第8回 JBCF 伊吹山ドライブウェイヒルクライム
【クラスタ：E１ レースレーティング：Bh】 55名
No. 選手ID
選手名
ｶﾅ

2017.04.03
登録地

ﾁｰﾑ名

2

0601352 織田 聖

ｵﾀﾞ ﾋｼﾞﾘ

埼玉県 弱虫ペダル サイクリングチーム

5

1001103 長塚 寿生

ﾅｶﾞﾂｶ ﾄｼｷ

茨城県 弱虫ペダル サイクリングチーム

16

1200140 海保 洋平

ｶｲﾎ ﾖｳﾍｲ

千葉県 AQULS内房レーシング

21

1400051 佐藤 耕司

ｻﾄｳ ｺｳｼﾞ

大阪府 イナーメ信濃山形-EFT

24

0800429 菅根 利明

ｽｶﾞﾈ ﾄｼｱｷ

群馬県 イナーメ信濃山形-EFT

26

0400076 中井 光博

ﾅｶｲ ﾐﾂﾋﾛ

岐阜県 イナーメ信濃山形-EFT

36

1100274 藤田 耕志

ﾌｼﾞﾀ ﾀｶｼ

大阪府 VC VELOCE

38

0900156 浅野 真則

ｱｻﾉ ﾏｻﾉﾘ

三重県 VC VELOCE

41

0800652 辻 邦浩

ﾂｼﾞ ｸﾆﾋﾛ

京都府 VC VELOCE

44

1001438 李 宗雨

ﾘ ｿｳｳ

滋賀県 VC VELOCE

54

1100702 三次 匠

ﾐﾖｼ ﾀｸﾐ

広島県 eNShare Cycling Team

65

1100420 小山 雄司

ｺﾔﾏ ﾕｳｼﾞ

長野県 快レーシング

67

1500397 堀川 滉太

ﾎﾘｶﾜ ｺｳﾀ

岡山県 関西高等学校

68

1201718 金子 陽一

ｶﾈｺ ﾖｳｲﾁ

大阪府 CLOUD 9ers

73

9900113 高橋 利明

ﾀｶﾊｼ ﾄｼｱｷ

茨城県 GROWING Racing Team

79

1400365 國井 豊晃

ｸﾆｲ ﾄﾖｱｷ

岐阜県 KOGMA Racing

95

0901458 尾形 尚紀

ｵｶﾞﾀ ﾅｵｷ

北海道 サイタマサイクルプロジェクト

98

1400079 島田 英樹

ｼﾏﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ

大阪府 Ｓａｋａｔａｎｉ Ｒａｃｉｎｇ

105 1301407 山崎 昌宣

ﾔﾏｻﾞｷ ｱｷﾉﾘ

大阪府 CWASPアタリ前田

108 1402214 藤田 隼也

ﾌｼﾞﾀ ｼﾞｭﾝﾔ

大阪府 ZIPPY CYCLE CLUB

113 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

114 1500153 島崎 一也

ｼﾏｻﾞｷ ｶｽﾞﾔ

埼玉県 シャークアイランド

120 0800023 和田山 尚史

ﾜﾀﾞﾔﾏ ﾀｶﾌﾐ

大阪府 侵略！！！

123 1500042 尾鷲 猛

ｵﾜｼ ﾀｹｼ

静岡県 Squadra di LAVORANTE

128 1301588 大杉 直敬

ｵｵｽｷﾞ ﾅｵﾀｶ

静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

141 1301936 野中 秀樹

ﾉﾅｶ ﾋﾃﾞｷ

東京都 セオレーシング

142 9901846 大倉 健一

ｵｵｸﾗ ｹﾝｲﾁ

東京都 セオレーシング

144 1101768 中村 俊介

ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ

東京都 ＳＥＫＩＹＡ

146 1500603 森本 玄達

ﾓﾘﾓﾄ ﾋﾛﾐﾁ

岡山県 SAUCE DEVELOPMENT

151 1502291 糸川 典往

ｲﾄｶﾞﾜ ﾉﾘﾕｷ

島根県 soleil de lest

166 0800639 河賀 雄大

ｶｶﾞ ﾕｳﾀﾞｲ

広島県 Team UKYO Reve

168 1502357 今井 勇太

ｲﾏｲ ﾕｳﾀ

静岡県 Team UKYO Reve

170 1600606 長谷川 彰浩

ﾊｾｶﾞﾜ ｱｷﾋﾛ

広島県 Team UKYO Reve

171 0400400 佐々木 優也

ｻｻｷ ﾕｳﾔ

広島県 Team UKYO Reve

176 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

178 1100271 二川 和成

ﾆｶﾜ ｶｽﾞﾅﾘ

大阪府 チーム スクアドラ

179 1400283 横田 慧一

ﾖｺﾀ ｹｲｲﾁ

大阪府 チーム

189 1100563 真嶋 伸一郎

ﾏｼﾞﾏ ｼﾝｲﾁﾛｳ

広島県 チーム・ケンズ

224 0000251 佐々木 健

ｻｻｷ ﾀｹｼ

愛知県 天狗党

230 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

254 0501388 奥田 瑛史

ｵｸﾀﾞ ｴｲｼﾞ

兵庫県 BC.ANELLO

256 0400052 前川 元

ﾏｴｶﾜ ﾊｼﾞﾑ

兵庫県 BC.ANELLO

257 1001076 村尾 政彦

ﾑﾗｵ ﾏｻﾋｺ

大阪府 BC.ANELLO

280 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

292 1500399 石川 豊久

ｲｼｶﾜ ﾄﾖﾋｻ

愛知県 BREZZA-KAMIHAGI

299 0901303 亀岡 晋也

ｶﾒｵｶ ｼﾝﾔ

愛媛県 masahikomifune.com CyclingTeam
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アベノバ

301 1001917 小林 孝臣

ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶｵﾐ

和歌山 町じて和歌山MKD

302 1500252 辻 健人

ﾂｼﾞ ｹﾝﾄ

和歌山 町じて和歌山MKD

312 0600048 奥野 浩和

ｵｸﾉ ﾋﾛｶｽﾞ

大阪府 MUUR zero Velofutur

314 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

322 1000714 佐々木 暖

ｻｻｷ ﾀﾞﾝ

奈良県 EURO-WORKS Racing

337 0901037 高橋 義博

ﾀｶﾊｼ ﾖｼﾋﾛ

東京都 LinkTOHOKU

358 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

376 9901368 清水 英樹

ｼﾐｽﾞ ﾋﾃﾞｷ

鳥取県 eNShare Cycling Team

379 0001623 坂本 恵一

ｻｶﾓﾄ ｹｲｲﾁ

大阪府 BC.ANELLO
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第8回 JBCF 伊吹山ドライブウェイヒルクライム
【クラスタ：E２ レースレーティング：Ch】 59名
No. 選手ID
選手名
ｶﾅ

登録地

401 0801864 若松 達人

ﾜｶﾏﾂ ﾀﾂﾋﾄ

東京都 ACQUA TAMA

402 1100404 香川 博

ｶｶﾞﾜ ﾋﾛｼ

長野県 イナーメ信濃山形-EFT

403 1200390 石井 智

ｲｼｲ ﾄﾓ

大阪府 VC VELOCE

404 1500019 溝畑 悟

ﾐｿﾞﾊﾀ ｻﾄﾙ

大阪府 VC VELOCE

405 1600024 天野 壮悠

ｱﾏﾉ ﾀｹﾊﾙ

大阪府 VC VELOCE

406 1101515 平田 匡史

ﾋﾗﾀ ﾏｻｼ

大阪府 VC VELOCE

407 1600670 益川 慎平

ﾏｽｶﾜ ｼﾝﾍﾟｲ

京都府 CLOUD 9ers

408 1500745 後藤 壮平

ｺﾞﾄｳ ｿｳﾍｲ

奈良県 CLOUD 9ers

409 1000195 川上 晃史

ｶﾜｶﾐ ｺｳｼﾞ

愛知県 ｸﾗﾌﾞGiro

410 1600308 大内 淳司

ｵｵｳﾁ ｱﾂｼ

茨城県 GROWING Racing Team

411 1600696 谷井 年久

ﾀﾆｲ ﾄｼﾋｻ

石川県 ケッヘルブイシースプートニク

412 1300377 小林 直樹

ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵｷ

愛知県 KOGMA Racing

413 1000362 村井 忠

ﾑﾗｲ ﾏｺﾄ

奈良県 ZAS Racing

414 1300266 本田 博

ﾎﾝﾀﾞ ﾋﾛｼ

大阪府 CWASPアタリ前田

415 1200585 田川 寛明

ﾀｶﾞﾜ ﾋﾛｱｷ

大阪府 CWASPアタリ前田

416 9701960 森下 繁

ﾓﾘｼﾀ ｼｹﾞﾙ

大阪府 シマノドリンキング

417 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

418 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

419 1100049 佐々木 信幸

ｻｻｷ ﾉﾌﾞﾕｷ

静岡県 Squadra di LAVORANTE

420 1600766 浜口 太志

ﾊﾏｸﾞﾁ ﾀｶﾕｷ

千葉県 セオレーシング

421 0700459 石川 貴英

ｲｼｶﾜ ﾀｶﾃﾙ

新潟県 ＳＥＫＩＹＡ

422 0300140 佐藤 善大

ｻﾄｳ ﾖｼﾋﾛ

愛知県 SAUCE DEVELOPMENT

423 1500211 高橋 叶平

ﾀｶﾊｼ ｷｮｳﾍｲ

広島県 Team UKYO Reve

424 0700204 大原 勇生

ｵｵﾊﾗ ﾕｳｷ

大阪府 チーム スクアドラ

425 0700203 大島 正義

ｵｵｼﾏ ﾏｻﾖｼ

大阪府 チーム スクアドラ

426 1400053 科野 大蔵

ｼﾅﾉ ﾀﾞｲｿﾞｳ

大阪府 TEAM 闇練 MANA 大杉走輪

427 0700166 古野 修

ﾌﾙﾉ ｵｻﾑ

京都府 TEAM☆ルパン・ttm

428 1100036 阿部 孝寛

ｱﾍﾞ ﾀｶﾋﾛ

神奈川 チーム・ウォークライド

429 1200087 米倉 隆裕

ﾖﾈｸﾗ ﾀｶﾋﾛ

神奈川 チーム・ウォークライド

430 9702244 杉野 和宏

ｽｷﾞﾉ ｶｽﾞﾋﾛ

岡山県 ﾁｰﾑ 岡山

431 0600094 溝原 誠

ﾐｿﾞﾊﾗ ﾏｺﾄ

岡山県 ﾁｰﾑ 岡山

432 1501424 菅谷 照生

ｽｶﾞﾔ ﾃﾙｷ

山梨県 チーム・コバリン

433 1600439 前田 尚男

ﾏｴﾀﾞ ﾀｶｵ

山梨県 チーム・コバリン

434 1201903 杉村 敏章

ｽｷﾞﾑﾗ ﾄｼｱｷ

愛媛県 チーム大永山

435 0900364 秋本 光隆

ｱｷﾓﾄ ﾐﾂﾀｶ

愛知県 TeamRuedaNAGOYA

436 1402110 近藤

尚弥

2017.04.03
ﾁｰﾑ名

ｺﾝﾄﾞｳ ﾅｵﾔ

愛知県 DENSO RACING

437 1100633 西村 幸大

ﾆｼﾑﾗ ｺｳﾀﾞｲ

愛知県 DENSO RACING

438 0700119 別府 敬司

ﾍﾞｯﾌﾟ ｹｲｼﾞ

大阪府 ナカガワＡＳ・Ｋ’デザイン

439 1000200 高津 新一

ﾀｶﾂ ｼﾝｲﾁ

兵庫県 奈良キタサイクル まほロバRC

440 1600273 藤井 敏郎

ﾌｼﾞｲ ﾄｼﾛｳ

東京都 なるしまフレンド

441 0600114 中原 将宏

ﾅｶﾊﾗ ﾏｻﾋﾛ

兵庫県 なるしまフレンド

442 1200524 金子 大介

ｶﾈｺ ﾀﾞｲｽｹ

東京都 なるしまフレンド

443 1000001 稲津 祐哉

ｲﾅﾂﾞ ﾕｳﾔ

兵庫県 HEART BEAT Racing 但馬

444 0300027 高垣 茂光

ﾀｶｶﾞｷ ｼｹﾞﾐﾂ

兵庫県 HEART BEAT Racing 但馬

446 1600786 松田 健太

ﾏﾂﾀﾞ ｹﾝﾀ

神奈川 PHANTOM 湘南

447 1502196 中森 大樹

ﾅｶﾓﾘ ﾀｲｷ

福岡県 VC Fukuoka
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448 9800367 吉川 勝

ﾖｼｶﾜ ﾏｻﾙ

茨城県 フィッツ

449 0500522 丹下 真人

ﾀﾝｹﾞ ﾏｻﾄ

滋賀県 ＦＵＫＡＤＡまじりんぐ

450 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

451 1000278 毛受 直樹

ｵｵﾉ ﾅｵｷ

愛知県 PROJECT-Y

452 1600066 佐々木 均

ｻｻｷ ﾋﾄｼ

広島県 voyAge cycling team

453 9701965 山田 哲志

ﾔﾏﾀﾞ ｻﾄｼ

大阪府 本町クラブ

454 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

455 1200673 坂東 克浩

ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ｶﾂﾋﾛ

徳島県 UNIVERS

456 0400143 梅林 康典

ｳﾒﾊﾞﾔｼ ﾔｽﾉﾘ

愛知県 Ｙ’ｓ Ｒｏａｄ

457 1500883 水野 裕也

ﾐｽﾞﾉ ﾕｳﾔ

愛知県 Ｙ’ｓ Ｒｏａｄ

458 1600459 伊賀 幹

ｲｶﾞ ﾂﾖｼ

千葉県 湾岸サイクリング・ユナイテッド

459

ﾜｶｼﾛ ﾀｹｼ

大阪府 TEAM all out

ﾏｴｶﾞﾜ ｺｳﾀﾞｲ

三重県 弱虫ペダル サイクリングチーム

JB17469 若代 健

460 1502525 前川 広大
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第8回 JBCF 伊吹山ドライブウェイヒルクライム
【クラスタ：E３ レースレーティング：Dh】 85名
No. 選手ID
選手名
ｶﾅ

登録地

501

JB17531 佐川 拓也

ｻｶﾞﾜ ﾀｸﾔ

東京都 あらかわZoo Racing

502

JB17649 入谷 康視

ｲﾘﾀﾆ ﾔｽｼ

愛知県 イナーメ信濃山形-EFT

503 1402168 柳原 崇

ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ﾀｶｼ

長野県 イナーメ信濃山形-EFT

504 1301547 藤田 新二

ﾌｼﾞﾀ ｼﾝｼﾞ

愛知県 インパルス

505

JB17499 中林 翔

ﾅｶﾊﾞﾔｼ ｼｮｳ

愛知県 インパルス

506

JB16060 高野 洋平

ｺｳﾉ ﾖｳﾍｲ

大阪府 VC VELOCE

507 1200391 村瀬 達也

ﾑﾗｾ ﾀﾂﾔ

大阪府 VC VELOCE

508 1502740 高田 幸朗

ﾀｶﾀﾞ ﾕｷｵ

京都府 velo club VENTO

509

ｳｴﾀﾞ ｺｳﾍｲ

兵庫県 ウオズミサイクルレーシング

510 1501498 下山 洋平

ｻｶﾞﾔﾏ ﾖｳﾍｲ

広島県 エキップ

511

JB17610 森 紀侑

ﾓﾘ ﾉﾘﾕｷ

栃木県 FM730

512

JB17619 大岩 充

ｵｵｲﾜ ﾐﾂﾙ

栃木県 FM730

513 1502700 塚本 隼

ﾂｶﾓﾄ ﾊﾔﾄ

大阪府 大阪工業大学サイクリング部

514

ﾊﾞﾝ ﾀｶｼ

愛知県 KINAN AACA

515 9702810 高梨 真幸人

ﾀｶﾅｼ ﾏｺﾄ

茨城県 GROWING Racing Team

516

ﾅｶｶﾞﾜ ｼﾝﾔ

石川県 ケッヘルブイシースプートニク

517 1400362 加塩 弘一

ｶｼｵ ｺｳｲﾁ

岐阜県 KOGMA Racing

518

JB17276 松本 健司

ﾏﾂﾓﾄ ｹﾝｼﾞ

大阪府 Ｓａｋａｔａｎｉ Ｒａｃｉｎｇ

519

JB17036 松村 長人

ﾏﾂﾑﾗ ﾅｶﾞﾄ

奈良県 ZIPPY CYCLE CLUB

520 1500121 和田 健二

ﾜﾀﾞ ｹﾝｼﾞ

埼玉県 シャークアイランド

521

ｱﾗｲ ﾏﾅﾌﾞ

埼玉県 シャークアイランド

522 1401560 和田 一輝

ﾜﾀﾞ ｶｽﾞｷ

愛知県 侵略！！！

523 1500041 佐々木 洸

ｻｻｷ ﾀｹｼ

静岡県 Squadra di LAVORANTE

524 1600063 古林 宏仁

ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳｼﾞ

静岡県 Squadra di LAVORANTE

525 1600062 上原 正憲

ｶﾐﾊﾗ ﾏｻﾉﾘ

静岡県 Squadra di LAVORANTE

526 1300017 内山 紀寿

ｳﾁﾔﾏ ﾉﾘﾋｻ

静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

527 1600070 内藤 厚典

ﾅｲﾄｳ ｱﾂﾉﾘ

静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

528

JB17224 中村 充一

ﾅｶﾑﾗ ﾐﾂｶｽﾞ

兵庫県 soleil de lest

529

JB17685 藤田 良平

ﾌｼﾞﾀ ﾘｮｳﾍｲ

大阪府 soleil de lest

530

JB17226 芦田 勇樹

ｱｼﾀﾞ ﾕｳｷ

531

JB17223 大橋 遼

ｵｵﾊｼ ﾘｮｳ

兵庫県 soleil de lest

532 1502521 磯田 友賀

ｲｿﾀﾞ ﾄﾓｶｽﾞ

京都府 TEAM all out

534

JB17471 中田 圭亮

ﾅｶﾀ ｹｲｽｹ

大阪府 TEAM all out

535 1600808 田中 典行

ﾀﾅｶ ﾉﾘﾕｷ

兵庫県 チーム

ゼロ

ウノ

フロンティア

536 0300682 樫尾 一知

ｶｼｵ ｲｯﾁ

兵庫県 チーム

ゼロ

ウノ

フロンティア

537

ｼﾏｶﾜ ﾕｳｼﾞ

大阪府 TEAM 闇練 MANA 大杉走輪

538 0800205 有吉 竜一

ｱﾘﾖｼ ﾘｮｳｲﾁ

京都府 TEAM☆ルパン・ttm

539 1602598 玉田 旭

ﾀﾏﾀﾞ ｱｷﾗ

東京都 チーム

540 9800364 田中 歩

ﾀﾅｶ ｱﾕﾑ

愛知県 チーム・アストロ

541

ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｳﾍｲ

神奈川 チーム・ウォークライド

542 1500231 高橋 利尚

ﾀｶﾊｼ ﾄｼﾅｵ

東京都 チーム・ウォークライド

543 1201661 梶谷 明直

ｶｼﾞﾀﾆ ｱｷﾅｵ

岡山県 ﾁｰﾑ 岡山

544 1500377 山本 浩史

ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛｼ

広島県 チーム・ケンズ

545 1600434 堀 隆博

ﾎﾘ ﾀｶﾋﾛ

山梨県 チーム・コバリン

546 9700788 藤橋 亮

ﾌｼﾞﾊｼ ﾘｮｳ

千葉県 チーム・チェブロ

547 1602137 小林 正樹

ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻｷ

岐阜県 TeamRuedaNAGOYA

JB17571 植田 恒平

JB17403 伴 崇史
JB17197 中川 真也

JB17152 新井 学

JB17452 島川 祐司

JB17336 小林 洋平

2017.04.03

－
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548 1600698 酒井 智寛

ｻｶｲ ﾄﾓﾋﾛ

愛知県 DESTRA

549 1101634 広瀬 貴之

ﾋﾛｾ ﾀｶﾕｷ

愛知県 DENSO RACING

550 1200693 宮木 寛之

ﾐﾔｷ ﾋﾛﾕｷ

愛知県 DENSO RACING

551 1600021 福本 宗太

ﾌｸﾓﾄ ｿｳﾀ

大阪府 TRAILBLAZER

552 1601841 寺内 僚汰

ﾃﾗｳﾁ ﾘｮｳﾀ

奈良県 TRAILBLAZER

553 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

554 1000455 山中 健治

ﾔﾏﾅｶ ｹﾝｼﾞ

大阪府 ナカガワＡＳ・Ｋ’デザイン

555

ﾄﾐﾅｶﾞ ｹｲｽｹ

奈良県 奈良キタサイクル まほロバRC

557 1502666 河合 智孝

ｶﾜｲ ﾄﾓﾀｶ

京都府 NIKO Factory

558

JB17593 杉原 宏平

ｽｷﾞﾊﾗ ｺｳﾍｲ

愛知県 NIKO Factory

559

JB17592 飯塚 晃浩

ｲｲﾂﾞｶ ｱｷﾋﾛ

静岡県 NIKO Factory

560 0900743 渡邊 誉大

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾋﾛ

愛知県 NIKO Factory

561

ﾋﾑﾛ ｹﾝﾄ

大阪府 ネクストリーム・うどん虹や

562 1300565 早瀬 和郎

ﾊﾔｾ ｶｽﾞｵ

鳥取県 HEART BEAT Racing 但馬

563 1400250 井上 義邦

ｲﾉｳｴ ﾖｼｸﾆ

兵庫県 HEART BEAT Racing 但馬

564 1600016 円城寺 崇

ｴﾝｼﾞｮｳｼﾞ ﾀｶｼ

大阪府 BC.ANELLO

565 1500528 淺井 岳仁

ｱｻｲ ﾀｹﾋﾄ

神奈川 HIRAKO.mode

566 1602689 長谷川 真博

ﾊｾｶﾞﾜ ﾏｻﾋﾛ

神奈川 PHANTOM 湘南

567 1601774 三田村 竜太

ﾐﾀﾑﾗ ﾘｭｳﾀ

東京都 フィッツ

568 1500707 野々口 久雄

ﾉﾉｸﾞﾁ ﾋｻｵ

滋賀県 ＦＵＫＡＤＡまじりんぐ

569 1600117 土田 拓幸

ﾂﾁﾀﾞ ﾀｸﾕｷ

富山県 ＢＲＩＤＬＥＲ JD共済 OZ

570 1500234 高橋 滉太郎

ﾀｶﾊｼ ｺｳﾀﾛｳ

東京都 Blanche Racing Team

571 1600365 大森 尉正

ｵｵﾓﾘ ﾔｽﾏｻ

三重県 BREZZA-KAMIHAGI

572

JB17370 末澤 正太郎

ｽｴｻﾞﾜ ｼｮｳﾀﾛｳ

愛知県 BREZZA-KAMIHAGI

573

JB17138 濱野 巧勝

ﾊﾏﾉ ﾖｼﾉﾘ

574 1502455 田中 隆太

ﾀﾅｶ ﾘｭｳﾀ

広島県 voyAge cycling team

575 1200156 天春 雄也

ｱﾏｶﾞｽ ﾕｳﾔ

三重県 MAX SPEED 97

576 1600600 矢田 健太郎

ﾔﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ

三重県 MAX SPEED 97

577 1600008 高山 秀樹

ﾀｶﾔﾏ ﾋﾃﾞｷ

大阪府 MUUR zero Velofutur

578 0500199 山藤 健二

ﾔﾏﾌｼﾞ ｹﾝｼﾞ

大阪府 MUUR zero Velofutur

579

JB17679 城島 大樹

ｼﾞｮｳｼﾏ ﾀﾞｲｷ

580

JB17145 小北 純平

ｺｷﾀ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ

京都府 モジュマ エリアゼロナナゴ

581

JB17062 中治 綱太

JB17087 冨永 敬亮

JB17134 檜室 建斗

－

－

BREZZA-KAMIHAGI

モジュマ エリアゼロナナゴ

ﾅｶｼﾞ ｺｳﾀ

大阪府 EURO-WORKS Racing

582 1300523 植田 良

ｳｴﾀ ﾘｮｳ

徳島県 UNIVERS

583 1500190 山田 大樹

ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛｷ

徳島県 UNIVERS

584

JB17065 久岡 敏樹

ﾋｻｵｶ ﾄｼｷ

－

UNIVERS

585

JB17067 三木 聖也

ﾐｷ ｾｲﾔ

－

UNIVERS

587 1600724 榎本 耕大

ｴﾉﾓﾄ ｺｳﾀﾞｲ

滋賀県 Le Mont

588 1600371 服部 真哉

ﾊｯﾄﾘ ｼﾝﾔ

愛知県 Ｙ’ｓ Ｒｏａｄ
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第8回 JBCF 伊吹山ドライブウェイヒルクライム
【クラスタ：F レースレーティング：Fh】 18名
No. 選手ID
選手名
ｶﾅ
1

2017.04.03
登録地

ﾁｰﾑ名

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

23

1402320 藤田 桃花

ﾌｼﾞﾀ ﾓﾓｶ

大阪府 VC VELOCE

35

JB17115 信崎 千恵子

ｼﾉｻﾞｷ ﾁｴｺ

大阪府 GALANTE NARA

41

1502516 八木沼 侑香

ﾔｷﾞﾇﾏ ﾕｶ

茨城県 GROWING Racing Team

58

1500149 島崎 典子

ｼﾏｻﾞｷ ﾉﾘｺ

埼玉県 シャークアイランド

59

1402101 田島 洋子

ﾀｼﾞﾏ ﾖｳｺ

埼玉県 シャークアイランド

65

1600086 松尾 陽子

ﾏﾂｵ ﾖｳｺ

静岡県 Squadra di LAVORANTE

88

1600018 堀江 みちこ

ﾎﾘｴ ﾐﾁｺ

大阪府 チーム

101 9701184 小林 可奈子

ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾅｺ

長野県 チェリージャパン

107 1600366 遠松 純子

ﾄｵﾏﾂ ｼﾞｭﾝｺ

愛知県 DESTRA

129

JB17257 島橋 由美子

ｼﾏﾊｼ ﾕﾐｺ

富山県 バルバレーシングクラブ

145

JB17082 望月 美和子

ﾓﾁﾂﾞｷ ﾐﾜｺ

静岡県 フィッツ

150 1600453 新川 明子

ｼﾝｶﾜ ｱｷｺ

栃木県 ブラウ・ブリッツェン

157 1201909 小田 恵利花

ｵﾀﾞ ｴﾘｶ

東京都 Honda 栃木

162 1301359 棟近 陽子

ﾑﾈﾁｶ ﾖｳｺ

奈良県 EURO-WORKS Racing

169 1101522 伊藤 杏菜

ｲﾄｳ ｱﾝﾅ

愛知県 Live GARDEN BICI STELLE

170 0800184 福本 千佳

ﾌｸﾓﾄ ﾁｶ

大阪府 Live GARDEN BICI STELLE

180 1602030 土屋 奈穂子

ﾂﾁﾔ ﾅｵｺ

神奈川 なるしまフレンド
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