッツェン

600

1600414 新沼 颯

ﾆｲﾇﾏ ﾊﾔﾃ

栃木県 ブラウ・ブリッツェン

601

1500420 金子 祐大

ｶﾈｺ ﾕｳﾀﾞｲ

栃木県 ブラウ・ブリッツェン

602

1600445 平塚 佑亮

ﾋﾗﾂｶ ﾕｳｽｹ

栃木県 ブラウ・ブリッツェン

603

1500419 菊地 優斗

ｷｸﾁ ﾕｳﾄ

栃木県 ブラウ・ブリッツェン

604

1600449 柴沼 玄人

ｼﾊﾞﾇﾏ ｹﾞﾝﾄ

栃木県 ブラウ・ブリッツェン

605

1600405 高野 大喜

ﾀｶﾉ ﾀﾞｲｷ

神奈川 Ｂｌｕｅ Ｇｒａｓｓ

606

1201195 中岡 明

ﾅｶｵｶ ｱｷﾗ

京都府 PRESTO

607

1600066 佐々木 均

ｻｻｷ ﾋﾄｼ

広島県 voyAge cycling team
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608

1502455 田中 隆太

ﾀﾅｶ ﾘｭｳﾀ

広島県 voyAge cycling team

609

1500049 末冨 拓

ｽｴﾄﾐ ﾀｸ

静岡県 ミソノイレーシングチーム

610

1600654 足利 寧

ｱｼｶｶﾞ ﾔｽｼ

愛知県 三菱自動車自転車部 岡崎

611

1602083 太田 好政

ｵｵﾀ ﾖｼﾏｻ

東京都 MIVRO

612

1600268 青木 貴嗣

ｱｵｷ ﾀｶｼ

東京都 MIVRO

613

1600008 高山 秀樹

ﾀｶﾔﾏ ﾋﾃﾞｷ

大阪府 MUUR zero Velofutur

614

0500199 山藤 健二

ﾔﾏﾌｼﾞ ｹﾝｼﾞ

大阪府 MUUR zero Velofutur

615

1201190 神村 祐之介

ｶﾐﾑﾗ ﾕｳﾉｽｹ

静岡県 MUUR zero Velofutur

616

1502478 神野 悠作

ｼﾞﾝﾉ ﾕｳｻｸ

大阪府 八ヶ岳 CYCLING CLUB

617

1101534 川西 晃

ｶﾜﾆｼ ｱｷﾗ

栃木県 RIDE Freaks

618

1100497 大谷 一

ｵｵﾀﾆ ﾊｼﾞﾒ

茨城県 RIDE Freaks

619

1300349 谷原 裕樹

ﾔﾊﾞﾗ ﾋﾛｷ

栃木県 RIDE Freaks

620

1600393 黒澤 章雄

ｸﾛｻﾜ ﾉﾘｵ

栃木県 RIDE Freaks

621

1201659 大塚 慎一

ｵｵﾂｶ ｼﾝｲﾁ

茨城県 RIDE Freaks

622

1600697 細井 大誠

ﾎｿｲ ﾋﾛｱｷ

愛知県 RITCHEY BREZZA カミハギRT

623

1600673 冨田 拓哉

ﾄﾐﾀ ﾀｸﾔ

愛知県 RITCHEY BREZZA カミハギRT

624

1500399 石川 豊久

ｲｼｶﾜ ﾄﾖﾋｻ

愛知県 RITCHEY BREZZA カミハギRT

625

1600365 大森 尉正

ｵｵﾓﾘ ﾔｽﾏｻ

三重県 RITCHEY BREZZA カミハギRT

626

0600125 岡野 賢司

ｵｶﾉ ｹﾝｼﾞ

栃木県 ﾘﾍﾞﾙﾀｽTOCHIGI BICYCLE CLUB

627

9700528 横田 正美

ﾖｺﾀ ﾏｻﾐ

栃木県 ﾘﾍﾞﾙﾀｽTOCHIGI BICYCLE CLUB

628

1500805 間所 智幸

ﾏﾄﾞｺﾛ ﾄﾓﾕｷ

滋賀県 Ring×2 Cycling Team

629

1500687 宮本 悠平

ﾐﾔﾓﾄ ﾕｳﾍｲ

静岡県 Ring×2 Cycling Team

630

1600213 佐藤 章紘

ｻﾄｳ ｱｷﾋﾛ

神奈川 LUMINARIA

631

1400789 藤田 豊

ﾌｼﾞﾀ ﾕﾀｶ

新潟県 レーシングチーム シュースイ

632

1101633 沼 幸夫

ﾇﾏ ﾕｷｵ

新潟県 レーシングチーム シュースイ

633

1600247 竹花 和浩

ﾀｹﾊﾅ ｶｽﾞﾋﾛ

東京都 Ｙ’ｓ Ｒｏａｄ

634

1300201 今井 明

ｲﾏｲ ｱｷﾗ

神奈川 Ｙ’ｓ Ｒｏａｄ

635

1601852 宮脇 流士

ﾐﾔﾜｷ ﾙｳｼﾞ

広島県 ＷＩＬＤ

636

1600460 乾 悟

ｲﾇｲ ｻﾄﾙ

千葉県 湾岸サイクリング・ユナイテッド
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第20回 JBCF 栂池高原ヒルクライム
【クラスタ：F レースレーティング：Fh】 14名
No. 選手ID
選手名

2016.06.15
ｶﾅ

地域

ﾁｰﾑ名

701

1501921 宮脇 綾希子

ﾐﾔﾜｷ ｱｷｺ

神奈川 イナーメ信濃山形-F

702

1502516 八木沼 侑香

ﾔｷﾞﾇﾏ ﾕｶ

茨城県 GROWING Racing Team

703

1600401 中山 由美子

ﾅｶﾔﾏ ﾕﾐｺ

神奈川 G.S.POSITIVO

704

1600221 鈴木 章代

ｽｽﾞｷ ｱｷﾖ

東京都 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ

705

1200092 苅田 磨己

ｶﾘﾀ ﾏﾐ

神奈川 竹芝サイクルレーシング

706

1600768 新保 恵美

ｼﾝﾎﾞ ｴﾐ

新潟県 チームフィンズ

707

1500621 小林 あか里

ｺﾊﾞﾔｼ ｱｶﾘ

長野県 チェリージャパン

708

1501096 DOS SANTOS Sandra ﾄﾞｽｻﾝﾄｽ ｻﾝﾄﾞﾗ

神奈川 Neilpryde - Nanshin Subaru Cycling Team

709

1301645 新屋 瑛里

ｼﾝﾔ ｴﾘ

東京都 Neilpryde - Nanshin Subaru Cycling Team

710

1600453 新川 明子

ｼﾝｶﾜ ｱｷｺ

栃木県 ブラウ・ブリッツェン

711

9801447 畑野 りえ

ﾊﾀﾉ ﾘｴ

山梨県 PRESTO

712

1600086 松尾 陽子

ﾏﾂｵ ﾖｳｺ

静岡県 ミソノイレーシングチーム

713

9701485 唐見 実世子

ｶﾗﾐ ﾐﾖｺ

茨城県 弱虫ペダル サイクリングチーム

714

1300073 伊藤 千紘

ｲﾄｳ ﾁﾋﾛ

埼玉県 Ｒｅａｄｙ Ｇｏ Ｊａｐａｎ
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