第5回 JBCF 大星山ヒルクライム
【クラスタ：E1 レースレーティング：Bh 】 39名
No. 選手ID
選手名
ｶﾅ

2018.10.15
登録地

ﾁｰﾑ名

101 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

102 1600260 海老名 歩

ｴﾋﾞﾅ ｱﾕﾑ

東京都 アーティファクトレーシングチーム

103 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

104 1700251 羽上田 明彦

ﾊｼﾞｮｳﾀﾞ ｱｷﾋｺ

神奈川 アーティファクトレーシングチーム

105 1600066 佐々木 均

ｻｻｷ ﾋﾄｼ

広島県 voyAge cycling team

106 1502455 田中 隆太

ﾀﾅｶ ﾘｭｳﾀ

広島県 voyAge cycling team

107 1502247 横手 徳広

ﾖｺﾃ ﾄｸﾋﾛ

福岡県 voyAge cycling team

109 0300357 一色 寛之

ｲｯｼｷ ﾋﾛﾕｷ

京都府 CIERVO NARA ELITE

111 1501497 皿谷 宏人

ｻﾗｶﾞｲ ﾋﾛﾄ

広島県 エキップ

112 1000714 佐々木 暖

ｻｻｷ ﾀﾞﾝ

奈良県 EURO-WORKS Racing

113 1100076 角田 光隆

ｽﾐﾀﾞ ﾐﾂﾀｶ

奈良県 EURO-WORKS Racing

116 1400141 長妻 暁

ﾅｶﾞﾂﾏ ｱｷﾗ

神奈川 FORCE

117 1801200 元木 晶央

ﾓﾄｷ ｱｷｵ

東京都 FORCE

118 1500217 八幡 光哉

ﾔﾊﾀ ﾐﾂﾔ

東京都 FORCE

119 1500505 築山 元樹

ﾂｷﾔﾏ ｹﾞﾝｷ

岡山県 Team Grandi Petit

120 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

121 1100042 早瀬 憲太郎

ﾊﾔｾ ｹﾝﾀﾛｳ

神奈川 日本ろう自転車競技協会

126 1400051 佐藤 耕司

ｻﾄｳ ｺｳｼﾞ

大阪府 イナーメ信濃山形-EFT

127 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

129 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

130 1601925 梅澤 幹太

ｳﾒｻﾞﾜ ｶﾝﾀ

愛媛県 エキップユーレーシング

133 1501960 村井 寛

ﾑﾗｲ ﾋﾛｼ

大阪府 パナソニックレーシング

134 1400079 島田 英樹

ｼﾏﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ

大阪府 Ｓａｋａｔａｎｉ Ｒａｃｉｎｇ

135 1600120 山本 健太郎

ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝﾀﾛｳ

高知県 徳島サイクルレーシング

136 1001823 上手 勇輝

ｶﾐﾃ ﾕｳｷ

広島県 Team Kermis Cross

137 1600075 坂川 達行

ｻｶｶﾞﾜ ﾀﾂﾕｷ

広島県 Team Kermis Cross

139 1600071 柳楽 諭

ﾅｷﾞﾗ ｻﾄｼ

広島県 Team Kermis Cross

141 0000251 佐々木 健

ｻｻｷ ﾀｹｼ

愛知県 天狗党

143 1501770 岩本 克也

ｲﾜﾓﾄ ｶﾂﾔ

山口県 Team UKYO Reve

144 1500211 高橋 叶平

ﾀｶﾊｼ ｷｮｳﾍｲ

広島県 Team UKYO Reve

145 1200140 海保 洋平

ｶｲﾎ ﾖｳﾍｲ

千葉県 AQULS内房レーシング

146 9700734 井上 登士哉

ｲﾉｳｴ ﾄｼﾔ

愛媛県 VC VELOCE

147 0500349 井上 人志

ｲﾉｳｴ ﾋﾄｼ

滋賀県 VC VELOCE

148 1500068 小原 洋未

ｵﾊﾗ ﾋﾛﾐ

大阪府 VC VELOCE

149 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

150 1500253 石塚 将人

ｲｼﾂﾞｶ ﾏｻﾄ

千葉県 湾岸サイクリング・ユナイテッド

151 1500258 前川 太一

ﾏｴｶﾜ ﾀｲﾁ

千葉県 湾岸サイクリング・ユナイテッド

152 1802568 原田 将人

ﾊﾗﾀﾞ ﾏｻﾄ

兵庫県 TEAM all out

153 1700578 一丸 裕介

ｲﾁﾏﾙ ﾕｳｽｹ

徳島県 徳島サイクルレーシング
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ティラン

第5回 JBCF 大星山ヒルクライム
【クラスタ：E2 レースレーティング：Ch 】 24名
No. 選手ID
選手名
ｶﾅ

2018.10.15
登録地

ﾁｰﾑ名

203 1500347 川上 豪仁

ｶﾜｶﾐ ﾀｹﾋﾄ

福岡県 Ｂｌｕｅ Ｇｒａｓｓ

204 0900283 徳永 易丈

ﾄｸﾅｶﾞ ﾔｽﾀｹ

愛媛県 チーム大永山

205 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

206 1703403 安福 孝幸

ｱﾝﾌﾟｸ ﾀｶﾕｷ

広島県 eNShare Cycling Team

208 1200445 岡本 順

ｵｶﾓﾄ ｼﾞｭﾝ

山口県 山口県自転車競技連盟・GRP

209 1700388 平井 貴志

ﾋﾗｲ ﾀｶｼ

山口県 山口県自転車競技連盟・GRP

210 0100423 真鍋 英祐

ﾏﾅﾍﾞ ｴｲｽｹ

山口県 山口県自転車競技連盟・GRP

215 1801094 松本 雄大

ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳﾀﾞｲ

愛知県 KINAN AACA

216 1700871 中川 真也

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

218 1300541 村田 哲寛

ﾑﾗﾀ ﾃﾂﾋﾛ

石川県 イナーメ信濃山形-EFT

221 1402369 上原 嗣則

ｳｴﾊﾗ ﾂｸﾞﾉﾘ

東京都 なるしまフレンド

223 1001247 大村 英哉

ｵｵﾑﾗ ﾌｻﾔ

熊本県 パープルモンキー

229 1501045 木原 与志寛

ｷﾊﾗ ﾖｼﾋﾛ

広島県 Team Kermis Cross

230 1400292 富永 将宇

ﾄﾐﾅｶﾞ ﾏｻﾀｶ

広島県 Team Kermis Cross

231 1100305 磯田 竜介

ｲｿﾀﾞ ﾘｭｳｽｹ

香川県 Tyrell Kagawa Racing

233 1100103 藤井 伸昌

ﾌｼﾞｲ ﾉﾌﾞﾏｻ

岡山県 チーム岡山

236 1700456 福永 将太

ﾌｸﾅｶﾞ ｼｮｳﾀ

大分県 津末レーシング

237 0700204 大原 勇生

ｵｵﾊﾗ ﾕｳｷ

大阪府 チーム スクアドラ

238 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

239 0500076 伊勢 洋人

ｲｾ ﾋﾛﾄ

大阪府 チーム

240 1200432 松木 雄介

ﾏﾂｷ ﾕｳｽｹ

大阪府 CWASPアタリ前田

241 1400283 横田 慧一

ﾖｺﾀ ｹｲｲﾁ

大阪府 CWASPアタリ前田

242 9801847 白石 裕二

ｼﾗｲｼ ﾕｳｼﾞ

熊本県 チームサイクルプラス

244 1800057 中村 将也

ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾔ

大阪府 TEAM all out
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第5回 JBCF 大星山ヒルクライム
【クラスタ：E3 レースレーティング：Dh 】 39名
No. 選手ID
選手名
ｶﾅ

2018.10.15
登録地

ﾁｰﾑ名

301 1800187 井上 尚也

ｲﾉｳｴ ﾅｵﾔ

広島県 Aki Rising Bicycle team

302 1700002 神垣 雅俊

ｶﾐｶﾞｷ ﾏｻﾄｼ

広島県 Aki Rising Bicycle team

304 1701092 間所 洋

ﾏﾄﾞｺﾛ ﾋﾛｼ

広島県 Aki Rising Bicycle team

305 1700450 丸茂 裕和

ﾏﾙﾓ ﾋﾛｶｽﾞ

広島県 Aki Rising Bicycle team

306 1800225 山田 哲也

ﾔﾏﾀﾞ ﾃﾂﾔ

広島県 Aki Rising Bicycle team

309 1600365 大森 尉正

ｵｵﾓﾘ ﾔｽﾏｻ

三重県 BREZZA-KAMIHAGI

310 1000248 佐崎 拓郎

ｻｻﾞｷ ﾀｸﾛｳ

愛媛県 チーム大永山

311 1401920 田代 亘

ﾀｼﾛ ﾜﾀﾙ

大阪府 シマノドリンキング

313 1500390 小林 達也

ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾂﾔ

広島県 eNShare Cycling Team

321 1700546 中田 辰朗

ﾅｶﾀ ﾀﾂﾛｳ

山口県 山口県自転車競技連盟・GRP

322 1802119 原 直人

ﾊﾗ ﾅｵﾄ

山口県 山口県自転車競技連盟・GRP

323 1800265 福田 健一

ﾌｸﾀﾞ ｹﾝｲﾁ

山口県 山口県自転車競技連盟・GRP

325 1800245 近森 亮

ﾁｶﾓﾘ ﾘｮｳ

広島県 エキップ

327 1800097 玉仙 健一

ｷﾞｮｸｾﾝ ｹﾝｲﾁ

神奈川 FORCE

329 1800259 中尾 敦司

ﾅｶｵ ｱﾂｼ

岡山県 Team Grandi Petit

330 1800405 藤岡 信太郎

ﾌｼﾞｵｶ ｼﾝﾀﾛｳ

岡山県 Team Grandi Petit

331 1501201 森井 浩明

ﾓﾘｲ ﾋﾛｱｷ

岡山県 Team Grandi Petit

334 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

335 1800073 橋岡 宏茂

ﾊｼｵｶ ﾋﾛｼ

愛知県 KINAN AACA

336 1700870 山崎 雅也

ﾔﾏｻｷ ﾏｻﾔ

石川県 ケッヘルブイシースプートニク

338 1600008 高山 秀樹

ﾀｶﾔﾏ ﾋﾃﾞｷ

大阪府 MUUR

339 1802183 中西 哲健

ﾅｶﾆｼ ﾉﾘｶﾂ

兵庫県 ナカガワＡＳ・Ｋ’デザイン

340 1702984 柴田 湧斗

ｼﾊﾞﾀ ﾕｳﾄ

愛媛県 エキップユーレーシング

342 1800677 丸田 諒一

ﾏﾙﾀ ﾘｮｳｲﾁ

長崎県 ネスト ナガサキ

344 1600063 古林 宏仁

ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳｼﾞ

静岡県 Squadra di LAVORANTE

345 1703335 大仲 凜功

ｵｵﾅｶ ﾘｸ

大阪府 Ｓａｋａｔａｎｉ Ｒａｃｉｎｇ

347 1502740 高田 幸朗

ﾀｶﾀﾞ ﾕｷｵ

京都府 TEAM all out

348

ﾖﾈｸﾗ ﾏｻﾄ

大阪府 TEAM all out

349 1800268 三屋田 健介

ﾐﾔﾀ ｹﾝｽｹ

徳島県 徳島サイクルレーシング

350 1800569 石原 滉二郎

ｲｼﾊﾗ ｺｳｼﾞﾛｳ

広島県 Team Kermis Cross

356 1703457 西川 大介

ﾆｼｶﾜ ﾀﾞｲｽｹ

広島県 Team Kermis Cross

358 1800204 安田 拓也

ﾔｽﾀﾞ ﾀｸﾔ

広島県 Team Kermis Cross

361 1600432 藤岡 泰之

ﾌｼﾞｵｶ ﾔｽﾕｷ

広島県 ＴＮＧレーシング広島

362 1802410 槇永 誠

ﾏｷﾅｶﾞ ﾏｺﾄ

広島県 ＴＮＧレーシング広島

363 1700533 犬伏 輝斗

ｲﾇﾌﾞｾ ｷﾗﾄ

大阪府 チーム スクアドラ

365 1700001 村岡 耕吉

ﾑﾗｵｶ ｺｳｷﾁ

広島県 Team UKYO Reve

366 1301678 早稲田 亮太

ﾜｾﾀﾞ ﾘｮｳﾀ

広島県 Team UKYO Reve

367 1701966 中村 典

ﾅｶﾑﾗ ﾂｶｻ

福岡県 VC FUKUOKA（エリート）

368 1702881 中澤 賢太朗

ﾅｶｻﾞﾜ ｹﾝﾀﾛｳ

石川県 TEAM MODENA

JB18762 米倉 聖人

3/4

ティラン

第5回 JBCF 大星山ヒルクライム
【クラスタ：F レースレーティング：Fh 】 8名
No. 選手ID
選手名

2018.10.15
ｶﾅ

登録地

ﾁｰﾑ名

1

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

2

1800102 早瀬 恵子

ﾊﾔｾ ｹｲｺ

広島県 voyAge cycling team

3

1502784 野口 佳子

ﾉｸﾞﾁ ｹｲｺ

東京都 チームブリヂストンサイクリング

5

1801295 角島 紀子

ｶﾄﾞｼﾏ ﾉﾘｺ

山口県 山口県自転車競技連盟・GRP

8

1301628 早瀬 久美

ﾊﾔｾ ｸﾐ

神奈川 日本ろう自転車競技協会

9

1200505 簑原 由加利

ﾐﾉﾊﾗ ﾕｶﾘ

東京都 日本ろう自転車競技協会

10

1600364 田方 佐矢子

ﾀｶﾀ ｻﾔｺ

長崎県 ネスト ナガサキ

11

1800032 森本 保乃花

ﾓﾘﾓﾄ ﾎﾉｶ

大阪府 TEAM all out
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