第7回 JBCF 舞洲タイムトライアル
【クラスタ：E1 レースレーティング：B】 62名

2018.09.03

No.
ID
選手名
402 1600260 海老名 歩

ｶﾅ
ｴﾋﾞﾅ ｱﾕﾑ

登録地
ﾁｰﾑ名
東京都 アーティファクトレーシングチーム

403 1700238 武井 裕

ﾀｹｲ ﾕｳ

神奈川 アーティファクトレーシングチーム

405 1301908 山口 和来

ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｽﾞｷ

東京都 AVENTURA AIKOH VICTORIA RACING

408 1600451 木村 紀仁

ｷﾑﾗ ﾉﾘﾋﾄ

茨城県 ブラウ・ブリッツェン

409 1800308 鈴木 道也

ｽｽﾞｷ ﾐﾁﾔ

栃木県 ブラウ・ブリッツェン

410 9700666 新沼 光

ﾆｲﾇﾏ ｱｷﾗ

栃木県 ブラウ・ブリッツェン

411 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

412 0001623 坂本 恵一

ｻｶﾓﾄ ｹｲｲﾁ

大阪府 BC.ANELLO

413 1600888 大澤 昌輝

ｵｵｻﾜ ﾏｻｷ

愛知県 BREZZA-KAMIHAGI

415 1500813 堀田 耕司

ﾎｯﾀ ｺｳｼﾞ

愛知県 BREZZA-KAMIHAGI

416 0300357 一色 寛之

ｲｯｼｷ ﾋﾛﾕｷ

京都府 CIERVO NARA ELITE

419 1701199 勝水 拓也

ｶﾂﾐｽﾞ ﾀｸﾔ

奈良県 EURO-WORKS Racing

420 1000714 佐々木 暖

ｻｻｷ ﾀﾞﾝ

奈良県 EURO-WORKS Racing

421 1100076 角田 光隆

ｽﾐﾀﾞ ﾐﾂﾀｶ

奈良県 EURO-WORKS Racing

422 1000285 背戸 貴之

ｾﾄ ﾀｶｼ

大阪府 EURO-WORKS Racing

426 1000397 清水 洋一

ｼﾐｽﾞ ﾖｳｲﾁ

東京都 FAST LANE Racing

427 1000071 古屋 穂高

ﾌﾙﾔ ﾎﾀﾞｶ

神奈川 FAST LANE Racing

428 1500217 八幡 光哉

ﾔﾊﾀ ﾐﾂﾔ

東京都 FORCE

429 1500505 築山 元樹

ﾂｷﾔﾏ ｹﾞﾝｷ

岡山県 Team Grandi Petit

430 1600308 大内 淳司

ｵｵｳﾁ ｱﾂｼ

茨城県 GROWING Racing Team

431 0800118 岸本 侑大

ｷｼﾓﾄ ﾕｷﾋﾛ

茨城県 GROWING Racing Team

432 1600449 柴沼 玄人

ｼﾊﾞﾇﾏ ｹﾞﾝﾄ

栃木県 GROWING Racing Team

433 9900113 高橋 利明

ﾀｶﾊｼ ﾄｼｱｷ

茨城県 GROWING Racing Team

435 0800023 和田山 尚史

ﾜﾀﾞﾔﾏ ﾀｶﾌﾐ

大阪府 侵略！！！

436 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

438 1600095 前村 悟

ﾏｴﾑﾗ ｻﾄﾙ

兵庫県 Life Ride

439 1100638 山岡 健人

ﾔﾏｵｶ ｹﾝﾄ

愛媛県 TEAM LUPPI

440 1300056 比護 任

ﾋｺﾞ ｱﾀﾙ

大阪府 イナーメ信濃山形-EFT

443 1300268 東 智博

ﾋｶﾞｼ ﾄﾓﾋﾛ

東京都 MKⅢ

444 0901303 亀岡 晋也

ｶﾒｵｶ ｼﾝﾔ

愛媛県 masahikomifune.com CyclingTeam

446 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

450 1200035 三上 勇輝

ﾐｶﾐ ﾕｳｷ

大阪府 SAUCE DEVELOPMENT

451 1501424 菅谷 照生

ｽｶﾞﾔ ﾃﾙｷ

山梨県 なるしまフレンド

455 1600007 橋本 陽介

ﾊｼﾓﾄ ﾖｳｽｹ

大阪府 ネクストリーム・うどん虹や

456 1500309 森川 晃行

ﾓﾘｶﾜ ｱｷﾕｷ

奈良県 ネクストリーム・うどん虹や

457 0301731 金田 一

ｶﾈﾀﾞ ﾊｼﾞﾒ

茨城県 OYAMA STARPLEX

458 1201705 中屋 貴義

ﾅｶﾔ ﾀｶﾖｼ

高知県 パラティアムTOKYO

460 1501960 村井 寛

ﾑﾗｲ ﾋﾛｼ

大阪府 パナソニックレーシング

463 0400358 鈴木 大忠

ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾀﾀﾞ

群馬県 ＳＵＢＡＲＵ Cycling Team

466 1601918 中村 永

ﾅｶﾑﾗ ﾊﾙｶ

静岡県 Squadra di LAVORANTE

467 9901846 大倉 健一

ｵｵｸﾗ ｹﾝｲﾁ

東京都 セオレーシング

469 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

470 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

471 0900006 杉原 和剛

ｽｷﾞﾊﾗ ｶｽﾞﾋｻ

静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

472 0001593 杉本 敦志

ｽｷﾞﾓﾄ ｱﾂｼ

静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

475 1500173 中川 泰我

ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｲｶﾞ

広島県 Team Kermis Cross
1/7

476 1301684 廣本 凌也

ﾋﾛﾓﾄ ﾘｮｳﾔ

広島県 Team Kermis Cross

477 1301690 藤野 竜弥

ﾌｼﾞﾉ ﾀﾂﾔ

広島県 Team Kermis Cross

478 0000251 佐々木 健

ｻｻｷ ﾀｹｼ

愛知県 天狗党

483 1600502 宮本 訓寛

ﾐﾔﾓﾄ ｸﾆﾋﾛ

大阪府 チーム スクアドラ

484 9700879 藤井 壮太

ﾌｼﾞｲ ｿｳﾀ

長野県 東洋水産ロードレース部

486 9700734 井上 登士哉

ｲﾉｳｴ ﾄｼﾔ

愛媛県 VC VELOCE

487 0500349 井上 人志

ｲﾉｳｴ ﾋﾄｼ

滋賀県 VC VELOCE

488 0800194 上田 貴史

ｳｴﾀﾞ ﾀｶｼ

大阪府 VC VELOCE

489 1500068 小原 洋未

ｵﾊﾗ ﾋﾛﾐ

大阪府 VC VELOCE

490 0900099 加藤 浩生

ｶﾄｳ ﾋﾛｵ

大阪府 VC VELOCE

491 9701872 近藤 智彦

ｺﾝﾄﾞｳ ﾄﾓﾋｺ

大阪府 VC VELOCE

492 1300543 宮前 昭宏

ﾐﾔﾏｴ ｱｷﾋﾛ

大阪府 VC VELOCE

493 1800240 安宅 将貴

ｱﾀｶ ﾏｻﾀｶ

千葉県 湾岸サイクリング・ユナイテッド

495 1600457 嶋津 翔天

ｼﾏﾂﾞ ｹﾝﾀ

千葉県 湾岸サイクリング・ユナイテッド

496 1500414 谷口 勝

ﾀﾆｸﾞﾁ ｼｮｳ

大阪府 CWASPアタリ前田

498 1402214 藤田 隼也

ﾌｼﾞﾀ ｼﾞｭﾝﾔ

大阪府 ZIPPY CYCLE CLUB
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第7回 JBCF 舞洲タイムトライアル
【クラスタ：E2 レースレーティング：C】 55名

2018.09.03

No.
ID
選手名
602 1100458 久保田 寛隆

ｶﾅ
ｸﾎﾞﾀ ﾋﾛﾀｶ

登録地
愛知県 DESTRA

603 1200418 小暮 貴士

ｺｸﾞﾚ ﾀｶｼ

愛知県 DESTRA

604 1200314 小南 友和

ｺﾐﾅﾐ ﾄﾓｶｽﾞ

愛知県 DESTRA

605 1100431 二俣 雄哉

ﾌﾀﾏﾀ ﾕｳﾔ

愛知県 DESTRA

607 1001926 谷名 修一

ﾀﾆﾅ ｼｭｳｲﾁ

京都府 チーム

610 1700556 浅野 涼太

ｱｻﾉ ﾘｮｳﾀ

栃木県 ブラウ・ブリッツェン

611 1700566 早津 大輔

ﾊﾔﾂ ﾀﾞｲｽｹ

栃木県 ブラウ・ブリッツェン

613 0400052 前川 元

ﾏｴｶﾜ ﾊｼﾞﾑ

兵庫県 BC.ANELLO

614 1400291 渡部 譲二

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｮｳｼﾞ

広島県 voyAge cycling team

615 1602057 河野 仁

ｺｳﾉ ﾋﾄｼ

長野県 チャクボタレーシング

616 1300360 加藤 剛也

ｶﾄｳ ﾖｼﾔ

岐阜県 Ｔｅａｍ-ＤＡＤＤＹ

618 1000283 進藤 祐史

ｼﾝﾄﾞｳ ﾕｳｼﾞ

大阪府 シマノドリンキング

620 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

622 1000400 小林 秀雄

ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞｵ

東京都 FAST LANE Racing

623 1100171 恒次 真

ﾂﾈﾂｸﾞ ﾏｺﾄ

岡山県 ＦＲＥＥＳＰＥＥＤ

626 9701965 山田 哲志

ﾔﾏﾀﾞ ｻﾄｼ

大阪府 本町クラブ

628 1300377 小林 直樹

ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵｷ

愛知県 KOGMA Racing

632 1600693 荒木 樹

ｱﾗｷ ﾀﾂﾞﾙ

石川県 ケッヘルブイシースプートニク

633 9802045 宮川 淳

ﾐﾔｶﾜ ｼﾞｭﾝ

石川県 ケッヘルブイシースプートニク

636 1600153 山名 拳太郎

ﾔﾏﾅ ｹﾝﾀﾛｳ

和歌山 LALPE KF RACING

639 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

640 0900003 森川 恭徳

ﾓﾘｶﾜ ﾔｽﾉﾘ

静岡県 ミソノイレーシングチーム

641 0500435 福留 康介

ﾌｸﾄﾞﾒ ｺｳｽｹ

岡山県 イナーメ信濃山形-EFT

642 1300541 村田 哲寛

ﾑﾗﾀ ﾃﾂﾋﾛ

石川県 イナーメ信濃山形-EFT

645 1400276 小林 慎也

ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾝﾔ

兵庫県 モジュマ エリアゼロナナゴ

648 0700612 中野 政彦

ﾅｶﾉ ﾏｻﾋｺ

大阪府 masahikomifune.com CyclingTeam

649 1200467 生越 康之

ｵｺﾞｼ ｺｳｼﾞ

島根県 MAX SPEED 97

651 0210383 下村 英男

ｼﾓﾑﾗ ﾋﾃﾞｵ

大阪府 ナカガワＡＳ・Ｋ’デザイン

652 1600015 石井 和明

ｲｼｲ ｶｽﾞｱｷ

兵庫県 Nasu Fan Club

653 1000007 林 岳

ﾊﾔｼ ﾀｶｼ

大阪府 Nasu Fan Club

654 1000013 吉村 裕

ﾖｼﾑﾗ ﾕﾀｶ

大阪府 Nasu Fan Club

661 1001649 伊藤 隼也

ｲﾄｳ ｼｭﾝﾔ

奈良県 パナソニックレーシング

664 1100040 小山 洋平

ｺﾔﾏ ﾖｳﾍｲ

神奈川 Racing CUBE

666 1300023 江口 宗光

ｴｸﾞﾁ ﾑﾈﾐﾂ

静岡県 Squadra di LAVORANTE

667 1101633 沼 幸夫

ﾇﾏ ﾕｷｵ

新潟県 サガミレーシング

668 1700210 皆川 孝

ﾐﾅｶﾞﾜ ﾀｶｼ

新潟県 サガミレーシング

669 1300070 北山 純

ｷﾀﾔﾏ ｼﾞｭﾝ

大阪府 Ｓａｋａｔａｎｉ Ｒａｃｉｎｇ

672 9701947 堀口 忠男

ﾎﾘｸﾞﾁ ﾀﾀﾞｵ

大阪府 Ｓａｋａｔａｎｉ Ｒａｃｉｎｇ

675 0500062 平岡 恒哲

ﾋﾗｵｶ ﾂﾈｱｷ

静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

680 1100018 石井 基朗

ｲｼｲ ﾓﾄｱｷ

静岡県 竹芝サイクルレーシング

681 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

682 1400295 大森 健一

ｵｵﾓﾘ ｹﾝｲﾁ

広島県 Team Kermis Cross

694 0900156 浅野 真則

ｱｻﾉ ﾏｻﾉﾘ

三重県 VC VELOCE

695 1800085 池川 辰哉

ｲｹｶﾞﾜ ﾀﾂﾔ

大阪府 VC VELOCE

699 1000512 佐井 輝久

ｻｲ ﾃﾙﾋｻ

京都府 VC VELOCE

700 0800652 辻 邦浩

ﾂｼﾞ ｸﾆﾋﾛ

京都府 VC VELOCE
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ﾁｰﾑ名

アベノバ

701 1301620 浜田 健志

ﾊﾏﾀﾞ ｹﾝｼﾞ

大阪府 VC VELOCE

705 1600257 野口 直也

ﾉｸﾞﾁ ﾅｵﾔ

東京都 湾岸サイクリング・ユナイテッド

706 0500076 伊勢 洋人

ｲｾ ﾋﾛﾄ

大阪府 チーム

707 1200585 田川 寛明

ﾀｶﾞﾜ ﾋﾛｱｷ

大阪府 CWASPアタリ前田

709 1300266 本田 博

ﾎﾝﾀﾞ ﾋﾛｼ

大阪府 CWASPアタリ前田

710 1700020 前田 堅一朗

ﾏｴﾀﾞ ｹﾝｲﾁﾛｳ

大阪府 CWASPアタリ前田

713 1100015 伊藤 隆久

ｲﾄｳ ﾀｶﾋｻ

滋賀県 ZAS

715 1801094 松本 雄大

ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳﾀﾞｲ

愛知県 KINAN AACA

716 1700189 松村 長人

ﾏﾂﾑﾗ ﾅｶﾞﾄ

奈良県 ZIPPY CYCLE CLUB
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Racing

第7回 JBCF 舞洲タイムトライアル
【クラスタ：E3 レースレーティング：D】 53名

2018.09.03

No.
ID
選手名
801 1700598 鎌田 真輝

ｶﾅ
ｶﾏﾀ ﾏｻﾊﾙ

登録地
ﾁｰﾑ名
東京都 アーティファクトレーシングチーム

817 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

818 1600414 新沼 颯

ﾆｲﾇﾏ ﾊﾔﾃ

栃木県 ブラウ・ブリッツェン

819 1800234 福田 龍生

ﾌｸﾀﾞ ﾘｭｳ

栃木県 ブラウ・ブリッツェン

820 1700564 茂木 大飛

ﾓﾃｷﾞ ﾋﾛﾄ

栃木県 ブラウ・ブリッツェン

822 1700035 花田 金之介

ﾊﾅﾀﾞ ｷﾝﾉｽｹ

大阪府 備北

823 1500966 倉田 育実

ｸﾗﾀ ｲｸﾐ

愛知県 BREZZA-KAMIHAGI

825 1802376 和田 集太

ﾜﾀﾞ ｼｭｳﾀ

岐阜県 BREZZA-KAMIHAGI

835 1703521 神谷 正紀

ｶﾐﾔ ﾏｻﾉﾘ

静岡県 シマノドリンキング

836 1802677 田河 賢治

ﾀｶﾞﾜ ｹﾝｼﾞ

大阪府 シマノドリンキング

841 1101124 武久 弘太

ﾀｹﾋｻ ｺｳﾀ

京都府 eNShare Cycling Team

842 0900752 窪 翼

ｸﾎﾞ ﾂﾊﾞｻ

愛知県 EURO-WORKS Racing

843 1700545 大岩 充

ｵｵｲﾜ ﾐﾂﾙ

栃木県 FM730

844 1101796 長島 好教

ﾅｶﾞｼﾏ ﾖｼﾉﾘ

栃木県 FM730

848 1801410 上島 伸季

ｳｴｼﾞﾏ ﾉﾌﾞﾄｼ

愛知県 インパルス

849 1700358 中林 翔

ﾅｶﾊﾞﾔｼ ｼｮｳ

愛知県 インパルス

852 1400362 加塩 弘一

ｶｼｵ ｺｳｲﾁ

岐阜県 KOGMA Racing

853 1700190 冨永 敬亮

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

854 1800073 橋岡 宏茂

ﾊｼｵｶ ﾋﾛｼ

愛知県 KINAN AACA

856 1600694 遠田 武史

ﾄｵﾀﾞ ﾀｹｼ

石川県 ケッヘルブイシースプートニク

858 1300091 浦久保 朋哉

ｳﾗｸﾎﾞ ﾄﾓﾔ

和歌山 LALPE KF RACING

862 1502209 佐合 海大

ｻｺﾞｳ ﾋﾛﾄ

岐阜県 名岐ベンド

863 1502208 佐合 真大

ｻｺﾞｳ ﾏｻﾄ

岐阜県 名岐ベンド

864 0600363 藤井 健司

ﾌｼﾞｲ ｹﾝｼﾞ

徳島県 M.I.M

865 1700051 宮内 裕太

ﾐﾔｳﾁ ﾕｳﾀ

静岡県 ミソノイレーシングチーム

874 1700354 城島 大樹

ｼﾞｮｳｼﾞﾏ ﾀﾞｲｷ

京都府 モジュマ エリアゼロナナゴ

875 1300131 手嶋 実樹

ﾃｼﾞﾏ ﾐｷ

神奈川 MKⅢ

890 1502717 大川 和哉

ｵｵｶﾜ ｶｽﾞﾔ

東京都 パラティアムTOKYO

892 1502722 山本 康雄

ﾔﾏﾓﾄ ﾔｽｵ

神奈川 パラティアムTOKYO

893 1700026 中西 啓太

ﾅｶﾆｼ ｹｲﾀ

大阪府 パナソニックレーシング

897 1801013 榊原 航太

ｻｶｷﾊﾞﾗ ｺｳﾀ

神奈川 Racing CUBE

898 1800346 大塚 翔太

ｵｵﾂｶ ｼｮｳﾀ

静岡県 Squadra di LAVORANTE

900 1300234 阿部 哲也

ｱﾍﾞ ﾃﾂﾔ

兵庫県 soleil de lest

901 1600085 石井 久雄

ｲｼｲ ﾋｻｵ

兵庫県 soleil de lest

906 1600006 石橋 征司

ｲｼﾊﾞｼ ｾｲｼﾞ

大阪府 TEAM all out

907 1800057 中村 将也

ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾔ

大阪府 TEAM all out

909 1802568 原田 将人

ﾊﾗﾀﾞ ﾏｻﾄ

兵庫県 TEAM all out

910 1100552 片山 紳

ｶﾀﾔﾏ ｼﾝﾔ

徳島県 徳島サイクルレーシング

912 1502430 岡野 輝

ｵｶﾉ ｱｷﾗ

千葉県 TEAM GIRO 360

913 1801489 太田 敬士

ｵｵﾀ ｹｲｼ

広島県 Team Kermis Cross

915 1800472 相原 武

ｱｲﾊﾗ ﾀｹｼ

埼玉県 Ｙ’ｓ Ｒｏａｄ

916 1300201 今井 明

ｲﾏｲ ｱｷﾗ

神奈川 Ｙ’ｓ Ｒｏａｄ

917 1800748 増田 佑哉

ﾏｽﾀﾞ ﾕｳﾔ

埼玉県 Ｙ’ｓ Ｒｏａｄ

918 1800278 吉川 幸佑

ﾖｼｶﾜ ｺｳｽｹ

愛知県 天狗党

919 1000167 小杉 亮太

ｺｽｷﾞ ﾘｮｳﾀ

石川県 トンデモクラブ ＣＳＫＡＧＡ

920 1001480 本間 智樹

ﾎﾝﾏ ﾄﾓｷ

石川県 トンデモクラブ ＣＳＫＡＧＡ
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925 1700533 犬伏 輝斗

ｲﾇﾌﾞｾ ｷﾗﾄ

大阪府 チーム スクアドラ

929 1703353 植田 恒平

ｳｴﾀﾞ ｺｳﾍｲ

兵庫県 ウオズミサイクルレーシング

932 1703539 西 政実

ﾆｼ ﾏｻﾐ

徳島県 UNIVERS

937 1600023 天野 弘章

ｱﾏﾉ ﾋﾛｱｷ

大阪府 VC VELOCE

941 9900454 片岡 良友

ｶﾀｵｶ ﾖｼﾄﾓ

広島県 Verdad

942 1800203 吉岡 潤

ﾖｼｵｶ ｼﾞｭﾝ

岡山県 湾岸サイクリング・ユナイテッド

943 1300385 古川 哲也

ﾌﾙｶﾜ ﾃﾂﾔ

大阪府 チーム
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第7回 JBCF 舞洲タイムトライアル
【クラスタ：F レースレーティング：F】 8名

2018.09.03

No.
ID
選手名
751 1600366 遠松 純子

ｶﾅ
ﾄｵﾏﾂ ｼﾞｭﾝｺ

登録地
愛知県 DESTRA

756 1502195 藤原 優子

ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｳｺ

兵庫県 EURO-WORKS Racing

759 1800032 森本 保乃花

ﾓﾘﾓﾄ ﾎﾉｶ

大阪府 TEAM all out

760 1301657 仲村 陽子

ﾅｶﾑﾗ ﾖｳｺ

沖縄県 竹芝サイクルレーシング

761 1500022 安藤 奏子

ｱﾝﾄﾞｳ ｶﾅｺ

大阪府 チーム スクアドラ

762 1700537 宮本 奏穂

ﾐﾔﾓﾄ ｶﾅﾎ

大阪府 チーム スクアドラ

764 1700729 伊藤 優以

ｲﾄｳ ﾕｲ

兵庫県 チーム

ゼロ

ウノ

フロンティア

767 1500188 原田 悦子

ﾊﾗﾀﾞ ｴﾂｺ

徳島県 チーム

ゼロ

ウノ

フロンティア
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