第14回 JBCF 富士山ヒルクライム
【クラスタ：E1 レースレーティング：Bh 】 54名
No. 選手ID
選手名
ｶﾅ

2018.06.11
登録地

ﾁｰﾑ名

401 1301736 長谷川 武敏

ﾊｾｶﾞﾜ ﾀｹﾄｼ

長野県 ACQUA TAMA

402 1000463 石井 祥平

ｲｼｲ ｼｮｳﾍｲ

神奈川 アーティファクトレーシングチーム

403 1500248 大井 翔太郎

ｵｵｲ ｼｮｳﾀﾛｳ

神奈川 アーティファクトレーシングチーム

404 1600451 木村 紀仁

ｷﾑﾗ ﾉﾘﾋﾄ

茨城県 ブラウ・ブリッツェン

405 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

406 1700557 松崎 琢仁

ﾏﾂｻﾞｷ ﾀｸﾐ

栃木県 ブラウ・ブリッツェン

407 1502775 古川 裕真

ﾌﾙｶﾜ ﾕｳﾏ

静岡県 ボンシャンス

408 1600679 谷脇 正一

ﾀﾆﾜｷ ﾏｻｶｽﾞ

千葉県 サイクルフリーダム・レーシング

409 0301329 柴田 哲裕

ｼﾊﾞﾀ ｱｷﾋﾛ

東京都 チバポンズ

410 1000071 古屋 穂高

ﾌﾙﾔ ﾎﾀﾞｶ

神奈川 FAST LANE Racing

411 1601220 長澤 渉

ﾅｶﾞｻﾜ ﾜﾀﾙ

東京都 FORCE

412 1600244 野口 泰

ﾉｸﾞﾁ ﾔｽｼ

東京都 FORCE

413 1600278 御堂 力哉

ﾐﾄﾞｳ ﾘｷﾔ

東京都 FORCE

414 1801200 元木 晶央

ﾓﾄｷ ｱｷｵ

東京都 FORCE

415 9700951 黒川 隆之

ｸﾛｶﾜ ﾀｶﾕｷ

神奈川 フィッツ

416 9800367 吉川 勝

ﾖｼｶﾜ ﾏｻﾙ

茨城県 フィッツ

417 1600308 大内 淳司

ｵｵｳﾁ ｱﾂｼ

茨城県 GROWING Racing Team

418 1600449 柴沼 玄人

ｼﾊﾞﾇﾏ ｹﾞﾝﾄ

栃木県 GROWING Racing Team

419 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

420 1600316 狩野 敦

ｶﾉｳ ｱﾂｼ

群馬県 上毛レーシング

421 1100420 小山 雄司

ｺﾔﾏ ﾕｳｼﾞ

長野県 快レーシング

422 0200198 村田 隆

ﾑﾗﾀ ﾀｶｼ

長野県 快レーシング

423 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

424 0400076 中井 光博

ﾅｶｲ ﾐﾂﾋﾛ

岐阜県 イナーメ信濃山形-EFT

425 1502777 生田目 修

ﾅﾏﾀﾒ ｵｻﾑ

栃木県 イナーメ信濃山形-EFT

426 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

427 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

428 1200156 天春 雄也

ｱﾏｶﾞｽ ﾕｳﾔ

三重県 MAX SPEED 97

429 0600048 奥野 浩和

ｵｸﾉ ﾋﾛｶｽﾞ

大阪府 ナカガワＡＳ・Ｋ’デザイン

430 1000909 阿部 耕一

ｱﾍﾞ ｺｳｲﾁ

栃木県 OYAMA STARPLEX

431 1200344 海老沼 武志

ｴﾋﾞﾇﾏ ﾀｹｼ

栃木県 OYAMA STARPLEX

432 0301731 金田 一

ｶﾈﾀﾞ ﾊｼﾞﾒ

茨城県 OYAMA STARPLEX

433 1101171 藤崎 直哉

ﾌｼﾞｻｷ ﾅｵﾔ

神奈川 PHANTOM 湘南

434 1300295 小林 成輔

ｺﾊﾞﾔｼ ｾｲｽｹ

東京都 ＳＵＢＡＲＵ Cycling Team

435 1500593 奈良 祥吾

ﾅﾗ ｼｮｳｺﾞ

埼玉県 サイタマサイクルプロジェクト

436 1101927 小倉 秀彦

ｵｸﾞﾗ ﾋﾃﾞﾋｺ

東京都 セオレーシング

437 1301936 野中 秀樹

ﾉﾅｶ ﾋﾃﾞｷ

東京都 セオレーシング

438 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

439 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

440 1301588 大杉 直敬

ｵｵｽｷﾞ ﾅｵﾀｶ

静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

441 1300015 藤田 康祐

ﾌｼﾞﾀ ｺｳｽｹ

静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

442 0600130 河合 玄太

ｶﾜｲ ｹﾞﾝﾀ

栃木県 ﾘﾍﾞﾙﾀｽTOCHIGI BICYCLE CLUB

443 1400244 福野 純一

ﾌｸﾉ ｼﾞｭﾝｲﾁ

栃木県 ﾘﾍﾞﾙﾀｽTOCHIGI BICYCLE CLUB

444 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

445 1300400 星野 将宏

ﾎｼﾉ ﾏｻﾋﾛ

京都府 Ｙ’ｓ Ｒｏａｄ
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446 1500883 水野 裕也

ﾐｽﾞﾉ ﾕｳﾔ

愛知県 Ｙ’ｓ Ｒｏａｄ

447 0000251 佐々木 健

ｻｻｷ ﾀｹｼ

愛知県 天狗党

448 1400631 中井 雄策

ﾅｶｲ ﾕｳｻｸ

群馬県 TRC PANAMAREDS

449 0800223 米内 蒼馬

ﾖﾅｲ ｿｳﾏ

東京都 TEAM YOU CAN

450 1200140 海保 洋平

ｶｲﾎ ﾖｳﾍｲ

千葉県 AQULS内房レーシング

451 1200649 野口 岳志

ﾉｸﾞﾁ ﾀｹｼ

長野県 ベロクラブ南信州

452 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

453 1301407 山崎 昌宣

ﾔﾏｻﾞｷ ｱｷﾉﾘ

大阪府 CWASPアタリ前田

454 1500648 福吉 紳悟

ﾌｸﾖｼ ｼﾝｺﾞ

神奈川 YOKOSUKA UNO RACING
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第14回 JBCF 富士山ヒルクライム
【クラスタ：E2 レースレーティング：Ch 】 45名
No. 選手ID
選手名
ｶﾅ

2018.06.11
登録地

ﾁｰﾑ名

501 1600698 酒井 智寛

ｻｶｲ ﾄﾓﾋﾛ

愛知県 DESTRA

502 1000155 河野 壮一

ｺｳﾉ ｿｳｲﾁ

神奈川 atelierFLEUVE Racing

503 0900512 山野内 徹

ﾔﾏﾉｳﾁ ﾄｵﾙ

神奈川 atelierFLEUVE Racing

504 1700556 浅野 涼太

ｱｻﾉ ﾘｮｳﾀ

栃木県 ブラウ・ブリッツェン

505 1500324 佐野 勇人

ｻﾉ ﾊﾔﾄ

千葉県 サイクルフリーダム・レーシング

506 1701155 戸塚 裕一

ﾄﾂｶ ﾕｳｲﾁ

群馬県 COW GUMMA

507 0900283 徳永 易丈

ﾄｸﾅｶﾞ ﾔｽﾀｹ

愛媛県 チーム大永山

508 1402110 近藤

ｺﾝﾄﾞｳ ﾅｵﾔ

愛知県 DENSO RACING

509 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

510 1000400 小林 秀雄

ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞｵ

東京都 FAST LANE Racing

511 1600285 山田 貴一

ﾔﾏﾀﾞ ｷｲﾁ

東京都 グランディヴェルレーシングチーム

512 9702821 戸田 誠

ﾄﾀﾞ ﾏｺﾄ

東京都 日野自動車レーシングチーム

513 1400226 中山 文平

ﾅｶﾔﾏ ﾌﾞﾝﾍﾟｲ

栃木県 Honda 栃木 JET

514 1100604 馬場 勝尚

ﾊﾞﾊﾞ ｶﾂﾋｻ

栃木県 じてんしゃの杜

515 0700166 古野 修

ﾌﾙﾉ ｵｻﾑ

京都府 TEAM☆ルパン・ttm

516 0901037 高橋 義博

ﾀｶﾊｼ ﾖｼﾋﾛ

東京都 LinkTOHOKU

517 1300541 村田 哲寛

ﾑﾗﾀ ﾃﾂﾋﾛ

石川県 イナーメ信濃山形-EFT

518 0700612 中野 政彦

ﾅｶﾉ ﾏｻﾋｺ

大阪府 masahikomifune.com CyclingTeam

519 1400178 巽 克哉

ﾀﾂﾐ ｶﾂﾔ

栃木県 夏草サイクリングチーム

520 0800004 石井 哲也

ｲｼｲ ﾃﾂﾔ

埼玉県 チクロネロ

521 0300140 佐藤 善大

ｻﾄｳ ﾖｼﾋﾛ

愛知県 SAUCE DEVELOPMENT

522 1700532 藤家 広大

ﾄｳｹ ｺｳﾀﾞｲ

栃木県 OYAMA STARPLEX

523 1700526 山崎 僚大

ﾔﾏｻﾞｷ ﾘｮｳﾀ

栃木県 OYAMA STARPLEX

524 1600787 石原 智秀

ｲｼﾊﾗ ﾄﾓﾋﾃﾞ

神奈川 PHANTOM 湘南

525 1200352 清野 淳

ｾｲﾉ ｱﾂｼ

群馬県 ＳＵＢＡＲＵ Cycling Team

526 0901407 今井 基裕

ｲﾏｲ ﾓﾄﾋﾛ

東京都 サイタマサイクルプロジェクト

527 1300028 青野 淳一

ｱｵﾉ ｼﾞｭﾝｲﾁ

静岡県 Squadra di LAVORANTE

528 0000387 大橋 克弘

ｵｵﾊｼ ｶﾂﾋﾛ

静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

529 0500062 平岡 恒哲

ﾋﾗｵｶ ﾂﾈｱｷ

静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

530 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

531 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

532 0800456 須佐 浩二

ｽｻ ｺｳｼﾞ

埼玉県 TEAM SANREMO

533 1200454 布施 利実

ﾌｾ ﾄｼﾐ

埼玉県 TEAM SANREMO

534 0600125 岡野 賢司

ｵｶﾉ ｹﾝｼﾞ

栃木県 ﾘﾍﾞﾙﾀｽTOCHIGI BICYCLE CLUB

535 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

536 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

537 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

538 0400143 梅林 康典

ｳﾒﾊﾞﾔｼ ﾔｽﾉﾘ

愛知県 Ｙ’ｓ Ｒｏａｄ

539 0901018 福岡 武

ﾌｸｵｶ ﾀｹｼ

神奈川 Ｙ’ｓ Ｒｏａｄ

540 1300446 星野 貴大

ﾎｼﾉ ﾀｶﾋﾛ

愛知県 Ｙ’ｓ Ｒｏａｄ

541 1702734 宮城 嗣秀

ﾐﾔｷﾞ ﾂｸﾞﾋﾃﾞ

埼玉県 Ｙ’ｓ Ｒｏａｄ

542 1101602 若林 貴広

ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾀｶﾋﾛ

東京都 Ｙ’ｓ Ｒｏａｄ

543 9702244 杉野 和宏

ｽｷﾞﾉ ｶｽﾞﾋﾛ

岡山県 チーム岡山

544 1101515 平田 匡史

ﾋﾗﾀ ﾏｻｼ

大阪府 VC VELOCE

545 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

尚弥
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第14回 JBCF 富士山ヒルクライム
【クラスタ：E3 レースレーティング：Dh 】 81名
No. 選手ID
選手名
ｶﾅ

2018.06.11
登録地

ﾁｰﾑ名

601 1700598 鎌田 真輝

ｶﾏﾀ ﾏｻﾊﾙ

東京都 アーティファクトレーシングチーム

602 1700561 石下 翔太

ｲｼｹﾞ ｼｮｳﾀ

栃木県 ブラウ・ブリッツェン

603 1800244 菅野 蒼羅

ｽｹﾞﾉ ｱｲﾗ

福島県 ブラウ・ブリッツェン

604 1800308 鈴木 道也

ｽｽﾞｷ ﾐﾁﾔ

栃木県 ブラウ・ブリッツェン

605 1800125 長島 慧明

ﾅｶﾞｼﾏ ｻﾄｱｷ

栃木県 ブラウ・ブリッツェン

606 1600414 新沼 颯

ﾆｲﾇﾏ ﾊﾔﾃ

栃木県 ブラウ・ブリッツェン

607 1800234 福田 龍生

ﾌｸﾀﾞ ﾘｭｳ

栃木県 ブラウ・ブリッツェン

608 1800055 増田 壮真

ﾏｽﾀﾞ ｿｳﾏ

茨城県 ブラウ・ブリッツェン

609 1700564 茂木 大飛

ﾓﾃｷﾞ ﾋﾛﾄ

栃木県 ブラウ・ブリッツェン

610 1700558 山崎 一吹

ﾔﾏｻﾞｷ ｲﾌﾞｷ

栃木県 ブラウ・ブリッツェン

611 1800497 吉田 優斗

ﾖｼﾀﾞ ﾕｳﾄ

岩手県 ブラウ・ブリッツェン

612 1000022 徳野 拓史

ﾄｸﾉ ﾀｸｼ

千葉県 BMレーシングZUNOW

613 1500712 山路 幸洋

ﾔﾏｼﾞ ﾕｷﾋﾛ

千葉県 BMレーシングZUNOW

614 1800428 藤島 悠平

ﾌｼﾞｼﾏ ﾕｳﾍｲ

神奈川 ボンシャンス

615 1600365 大森 尉正

ｵｵﾓﾘ ﾔｽﾏｻ

三重県 BREZZA-KAMIHAGI

616 1800063 佐々木 友輔

ｻｻｷ ﾕｳｽｹ

千葉県 サイクルフリーダム・レーシング

617 0700276 山形 昌士

ﾔﾏｶﾞﾀ ﾏｻｼ

静岡県 CLUB viento

618 1800275 林 大介

ﾊﾔｼ ﾀﾞｲｽｹ

愛知県 ロードレース男子部

619 9701960 森下 繁

ﾓﾘｼﾀ ｼｹﾞﾙ

大阪府 シマノドリンキング

620 1700640 花嶋 泰弘

ﾊﾅｼﾏ ﾔｽﾋﾛ

茨城県 FLECHA

621 1700761 堀江 一葉

ﾎﾘｴ ｶｽﾞﾊ

茨城県 FLECHA

622 1702990 中島 達雄

ﾅｶｼﾏ ﾀﾂｵ

東京都 FORCE

623 1800088 横塚 暁人

ﾖｺﾂｶ ｱｷﾋﾄ

東京都 FORCE

624 1601774 三田村 竜太

ﾐﾀﾑﾗ ﾘｭｳﾀ

東京都 フィッツ

625 0900034 藤原 友秀

ﾌｼﾞﾜﾗ ﾄﾓﾋﾃﾞ

兵庫県 グランデパール播磨

626 0400054 正木 浩史

ﾏｻｷ ﾋﾛｼ

兵庫県 グランデパール播磨

627 1800418 金谷 崇系

ｶﾅﾀﾆ ﾀｶﾂｸﾞ

東京都 グランディヴェルレーシングチーム

628 1600746 小西 一星

ｺﾆｼ ｲｯｾｲ

東京都 グランディヴェルレーシングチーム

629 1601966 田坂 圭吾

ﾀｻｶ ｹｲｺﾞ

埼玉県 グランディヴェルレーシングチーム

630 1402287 井上 陽二郎

ｲﾉｳｴ ﾖｳｼﾞﾛｳ

東京都 GYOTOKU TEAM OF RACING

631 1700540 菅谷 真行

ｽｶﾞﾔ ﾏｻﾕｷ

栃木県 Honda 栃木 JET

632 1801410 上島 伸季

ｳｴｼﾞﾏ ﾉﾌﾞﾄｼ

愛知県 インパルス

633 1700358 中林 翔

ﾅｶﾊﾞﾔｼ ｼｮｳ

愛知県 インパルス

634 1301547 藤田 新二

ﾌｼﾞﾀ ｼﾝｼﾞ

愛知県 インパルス

635 1702110 藤田 竜也

ﾌｼﾞﾀ ﾀﾂﾔ

愛知県 インパルス

636 1800208 久保 光司

ｸﾎﾞ ｺｳｼﾞ

東京都 航空電子自転車競技部

637 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

638 1502251 杉山 司

ｽｷﾞﾔﾏ ﾂｶｻ

栃木県 じてんしゃの杜

639 1601917 熊谷 飛鳥

ｸﾏｶﾞｲ ｱｽｶ

大阪府 関西大学Cycle Racing Team

640 1800059 上野 武義

ｳｴﾉ ﾀｹﾖｼ

東京都 サンクスサイクルラボ

641 1801381 相澤 竜平

ｱｲｻﾞﾜ ﾘｭｳﾍｲ

長野県 イナーメ信濃山形-EFT

642 1800038 伊奈 孝浩

ｲﾅ ﾀｶﾋﾛ

愛知県 イナーメ信濃山形-EFT

643 1700359 入谷 康視

ｲﾘﾀﾆ ﾔｽｼ

愛知県 イナーメ信濃山形-EFT

644 1300131 手嶋 実樹

ﾃｼﾞﾏ ﾐｷ

神奈川 MKⅢ

645 1800219 広谷 悠貴

ﾋﾛﾀﾆ ﾕｳｷ

神奈川 HIRAKO.mode
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646 1600008 高山 秀樹

ﾀｶﾔﾏ ﾋﾃﾞｷ

大阪府 MUUR

647 0500199 山藤 健二

ﾔﾏﾌｼﾞ ｹﾝｼﾞ

大阪府 MUUR

648 1800062 水谷 淳

ﾐｽﾞﾀﾆ ｼﾞｭﾝ

東京都 MIVRO

649 0000116 福田 崇哉

ﾌｸﾀﾞ ﾀｶﾔ

東京都 なるしまフレンド

650 1001625 小野 太

ｵﾉ ﾌﾄｼ

栃木県 OYAMA STARPLEX

651 1800289 浅野 晴信

ｱｻﾉ ﾊﾙﾉﾌﾞ

神奈川 Pedalist

652 1000278 大野 直樹

ｵｵﾉ ﾅｵｷ

神奈川 PROJECT-Y

653 1703211 中山 明

ﾅｶﾔﾏ ｱｷﾗ

埼玉県 Rapha Cycling Club

654 1702448 羽田 健太

ﾊﾈﾀﾞ ｹﾝﾀ

東京都 Rapha Cycling Club

655 1602274 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

656 1800052 川口 楓翔

ｶﾜｸﾞﾁ ｶｲﾄ

東京都 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ

657 1000847 山口 知彦

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄﾓﾋｺ

千葉県 セオレーシング

658 9702805 諏訪 孝浩

ｽﾜ ﾀｶﾋﾛ

東京都 SNEL

659 1802143 坂口 裕芳

ｻｶｸﾞﾁ ﾋﾛﾖｼ

兵庫県 soleil de lest

660 0800041 大石 圭介

ｵｵｲｼ ｹｲｽｹ

静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

661 1400174 石川 靖洋

ｲｼｶﾜ ﾔｽﾋﾛ

神奈川 チーム・ウォークライド

662 1800223 古川 優

ﾌﾙｶﾜ ﾕｳ

神奈川 チーム・ウォークライド

663 1700993 宇賀持 凌

ｳｶﾞﾓﾁ ﾘｮｳ

栃木県 ﾘﾍﾞﾙﾀｽTOCHIGI BICYCLE CLUB

664 1502430 岡野 輝

ｵｶﾉ ｱｷﾗ

千葉県 TEAM GIRO 360

665 1702907 岡本 秀明

ｵｶﾓﾄ ﾋﾃﾞｱｷ

千葉県 TEAM GIRO 360

666 0800358 齋藤 憲幸

ｻｲﾄｳ ﾉﾘﾕｷ

東京都 竹芝サイクルレーシング

667 1601957 猶原 聡

ﾅｵﾊﾗ ｻﾄｼ

愛媛県 竹芝サイクルレーシング

668 1300201 今井 明

ｲﾏｲ ｱｷﾗ

神奈川 Ｙ’ｓ Ｒｏａｄ

669 1401253 小川 泰征

ｵｶﾞﾜ ﾀｲｾｲ

埼玉県 Ｙ’ｓ Ｒｏａｄ

670 1700683 吉田 健太郎

ﾖｼﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ

群馬県 TRC PANAMAREDS

671 1802049 小泉 啓仁

ｺｲｽﾞﾐ ﾀｶﾋﾄ

東京都 VENTOS FRECCIA

672 1700751 小山田

ｵﾔﾏﾀﾞ ﾘｮｳ

静岡県 TEAM YOU CAN

ｳｴﾉ ｼﾝ

東京都 ＶＩＶＡ☆ＺＡＰＰＥＩ極

674 1700027 高野 洋平

ｺｳﾉ ﾖｳﾍｲ

大阪府 VC VELOCE

675 1500049 末冨 拓

ｽｴﾄﾐ ﾀｸ

滋賀県 VC VELOCE

676 1800360 磯部 武蔵

ｲｿﾍﾞ ﾑｻｼ

神奈川 YOKOSUKA UNO RACING

677 1600198 大塚 健太郎

ｵｵﾂｶ ｹﾝﾀﾛｳ

神奈川 YOKOSUKA UNO RACING

678 1800310 関 純夫

ｾｷ ﾏｻｵ

神奈川 YOKOSUKA UNO RACING

679 1800271 中川 裕司郎

ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳｼﾞﾛｳ

神奈川 YOKOSUKA UNO RACING

680 1602681 原田 裕貴

ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾛｷ

神奈川 YOKOSUKA UNO RACING

681 1800359 保住 周作

ﾎｽﾞﾐ ｼｭｳｻｸ

神奈川 YOKOSUKA UNO RACING

673

亮

JB18183 上野 真
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第14回 JBCF 富士山ヒルクライム
【クラスタ：F レースレーティング：Fh 】 5名
No. 選手ID
選手名
ｶﾅ

2018.06.11
登録地

ﾁｰﾑ名

701 1700050 望月 美和子

ﾓﾁﾂﾞｷ ﾐﾜｺ

静岡県 フィッツ

702 1801202 廣瀬 博子

ﾋﾛｾ ﾋﾛｺ

神奈川 Pedalist

703 1800718 千野 あゆみ

ﾁﾉ ｱﾕﾐ

埼玉県 サイタマサイクルプロジェクト

704 1800032 森本 保乃花

ﾓﾘﾓﾄ ﾎﾉｶ

大阪府 TEAM

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

6/6

all out

