第6回 JBCF 伊吹山ドライブウェイヒルクライム
【クラスタ：P レースレーティング：Ah】 112名
No.
選手ID
選手名

2015.04.06
ｶﾅ

地域

ﾁｰﾑ名

1

0400861 増田 成幸

ﾏｽﾀﾞ ﾅﾘﾕｷ

栃木県 宇都宮ブリッツェン

2

0901287 城田 大和

ｼﾛﾀ ﾔﾏﾄ

沖縄県 宇都宮ブリッツェン

3

0400845 青柳 憲輝

ｱｵﾔﾅｷﾞ ｶｽﾞｷ

栃木県 宇都宮ブリッツェン

4

0600844 阿部 嵩之

ｱﾍﾞ ﾀｶﾕｷ

北海道 宇都宮ブリッツェン

5

0400843 鈴木 譲

ｽｽﾞｷ ﾕｽﾞﾙ

神奈川 宇都宮ブリッツェン

6

9700980 鈴木 真理

ｽｽﾞｷ ｼﾝﾘ

千葉県 宇都宮ブリッツェン

7

0400470 大久保 陣

ｵｵｸﾎﾞ ｼﾞﾝ

鹿児島 宇都宮ブリッツェン

8

1001732 堀 孝明

ﾎﾘ ﾀｶｱｷ

栃木県 宇都宮ブリッツェン

11

0100115 畑中 勇介

ﾊﾀﾅｶ ﾕｳｽｹ

東京都 Team UKYO

12

9700347 土井 雪広

ﾄﾞｲ ﾕｷﾋﾛ

山形県 Team UKYO

13

1402090 GUARDIOLA Salvador ｸﾞｱﾙﾃﾞｨｵﾗ ｻﾙﾊﾞﾄﾞｰﾙ

東京都 Team UKYO

14

0701211 住吉 宏太

ｽﾐﾖｼ ｺｳﾀ

熊本県 Team UKYO

15

1402310 PUJOL Oscar

ﾌﾟｼﾞｮﾙ ｵｽｶﾙ

東京都 Team UKYO

16

0800983 山本 隼

ﾔﾏﾓﾄ ｼｭﾝ

山梨県 Team UKYO

17

0900861 湊 諒

ﾐﾅﾄ ﾘｮｳ

青森県 Team UKYO

18

JBUKY07 WHITEHOUSE Daniel ﾎﾜｲﾄﾊｳｽ ﾀﾞﾆｴﾙ

東京都 Team UKYO

21

0701113 木村 圭佑

ｷﾑﾗ ｹｲｽｹ

滋賀県 シマノレーシング

22

0500601 入部 正太朗

ｲﾘﾍﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ

奈良県 シマノレーシング

23

0800036 秋丸 湧哉

ｱｷﾏﾙ ﾕｳﾔ

大阪府 シマノレーシング

24

SGP0714 Low Darren

ﾛｳ ﾀﾞﾚﾝ

25

0900212 横山 航太

ﾖｺﾔﾏ ｺｳﾀ

長野県 シマノレーシング

26

1000442 小山 貴大

ｺﾔﾏ ﾀｶﾋﾛ

群馬県 シマノレーシング

27

JBSMN03 水谷 翔

ﾐｽﾞﾀﾆ ｶｹﾙ

鹿児島 シマノレーシング

31

1300861 Jose VICENTE

ﾎｾ ﾋﾞｾﾝﾃ

東京都 マトリックスパワータグ

32

ESP1030 Airan FERNANDEZ ｱｲﾗﾝ ﾌｪﾙﾅﾝﾃﾞｽ

SPAIN マトリックスパワータグ

33

ESP1026

ﾍﾞﾝｼﾞｬﾐ ﾌﾟﾗﾃﾞｽﾚﾍﾞﾙﾃﾙ

SPAIN マトリックスパワータグ

34

0700546 安原 大貴

ﾔｽﾊﾗ ﾀﾞｲｷ

大阪府 マトリックスパワータグ

35

0500440 永良 大誠

ﾅｶﾞﾗ ﾀﾞｲｾｲ

兵庫県 マトリックスパワータグ

36

1100726 田窪 賢次

ﾀｸﾎﾞ ｹﾝｼﾞ

大阪府 マトリックスパワータグ

41

0301347 佐野 淳哉

ｻﾉ ｼﾞｭﾝﾔ

埼玉県 那須ブラーゼン

42

1001727 雨澤 毅明

ｱﾒｻﾞﾜ ﾀｹｱｷ

栃木県 那須ブラーゼン

43

1000927 岩井 航太

ｲﾜｲ ｺｳﾀ

東京都 那須ブラーゼン

44

1101581 鈴木 龍

ｽｽﾞｷ ﾘｭｳ

東京都 那須ブラーゼン

45

JBNAS01 吉岡 直哉

ﾖｼｶﾜ ﾅｵﾔ

京都府 那須ブラーゼン

51

9702838 西谷 雅史

ﾆｼﾀﾆ ﾏｻﾌﾐ

東京都 ChampionSystemJapan

52

JBCCS05 橋本 謙司

ﾊｼﾓﾄ ｹﾝｼﾞ

53

0800335 清宮 洋幸

ｾｲﾐﾔ ﾋﾛﾕｷ

千葉県 ChampionSystemJapan

61

0900955 中村 龍太郎

ﾅｶﾑﾗ ﾘｭｳﾀﾛｳ

長野県 イナーメ信濃山形

62

0801291 紺野 元汰

ｺﾝﾉ ｹﾞﾝﾀ

神奈川 イナーメ信濃山形

63

1000725 SALISBURY Paul

ｿｰﾙｽﾞﾍﾞﾘｰ ﾎﾟｰﾙ

東京都 イナーメ信濃山形

64

0901542 北野 普識

ｷﾀﾉ ﾕｷﾉﾘ

千葉県 イナーメ信濃山形

65

1200812 井上 政貴

ｲﾉｳｴ ﾏｻｷ

兵庫県 イナーメ信濃山形

66

1100431 二俣 雄哉

ﾌﾀﾏﾀ ﾕｳﾔ

愛知県 イナーメ信濃山形

67

0700045 岩月 伸夫

ｲﾜﾂｷ ﾉﾌﾞｵ

愛知県 イナーメ信濃山形

68

0600905 鵜沢 祐也

ｳｻﾞﾜ ﾕｳﾔ

千葉県 イナーメ信濃山形

71

0600361 中里 仁

ﾅｶｻﾞﾄ ﾏｻﾙ

群馬県 レモネードベルマーレレーシングチーム

72

0101205 大村 寛

ｵｵﾑﾗ ﾕﾀｶ

鹿児島 レモネードベルマーレレーシングチーム

73

0801747 才田 直人

ｻｲﾀ ﾅｵﾄ

宮城県 レモネードベルマーレレーシングチーム

74

0901780 加地 邦彦

ｶｼﾞ ｸﾆﾋｺ

東京都 レモネードベルマーレレーシングチーム

91

0301382 山下 貴宏

ﾔﾏｼﾀ ﾀｶﾋﾛ

兵庫県 シエルヴォ奈良MIYATA-MERIDAレーシングチーム

92

0201014 大塚 航

ｵｵﾂｶ ﾜﾀﾙ

京都府 シエルヴォ奈良MIYATA-MERIDAレーシングチーム

93

1100483 若杉 圭祐

ﾜｶｽｷﾞ ｹｲｽｹ

愛知県 シエルヴォ奈良MIYATA-MERIDAレーシングチーム

9800459 小畑 郁

ｵﾊﾞﾀ ｶｵﾙ

東京都 なるしまフレンド

101

Benjamin PRADES REVERTE

SINGAPORE

－
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シマノレーシング

ChampionSystemJapan

レーシングチーム

102

0900524 渡邊 聡

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾄﾙ

神奈川 なるしまフレンド

レーシングチーム

103

1400170 山藤 祐輔

ｻﾞﾝﾄｳ ﾕｳｽｹ

神奈川 なるしまフレンド

レーシングチーム

104

1000538 木村 裕己

ｷﾑﾗ ﾕｳｷ

北海道 なるしまフレンド

レーシングチーム

105

0500037 櫻井 一輝

ｻｸﾗｲ ﾓﾄｷ

静岡県 なるしまフレンド

レーシングチーム

111

9702834 中村 文武

ﾅｶﾑﾗ ﾌﾐﾀｹ

東京都 FIETS GROEN 日本ロボティクス

112

1101941 小林 涼介

ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳｽｹ

千葉県 FIETS GROEN 日本ロボティクス

113

9701049 屋部 佳伸

ﾔﾍﾞ ﾖｼﾉﾌﾞ

静岡県 FIETS GROEN 日本ロボティクス

114

9700951 黒川 隆之

ｸﾛｶﾜ ﾀｶﾕｷ

神奈川 FIETS GROEN 日本ロボティクス

115

0301329 柴田 哲裕

ｼﾊﾞﾀ ｱｷﾋﾛ

東京都 FIETS GROEN 日本ロボティクス

116

1201440 藤波 政臣

ﾌｼﾞﾅﾐ ﾏｻｵﾐ

愛知県 FIETS GROEN 日本ロボティクス

121

1400190 MARTIN Maxime

ﾏﾙﾀﾝ ﾏｸｼﾑ

FRANCE Neilpryde - Nanshin Subaru Cycling

122

1200523 片岡 真之介

ｶﾀｵｶ ｼﾝﾉｽｹ

東京都 Neilpryde - Nanshin Subaru Cycling

123

1100478 鶴岡 慶太

ﾂﾙｵｶ ｹｲﾀ

愛知県 Neilpryde - Nanshin Subaru Cycling

124

FRA0417 Guezet Bruno

ｹﾞｾﾞ ﾌﾞﾙﾉ

FRANCE Neilpryde - Nanshin Subaru Cycling

131

1001745 畠山 和也

ﾊﾀｹﾔﾏ ｶｽﾞﾔ

宮城県 エルドラードサムライ東北withのんのんびより

132

1300584 熊田 哲也

ｸﾏﾀ ﾃﾂﾔ

宮城県 エルドラードサムライ東北withのんのんびより

133

1100258 西脇 圭亮

ﾆｼﾜｷ ｹｲｽｹ

大阪府 エルドラードサムライ東北withのんのんびより

134

1100434 小山内 健太

ｵｻﾅｲ ｹﾝﾀ

愛知県 エルドラードサムライ東北withのんのんびより

135

1300438 武田 祥典

ﾀｹﾀﾞ ﾖｼﾉﾘ

山形県 エルドラードサムライ東北withのんのんびより

136

0901548 海藤 稜馬

ｶｲﾄﾞｳ ﾘｮｳﾏ

山形県 エルドラードサムライ東北withのんのんびより

141

0200172 平林 昌樹

ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾏｻｷ

神奈川 ACQUA TAMA EURO-WORKS

142

1000285 背戸 貴之

ｾﾄ ﾀｶﾕｷ

大阪府 ACQUA TAMA EURO-WORKS

143

0801864 若松 達人

ﾜｶﾏﾂ ﾀﾂﾋﾄ

東京都 ACQUA TAMA EURO-WORKS

144

1001921 今井 雄輝

ｲﾏｲ ﾕｳｷ

兵庫県 ACQUA TAMA EURO-WORKS

151

1300446 星野 貴大

ﾎｼﾉ ﾀｶﾋﾛ

愛知県 JP SPORTS TEST TEAM-MASSA-ANDEX

152

1101605 元山 高嶺

ﾓﾄﾔﾏ ﾀｶﾈ

京都府 JP SPORTS TEST TEAM-MASSA-ANDEX

153

9702059 日置 大介

ﾋｵｷ ﾀﾞｲｽｹ

兵庫県 JP SPORTS TEST TEAM-MASSA-ANDEX

161

0701679 中根 英登

ﾅｶﾈ ﾋﾃﾞﾄ

愛知県 AISAN Racing Team

162

9900243 平塚 吉光

ﾋﾗﾂｶ ﾖｼﾐﾂ

静岡県 AISAN Racing Team

163

0500741 早川 朋宏

ﾊﾔｶﾜ ﾄﾓﾋﾛ

愛知県 AISAN Racing Team

164

0500960 小森 亮平

ｺﾓﾘ ﾘｮｳﾍｲ

広島県 AISAN Racing Team

165

0400563 伊藤 雅和

ｲﾄｳ ﾏｻｶｽﾞ

神奈川 AISAN Racing Team

166

9700898 綾部 勇成

ｱﾔﾍﾞ ﾀｹｱｷ

JPCA

167

0001063 中島 康晴

ﾅｶｼﾞﾏ ﾔｽﾊﾙ

福井県 AISAN Racing Team

168

0101293 福田 真平

ﾌｸﾀﾞ ｼﾝﾍﾟｲ

愛知県 AISAN Racing Team

171

0900135 頓所 哲郎

ﾄﾝｼｮ ﾃﾂﾛｳ

神奈川 ウォークライド・シクロアカデミア

172

1000436 高田 雄太

ﾀｶﾀﾞ ﾕｳﾀ

東京都 ウォークライド・シクロアカデミア

173

9702201 山根 理史

ﾔﾏﾈ ﾏｻﾌﾐ

島根県 ウォークライド・シクロアカデミア

181

1001863 小林 宏志

ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｼ

栃木県 Honda 栃木

182

0901551 水間 健

ﾐｽﾞﾏ ﾀｹｼ

栃木県 Honda 栃木

183

1300346 河合 貴明

ｶﾜｲ ﾀｶｱｷ

栃木県 Honda 栃木

184

1001725 平野 宏明

ﾋﾗﾉ ﾋﾛｱｷ

栃木県 Honda 栃木

185

1401436 渡邉 優介

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｽｹ

栃木県 Honda 栃木

191

0600869 中西 重智

ﾅｶﾆｼ ｼｹﾞﾄﾓ

滋賀県 KINAN Cycling Team

192

0801739 阿曽 圭佑

ｱｿ ｹｲｽｹ

三重県 KINAN Cycling Team

201

9702623 普久原 奨

ﾌｸﾊﾗ ﾏｻﾙ

沖縄県 群馬グリフィン・レーシングチーム

202

9700539 狩野 智也

ｶﾉｳ ﾄﾓﾔ

群馬県 群馬グリフィン・レーシングチーム

203

1001927 金子 大介

ｶﾈｺ ﾀﾞｲｽｹ

東京都 群馬グリフィン・レーシングチーム

204

0100734 長沼 隆行

ﾅｶﾞﾇﾏ ﾀｶﾕｷ

栃木県 群馬グリフィン・レーシングチーム

205

1400631 中井 雄策

ﾅｶｲ ﾕｳｻｸ

群馬県 群馬グリフィン・レーシングチーム

206

0901123 菅野 正明

ｶﾝﾉ ﾏｻｱｷ

東京都 群馬グリフィン・レーシングチーム

211

0210306 金田 智行

ｶﾈﾀﾞ ﾄﾓﾕｷ

埼玉県 VICTOIRE 広島

212

9901368 清水 英樹

ｼﾐｽﾞ ﾋﾃﾞｷ

鳥取県 VICTOIRE 広島

213

0400879 丸本 悠太

ﾏﾙﾓﾄ ﾕｳﾀ

広島県 VICTOIRE 広島

214

0400400 佐々木 優也

ｻｻｷ ﾕｳﾔ

広島県 VICTOIRE 広島

215

0800639 河賀 雄大

ｶｶﾞ ﾕｳﾀﾞｲ

広島県 VICTOIRE 広島
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AISAN Racing Team

221

0700303 武末 真和

ﾀｹｽｴ ﾏｻｶｽﾞ

千葉県 Team JBCF

224

1300211 小野瀬 優哉

ｵﾉｾ ﾕｳﾔ

神奈川 Team JBCF

227

1100373 加藤 達也

ｶﾄｳ ﾀﾂﾔ

JPCA
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Team JBCF

第6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】 66名
No.
選手ID
選手名

2015.04.06
ｶﾅ

地域

ﾁｰﾑ名

301

1301736 長谷川 武敏

ﾊｾｶﾞﾜ ﾀｹﾄｼ

東京都 ACQUA TAMA

302

0600397 永山 貴浩

ﾅｶﾞﾔﾏ ﾀｶﾋﾛ

大阪府 チーム・アヴェル

303

1300064 酒井 一真

ｻｶｲ ｶｽﾞﾏ

大阪府 チーム・アヴェル

304

9702626 阿部 良之

ｱﾍﾞ ﾖｼﾕｷ

大阪府 チーム・アヴェル

305

1100350 加納 篤

ｶﾉｳ ｱﾂｼ

栃木県 ブラウ・ブリッツェン

306

1400574 森川 嘉洋

ﾓﾘｶﾜ ﾖｼﾋﾛ

奈良県 BC.ANELLO

307

1100702 三次 匠

ﾐﾖｼ ﾀｸﾐ

広島県 ボンシャンス

308

0900362 小島 泰一

ｺｼﾞﾏ ﾔｽｶｽﾞ

愛知県 RITCHEY BREZZAカミハギRT

309

1300179 風間 博之

ｶｻﾞﾏ ﾋﾛﾕｷ

神奈川 サイクルフリーダムレーシング

310

1101679 佐野 千尋

ｻﾉ ﾁﾋﾛ

北海道 サイクルフリーダムレーシング

311

1300024 佐藤 秀和

ｻﾄｳ ﾋﾃﾞｶｽﾞ

埼玉県 サイクルフリーダムレーシング

312

1001638 米田 彰

ﾖﾈﾀﾞ ｱｷﾗ

大阪府 コラッジョ カワニシ サイクリング チーム

313

1400053 科野 大蔵

ｼﾅﾉ ﾀﾞｲｿﾞｳ

大阪府 コラッジョ カワニシ サイクリング チーム

314

0100175 大橋 穂高

ｵｵﾊｼ ﾎﾀｶ

愛知県 ユーロード レーシング

315

1000714 佐々木 暖

ｻｻｷ ﾀﾞﾝ

奈良県 EURO-WORKS Racing

316

9900113 高橋 利明

ﾀｶﾊｼ ﾄｼｱｷ

茨城県 GROWING Racing Team

317

0800118 岸本 侑大

ｷｼﾓﾄ ﾕｷﾋﾛ

茨城県 GROWING Racing Team

318

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

319

1400184 大塚 啓示

ｵｵﾂｶ ｹｲｼﾞ

栃木県 Honda 栃木 JET

320

0900227 鮎澤 誠治

ｱｲｻﾞﾜ ｾｲｼﾞ

長野県 快レーシング

321

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

322

1400365 國井 豊晃

ｸﾆｲ ﾄﾖｱｷ

岐阜県 KOGMA Racing

323

0400076 中井 光博

ﾅｶｲ ﾐﾂﾋﾛ

岐阜県 ラヴニールあづみの

324

1000471 大島 理彦

ｵｵｼﾏ ﾐﾁﾋｺ

長野県 ラヴニールあづみの

325

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

326

1301544 河合 宏樹

ｶﾜｲ ﾋﾛｷ

千葉県 オッティモ

327

0901037 高橋 義博

ﾀｶﾊｼ ﾖｼﾋﾛ

東京都 LinkTOHOKU

328

1201920 中嶋 安階

ﾅｶｼﾞﾏ ﾔｽﾀｶ

京都府 イナーメ信濃山形-EFT

329

9701178 筧 五郎

ｶｹｲ ｺﾞﾛｳ

愛知県 イナーメ信濃山形-EFT

330

1300766 茂越 龍哉

ﾓｺﾞｴ ﾀﾂﾔ

兵庫県 モジュマ エリアゼロナナゴ

331

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

332

1001917 小林 孝臣

ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶｵﾐ

和歌山 町じて和歌山MKD

333

0700471 中山 勝晴

ﾅｶﾔﾏ ﾏｻﾊﾙ

東京都 HIRAKO.mode

334

0900457 近藤 正紀

ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾉﾘ

東京都 なるしまフレンド

335

1100547 坂大 恵太

ﾊﾞﾝﾀﾞｲ ｹｲﾀ

東京都 チーム オーベスト

336

9800654 丸山 泰志

ﾏﾙﾔﾏ ﾔｽﾕｷ

愛知県 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ

337

1101768 中村 俊介

ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ

愛知県 ＳＥＫＩＹＡ

338

1101515 平田 匡史

ﾋﾗﾀ ﾏｻｼ

大阪府 クラブシルベスト

339

1100274 藤田 耕志

ﾌｼﾞﾀ ﾀｶｼ

兵庫県 クラブシルベスト

340

0900156 浅野 真則

ｱｻﾉ ﾏｻﾉﾘ

三重県 クラブシルベスト

341

1001438 李 宗雨

ﾘ ｿｳｳ

滋賀県 クラブシルベスト

342

0600048 奥野 浩和

ｵｸﾉ ﾋﾛｶｽﾞ

大阪府 クラブシルベスト

343

9800604 渥美 守弘

ｱﾂﾐ ﾓﾘﾋﾛ

静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

344

1200023 山下 雅典

ﾔﾏｼﾀ ﾏｻﾉﾘ

静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

345

1301588 大杉 直敬

ｵｵｽｷﾞ ﾅｵﾀｶ

静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

346

0701230 岡本 康太郎

ｵｶﾓﾄ ｺｳﾀﾛｳ

和歌山 TEAM SANREMO

347

1400758 公文 拓真

ｸﾓﾝ ﾀｸﾏ

高知県 徳島サイクルレーシング

348

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

349

1200084 宮舘 栄三郎

ﾐﾔﾀﾞﾃ ｴｲｻﾌﾞﾛｳ

神奈川 竹芝サイクルレーシング

350

1201807 中村 彰伸

ﾅｶﾑﾗ ｱｷﾉﾌﾞ

愛知県 Cannonball.jp

351

1300400 星野 将宏

ﾎｼﾉ ﾏｻﾋﾛ

愛知県 Ｙ’ｓ Ｒｏａｄ

352

1400283 横田 慧一

ﾖｺﾀ ｹｲｲﾁ

大阪府 Ｙ’ｓ Ｒｏａｄ

353

1401602 利田 卓也

ｶｶﾞﾀ ﾀｸﾔ

大阪府 Ｙ’ｓ Ｒｏａｄ
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354

1300630 川崎 卓治

ｶﾜｻｷ ﾀｸｼﾞ

岡山県 ﾁｰﾑ 岡山

355

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

356

0800223 米内 蒼馬

ﾖﾅｲ ｿｳﾏ

東京都 TOKYO VENTOS

357

1001679 早川 祐司

ﾊﾔｶﾜ ﾕｳｼﾞ

栃木県 TOKYO VENTOS

358

1200842 平野 真一

ﾋﾗﾉ ｼﾝｲﾁ

和歌山 TOKYO VENTOS

359

1200140 海保 洋平

ｶｲﾎ ﾖｳﾍｲ

千葉県 AQULS内房レーシング

360

0801451 根本 侑

ﾈﾓﾄ ﾕｳ

千葉県 AQULS内房レーシング

361

1000423 佐藤 信哉

ｻﾄｳ ｼﾝﾔ

福岡県 VC Fukuoka

362

1100969 黒澤 虎南

ｸﾛｻﾜ ｺﾅﾝ

福岡県 VC Fukuoka

363

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

364

1100374 後藤 孝太郎

ｺﾞﾄｳ ｺｳﾀﾛｳ

福岡県 八ヶ岳 CYCLING CLUB

365

1100087 田中 信行

ﾀﾅｶ ﾉﾌﾞﾕｷ

奈良県 ZIPPY CYCLE CLUB

366

0600094 溝原 誠

ﾐｿﾞﾊﾗ ﾏｺﾄ

岡山県 ﾁｰﾑ 岡山
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第6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】 91名
No.
選手ID
選手名

2015.04.06
ｶﾅ

地域

ﾁｰﾑ名

401

1000278 大野 直樹

ｵｵﾉ ﾅｵｷ

愛知県 DESTRA

402

0901762 佐藤 照吾

ｻﾄｳ ｼｮｳｺﾞ

埼玉県 ＡＲＡＩＭＵＲＡＣＡ

403

0000355 続木 健二

ﾂﾂﾞｷ ｹﾝｼﾞ

奈良県 アラヤレーシング

404

0501658 河野 光正

ｶﾜﾉ ﾐﾂﾏｻ

大阪府 チーム・アヴェル

405

1300248 加藤 恭

ｶﾄｳ ﾀｶｼ

大阪府 チーム・アヴェル

406

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

407

1400266 川嶋 優歩

ｶﾜｼﾏ ﾕｳﾎ

栃木県 ブラウ・ブリッツェン

408

0400052 前川 元

ﾏｴｶﾜ ﾊｼﾞﾑ

兵庫県 BC.ANELLO

409

1000933 金久保 諒三

ｶﾅｸﾎﾞ ﾘｮｳｿﾞｳ

東京都 サイクルフリーダムレーシング

410

1201718 金子 陽一

ｶﾈｺ ﾖｳｲﾁ

大阪府 CLOUD 9ers

411

0300357 一色 寛之

ｲｯｼｷ ﾋﾛﾕｷ

京都府 CIERVO NARA ELITE

412

1101658 篠原 直貴

ｼﾉﾊﾗ ﾅｵｷ

岐阜県 Ｔｅａｍ-ＤＡＤＤＹ

413

1200918 薗田 将人

ｿﾉﾀﾞ ﾏｻﾄ

愛媛県 チーム大永山

414

1200845 秋田 和彦

ｱｷﾀ ｶｽﾞﾋｺ

愛知県 DENSO RACING

415

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

416

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

417

1201505 国分 択磨

ｺｸﾌﾞﾝ ﾀｸﾏ

宮城県 エルドラード・エスペランサ

418

1400913 萩原 啓

ﾊｷﾞﾊﾗ ｻﾄｼ

愛知県 エルドラード・エスペランサ

419

1100076 角田 光隆

ｽﾐﾀﾞ ﾐﾂﾀｶ

奈良県 EURO-WORKS Racing

420

9800367 吉川 勝

ﾖｼｶﾜ ﾏｻﾙ

茨城県 フィッツ

421

1000195 川上 晃史

ｶﾜｶﾐ ｺｳｼﾞ

愛知県 ｸﾗﾌﾞGiro

422

1300439 森 拓司

ﾓﾘ ﾀｸｼﾞ

愛知県 ｸﾗﾌﾞGiro

423

0800413 御澤 栄輔

ﾐｻﾜ ｴｲｽｹ

愛知県 ｸﾗﾌﾞGiro

424

9701965 山田 哲志

ﾔﾏﾀﾞ ｻﾄｼ

大阪府 本町クラブ

425

1400188 伊賀 将之

ｲｶﾞ ﾏｻﾕｷ

栃木県 Honda 栃木 JET

426

1201642 永野 洋史

ﾅｶﾞﾉ ﾋﾛｼ

栃木県 Honda 栃木 JET

427

1300355 小林 草太

ｺﾊﾞﾔｼ ｿｳﾀ

栃木県 じてんしゃの杜

428

1200346 若松 武史

ﾜｶﾏﾂ ﾀｹｼ

栃木県 じてんしゃの杜

429

9800375 國分 俊幸

ｺｸﾌﾞ ﾄｼﾕｷ

栃木県 じてんしゃの杜

430

1000198 竹内 鉄平

ﾀｹｳﾁ ﾃｯﾍﾟｲ

愛知県 快レーシング

431

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

432

1000006 田中 修一

ﾀﾅｶ ｼｭｳｲﾁ

兵庫県 Lumiere KOBE

433

1401724 岩立 剛

ｲﾜﾀﾃ ﾂﾖｼ

千葉県 オッティモ

434

0700166 古野 修

ﾌﾙﾉ ｵｻﾑ

京都府 TEAM☆ルパン・ttm

435

0800205 有吉 竜一

ｱﾘﾖｼ ﾘｮｳｲﾁ

京都府 TEAM☆ルパン・ttm

436

1301947 福岡 智之

ﾌｸｵｶ ﾄﾓﾕｷ

京都府 ＦＵＫＡＤＡまじりんぐ

437

0500522 丹下 真人

ﾀﾝｹﾞ ﾏｻﾄ

滋賀県 ＦＵＫＡＤＡまじりんぐ

438

1401575 中根 恭平

ﾅｶﾈ ｷｮｳﾍｲ

愛知県 Ｔｅａｍまるいちエヴァディオ

439

1401797 大東 泰弘

ﾀﾞｲﾄｳ ﾔｽﾋﾛ

愛知県 Ｔｅａｍまるいちエヴァディオ

440

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

441

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

442

1100404 香川 博

ｶｶﾞﾜ ﾋﾛｼ

長野県 イナーメ信濃山形-EFT

443

1400051 佐藤 耕司

ｻﾄｳ ｺｳｼﾞ

奈良県 イナーメ信濃山形-EFT

444

0801858 永安 浩介

ﾅｶﾞﾔｽ ｺｳｽｹ

岡山県 masahikomifune.com CyclingTeam

445

0501520 遠藤 崇典

ｴﾝﾄﾞｳ ﾀｶﾉﾘ

東京都 MUUR zero Velofutur

446

1000013 吉村 裕

ﾖｼﾑﾗ ﾕﾀｶ

兵庫県 Nasu Fan Club

447

0300140 佐藤 善大

ｻﾄｳ ﾖｼﾋﾛ

愛知県 SAUCE DEVELOPMENT

448

1200177 内藤 研太郎

ﾅｲﾄｳ ｹﾝﾀﾛｳ

東京都 なるしまフレンド

449

0801526 菊池 透

ｷｸﾁ ﾄｵﾙ

神奈川 なるしまフレンド

450

0600114 中原 将宏

ﾅｶﾊﾗ ﾏｻﾋﾛ

兵庫県 なるしまフレンド

451

0800402 平松 幸紘

ﾋﾗﾏﾂ ﾕｷﾋﾛ

愛媛県 日本食研実業団トライアスロン部

452

1100640 高野 翔太

ﾀｶﾉ ｼｮｳﾀ

大阪府 大阪府立大学

453

1100069 居鶴 悠史

ｲﾂﾞﾙ ﾕｳｼﾞ

神奈川 Racing CUBE
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454

0600077 細渓 拓男

ﾎｿﾀﾆ ﾀｸｵ

京都府 SalataBiancaKobe

455

0900173 奥田 仁夢

ｵｸﾀﾞ ｼﾞﾝﾑ

京都府 SalataBiancaKobe

456

0900445 中川 雄介

ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳｽｹ

京都府 SalataBiancaKobe

457

0400358 鈴木 大忠

ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾀﾀﾞ

群馬県 ＳＵＢＡＲＵ ＲＴ

458

1200048 右原 健寛

ｳﾊﾗ ﾀｹﾋﾛ

静岡県 Squadra di LAVORANTE

459

1010009 服部 和道

ﾊｯﾄﾘ ｶｽﾞﾐﾁ

静岡県 Squadra di LAVORANTE

460

1400072 大倉 重良

ｵｵｸﾗ ｼｹﾞｶｽﾞ

大阪府 クラブシルベスト

461

1301620 浜田 健志

ﾊﾏﾀﾞ ｹﾝｼﾞ

大阪府 クラブシルベスト

462

1200390 石井 智

ｲｼｲ ﾄﾓ

兵庫県 クラブシルベスト

463

1200391 村瀬 達也

ﾑﾗｾ ﾀﾂﾔ

大阪府 クラブシルベスト

464

1200324 細川 富仙

ﾎｿｶﾜ ﾖｼﾉﾘ

兵庫県 soleil de lest

465

1300016 藤井 一厳

ﾌｼﾞｲ ﾉﾌﾞﾋﾛ

静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

466

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

467

0800675 紺野 衛

ｺﾝﾉ ﾏﾓﾙ

北海道 Team ARI

468

0601701 増山 覚

ﾏｽﾔﾏ ｻﾄﾙ

京都府 TEAM AMUSE

469

1000113 藤井 建行

ﾌｼﾞｲ ﾀｹﾕｷ

岡山県 チームCB+

470

1200148 山田 哲彦

ﾔﾏﾀﾞ ｱｷﾋｺ

千葉県 TEAM GIRO 360

471

0400143 梅林 康典

ｳﾒﾊﾞﾔｼ ﾔｽﾉﾘ

愛知県 Ｙ’ｓ Ｒｏａｄ

472

1101602 若林 貴広

ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾀｶﾋﾛ

東京都 Ｙ’ｓ Ｒｏａｄ

473

0000251 佐々木 健

ｻｻｷ ﾀｹｼ

愛知県 天狗党

475

9702244 杉野 和宏

ｽｷﾞﾉ ｶｽﾞﾋﾛ

岡山県 ﾁｰﾑ 岡山

476

1100103 藤井 伸昌

ﾌｼﾞｲ ﾉﾌﾞﾏｻ

岡山県 ﾁｰﾑ 岡山

477

1201661 梶谷 明直

ｶｼﾞﾀﾆ ｱｷﾅｵ

岡山県 ﾁｰﾑ 岡山

478

1300541 村田 哲寛

ﾑﾗﾀ ﾃﾂﾋﾛ

石川県 トンデモクラブ ＣＳＫＡＧＡ

479

0800405 山下 和義

ﾔﾏｼﾀ ｶｽﾞﾖｼ

兵庫県 ＴＥＡＭ ＰＯＬＰＯ

480

1400047 菅谷 修

ｽｶﾞﾔ ｵｻﾑ

東京都 Team Speed

481

0700204 大原 勇生

ｵｵﾊﾗ ﾕｳｷ

大阪府 チーム スクアドラ

482

1301731 中村 暁雄

ﾅｶﾑﾗ ｱｷｵ

鳥取県 チーム鳥取

483

1200673 坂東 克浩

ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ｶﾂﾋﾛ

徳島県 UNIVERS

484

1100556 近藤 光明

ｺﾝﾄﾞｳ ﾃﾙｱｷ

徳島県 UNIVERS

485

1400870 福永 達也

ﾌｸﾅｶﾞ ﾀﾂﾔ

福岡県 VC Fukuoka

486

0600427 太田 匡彦

ｵｵﾀ ﾏｻﾋｺ

東京都 VENGA ODAKA EMSALMADRA

487

9900454 片岡 良友

ｶﾀｵｶ ﾖｼﾄﾓ

広島県 Verdad

488

0500817 柚木 政範

ﾕｳﾉｷ ﾏｻﾉﾘ

三重県

489

1000362 村井 忠

ﾑﾗｲ ﾏｺﾄ

奈良県 ZAS Racing

490

1300125 石井 晋也

ｲｼｲ ｼﾝﾔ

奈良県 ZIPPY CYCLE CLUB

491

0700279 松村 晃秀

ﾏﾂﾑﾗ ｱｷﾋﾃﾞ

静岡県 CLUB viento

492

1200488 藤田 真也

ﾌｼﾞﾀ ﾏｻﾔ

神奈川 TOKYO VENTOS
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チーム スポルテック

第6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】 150名
No.
選手ID
選手名
ｶﾅ

2015.04.06
地域

ﾁｰﾑ名

501

1402367 鈴木 達朗

ｽｽﾞｷ ﾀﾂﾛｳ

東京都 ACQUA TAMA

502

1400663 西尾 隼

ﾆｼｵ ｼｭﾝ

愛知県 DESTRA

503

JBART01 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

504

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

505

1300159 村田 幸希

ﾑﾗﾀ ｺｳｷ

神奈川 アーティファクトレーシングチーム

506

JBART06 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

507

JBART05 本藤 俊介

ﾎﾝﾄﾞｳ ｼｭﾝｽｹ

東京都 アーティファクトレーシングチーム

508

JBART04 福田 和晃

ﾌｸﾀﾞ ｶｽﾞｱｷ

神奈川 アーティファクトレーシングチーム

509

JBART03 高橋 綱喜

ﾀｶﾊｼ ｺｳｷ

神奈川 アーティファクトレーシングチーム

510

JBAVG03 西岡 俊慶

ﾆｼｵｶ ﾄｼﾉﾘ

和歌山 AVANT GARDE

511

JBAVG02 金川 佳樹

ｶﾅｶﾞﾜ ﾖｼｷ

和歌山 AVANT GARDE

512

JBAVL10 大神 武之

ｵｵｶﾞﾐ ﾀｹｼ

大阪府 チーム・アヴェル

513

1400577 瀧口 雄大

ﾀｷｸﾞﾁ ﾕｳﾀﾞｲ

大阪府 チーム・アヴェル

514

1400389 河合 航

ｶﾜｲ ﾜﾀﾙ

大阪府 チーム・アヴェル

515

1201592 阿部 航大

ｱﾍﾞ ｺｳﾀﾞｲ

栃木県 ブラウ・ブリッツェン

516

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

517

JBBBL01 上野 祐樹

ｳｴﾉ ﾕｳｷ

栃木県 ブラウ・ブリッツェン

518

0501058 下林 伸行

ｼﾓﾊﾞﾔｼ ﾉﾌﾞﾕｷ

兵庫県 BC.ANELLO

519

1301542 奥田 恭介

ｵｸﾀﾞ ｷｮｳｽｹ

富山県 ＢＲＩＤＬＥＲ JD共済 OZ

520

JBBRI02 松田 勝浩

ﾏﾂﾀﾞ ｶﾂﾋﾛ

富山県 ＢＲＩＤＬＥＲ JD共済 OZ

521

JBBRI04 中村 圭祐

ﾅｶﾑﾗ ｹｲｽｹ

愛知県 ＢＲＩＤＬＥＲ JD共済 OZ

522

1300447 小木曽 光久

ｵｷﾞｿ ﾐﾂﾋｻ

愛知県 RITCHEY BREZZAカミハギRT

523

1300517 舟橋 伸宏

ﾌﾅﾊｼ ﾉﾌﾞﾋﾛ

愛知県 RITCHEY BREZZAカミハギRT

524

JBBRZ03 金田 隆司

ｶﾈﾀﾞ ﾀｶｼ

愛知県 RITCHEY BREZZAカミハギRT

525

1300227 石丸 昌則

ｲｼﾏﾙ ﾏｻﾉﾘ

千葉県 サイクルフリーダムレーシング

526

0901133 中島 啓

ﾅｶｼﾞﾏ ﾋﾛﾑ

東京都 サイクルフリーダムレーシング

527

JBCFR05 家崎 隆

ｲｴｻﾞｷ ﾀｶｼ

千葉県 サイクルフリーダムレーシング

528

JBCFR03 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

529

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

530

JBCLD01 広瀬 竜太

ﾋﾛｾ ﾘｭｳﾀ

京都府 CLOUD 9ers

531

1301381 原 健輔

ﾊﾗ ｹﾝｽｹ

岐阜県 Ｔｅａｍ-ＤＡＤＤＹ

532

1401926 山内 渓太

ﾔﾏｳﾁ ｹｲﾀ

岐阜県 Ｔｅａｍ-ＤＡＤＤＹ

533

JBDAD02 稲川 槙志

ｲﾅｶﾞﾜ ﾏｷｼ

岐阜県 Ｔｅａｍ-ＤＡＤＤＹ

534

1401676 新出 真大

ﾆｲﾃﾞ ﾏｻﾋﾛ

北海道 TEAM SKYROCKETS

535

1100633 西村 幸大

ﾆｼﾑﾗ ｺｳﾀﾞｲ

愛知県 DENSO RACING

536

1300599 馬淵 誠也

ｳﾏﾌﾞﾁ ｾｲﾔ

愛知県 DENSO RACING

537

1402110 近藤

ｺﾝﾄﾞｳ ﾅｵﾔ

愛知県 DENSO RACING

538

JBDNR03 向田 慎二

ﾑｺﾀ ｼﾝｼﾞ

愛知県 DENSO RACING

539

1200693 宮木 寛之

ﾐﾔｷ ﾋﾛﾕｷ

愛知県 DENSO RACING

540

1402116 木村 豊

ｷﾑﾗ ﾕﾀｶ

宮城県 エルドラード・エスペランサ

541

1400662 稲葉 智栄

ｲﾅﾊﾞ ﾄﾓｴ

愛知県 ユーロード レーシング

542

1300591 島井 俊治

ｼﾏｲ ﾄｼﾊﾙ

奈良県 EURO-WORKS Racing

543

JBFIT02

ｸﾆｻﾀﾞ ﾋﾛﾐﾂ

544

JBFSA02 安原 功

ﾔｽﾊﾗ ｲｻｵ

岡山県 ＦＲＥＥＳＰＥＥＤ

545

1300500 今井 理夫

ｲﾏｲ ﾏｻｵ

福井県 ＦＲＥＥＳＰＥＥＤ

546

JBGIR01 今井 智司

ｲﾏｲ ｻﾄｼ

愛知県 ｸﾗﾌﾞGiro

547

1400765 小島 仁

ｺｼﾞﾏ ﾋﾄｼ

愛知県 ｸﾗﾌﾞGiro

548

1400766 木下 俊男

ｷﾉｼﾀ ﾄｼｵ

愛知県 ｸﾗﾌﾞGiro

549

0800412 茂木 正博

ﾓﾃｷ ﾏｻﾋﾛ

愛知県 ｸﾗﾌﾞGiro

550

9702810 高梨 真幸人

ﾀｶﾅｼ ﾏｺﾄ

茨城県 GROWING Racing Team

551

1402287 井上 陽二郎

ｲﾉｳｴ ﾖｳｼﾞﾛｳ

東京都 GYOTOKU TEAM OF RACING

552

0200145 塩野谷 聡

ｼｵﾉﾔ ｱｷﾗ

東京都 日野自動車レーシングチーム

553

1402170 藤田 拓也

ﾌｼﾞﾀ ﾀｸﾔ

埼玉県 Honda 栃木 JET

尚弥

國定 洋光

－
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Ｔｅａｍ ＦＩＴＴＥ

554

1301547 藤田 新二

ﾌｼﾞﾀ ｼﾝｼﾞ

愛知県 インパルス

555

JBINP01 塩澤 魁

ｼｵｻﾞﾜ ｶｲ

愛知県 インパルス

556

1401560 和田 一輝

ﾜﾀﾞ ｶｽﾞｷ

愛知県 侵略！！！

557

1300501 松村 勇一

ﾏﾂﾑﾗ ﾕｳｲﾁ

福井県 ISnet fukui cycling team

558

1100495 川島 寿一

ｶﾜｼﾏ ﾋｻｶｽﾞ

福井県 ISnet fukui cycling team

559

9901191 林 宏憲

ﾊﾔｼ ﾋﾛﾉﾘ

福井県 ISnet fukui cycling team

560

1200651 新井 隆司

ｱﾗｲ ﾀｶｼ

長野県 快レーシング

561

1101518 西沢 武志

ﾆｼｻﾞﾜ ﾀｹｼ

長野県 快レーシング

562

JBKEN01 山本 浩史

ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛｼ

広島県 チーム・ケンズ

563

1400362 加塩 弘一

ｶｼｵ ｺｳｲﾁ

岐阜県 KOGMA Racing

564

1300377 小林 直樹

ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵｷ

愛知県 KOGMA Racing

565

1100603 畑中 滋

ﾊﾀﾅｶ ｼｹﾞﾙ

三重県 KINAN AACA

566

JBKNN03 舩橋 優太

ﾌﾅﾊｼ ﾕｳﾀ

愛知県 KINAN AACA

567

JBLFR05 川辺 史朗

ｶﾜﾍﾞ ｼﾛｳ

兵庫県 Life Ride

568

1400772 宮田 琢視

ﾐﾔﾀ ﾀｸﾐ

滋賀県 ＦＵＫＡＤＡまじりんぐ

569

JBMAJ02 野々口 久雄

ﾉﾉｸﾞﾁ ﾋｻｵ

滋賀県 ＦＵＫＡＤＡまじりんぐ

570

1400350 佐藤 唯行

ｻﾄｳ ﾀﾀﾞﾕｷ

奈良県 Team まんま

571

JBMIS01 末冨 拓

ｽｴﾄﾐ ﾀｸ

静岡県 ミソノイレーシングチーム

572

1402023 佐々 秀治

ｻｻ ﾋﾃﾞﾊﾙ

千葉県 イナーメ信濃山形-EFT

573

1401970 杉本 悠飛

ｽｷﾞﾓﾄ ﾕｳﾋ

千葉県 イナーメ信濃山形-EFT

574

1300476 佐藤 圭一

ｻﾄｳ ｹｲｲﾁ

愛知県 イナーメ信濃山形-EFT

575

JBMIT08 銀山 耕一

ｷﾞﾝﾔﾏ ｺｳｲﾁ

長野県 イナーメ信濃山形-EFT

576

JBMJW01 辻 健人

ﾂｼﾞ ｹﾝﾄ

和歌山 町じて和歌山MKD

577

0800332 成田 裕

ﾅﾘﾀ ﾕﾀｶ

神奈川 HIRAKO.mode

578

JBMPR01 佐藤 昂太

ｻﾄｳ ｺｳﾀ

福島県 Mile Post Racing

579

1400785 山口 和範

ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｽﾞﾉﾘ

三重県 MAX SPEED 97 GOKISO

580

1300093 木村 崇

ｷﾑﾗ ﾀｶｼ

三重県 MAX SPEED 97 GOKISO

581

JBMSG01 富田 浩正

ﾄﾐﾀ ﾋﾛﾏｻ

三重県 MAX SPEED 97 GOKISO

582

0500199 山藤 健二

ﾔﾏﾌｼﾞ ｹﾝｼﾞ

大阪府 MUUR zero Velofutur

583

9901626 渡邉 哲平

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾃｯﾍﾟｲ

京都府 ナカガワＡＳ・Ｋ’デザイン

584

0900193 杉田 篤彦

ｽｷﾞﾀ ｱﾂﾋｺ

大阪府 ナカガワＡＳ・Ｋ’デザイン

585

JBNFC04 小嶋 宏紀

ｺｼﾞﾏ ﾋﾛｷ

愛知県 SAUCE DEVELOPMENT

586

1400422 川島 雅孝

ｶﾜｼﾏ ﾏｻﾀｶ

東京都 なるしまフレンド

587

1400433 近藤 聡

ｺﾝﾄﾞｳ ｻﾄｼ

東京都 なるしまフレンド

588

1301378 村上 凌伍

ﾑﾗｶﾐ ﾘｮｳｺﾞ

北海道 なるしまフレンド

589

1400410 赤塚 宏

ｱｶﾂｶ ﾋﾛｼ

東京都 なるしまフレンド

590

JBNFE07 野田 宜孝

ﾉﾀﾞ ﾉﾘﾀｶ

東京都 なるしまフレンド

591

9900117 山田 隆宏

ﾔﾏﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ

北海道 NSR

592

1300483 石塚 祥吾

ｲｼﾂｶ ｼｮｳｺﾞ

愛媛県 日本食研実業団トライアスロン部

593

1400705 森野 裕太

ﾓﾘﾉ ﾕｳﾀ

山口県 ネクストリーム・うどん棒

594

1300903 土川 裕己

ﾂﾁｶﾜ ﾋﾛｷ

東京都 チーム オーベスト

595

1401566 北原 茂明

ｷﾀﾊﾗ ｼｹﾞｱｷ

東京都 チーム オーベスト

596

1201195 中岡 明

ﾅｶｵｶ ｱｷﾗ

京都府 PRESTO

597

0501587 田中 智己

ﾀﾅｶ ﾄﾓﾐ

東京都 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ

598

0300337 市橋 徹也

ｲﾁﾊｼ ﾃﾂﾔ

東京都 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ

599

JBRCT01 間所 智幸

ﾏﾄﾞｺﾛ ﾄﾓﾕｷ

滋賀県 Ring×2 Cycling Team

600

1401908 新松 弘祥

ｼﾝﾏﾂ ﾋﾛﾖｼ

愛知県 TeamRuedaNAGOYA

601

JBRNG05 井村 彰悟

ｲﾑﾗ ｼｮｳｺﾞ

愛知県 TeamRuedaNAGOYA

602

JBSAM03 佐藤 諒

ｻﾄｳ ﾘｮｳ

東京都 チーム サムライ・エリート

603

1101001 宇野 喬紋

ｳﾉ ﾀｶｱｷ

山形県 チーム サムライ・エリート

604

JBSAM05 宮津 旭

ﾐﾔﾂﾞ ｱｻﾋ

東京都 チーム サムライ・エリート

605

1401708 鈴木 寛基

ｽｽﾞｷ ﾋﾛｷ

山形県 チーム サムライ・エリート

606

1402284 須藤 克利

ｽﾄﾞｳ ｶﾂﾄｼ

千葉県 シクロクラブ

607

0901424 内山 邦一

ｳﾁﾔﾏ ｸﾆｶｽﾞ

埼玉県 SQUADRA CORSE cicli HIDE

608

1010008 北嶋 択郎

ｷﾀｼﾞﾏ ﾀｸﾛｳ

静岡県 Squadra di LAVORANTE

609

JBSDL01 佐々木 洸

ｻｻｷ ﾀｹｼ

静岡県 Squadra di LAVORANTE
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610

1400079 島田 英樹

ｼﾏﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ

大阪府 Ｓａｋａｔａｎｉ Ｒａｃｉｎｇ

611

JBSKT01 白川 隆太

ｼﾗｶﾜ ﾘｭｳﾀ

大阪府 Ｓａｋａｔａｎｉ Ｒａｃｉｎｇ

612

1300590 遠藤 誠幸

ｴﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾕｷ

大阪府 クラブシルベスト

613

JBSLB03 小松 聖義

ｺﾏﾂ ﾏｻﾖｼ

大阪府 クラブシルベスト

614

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

615

1201914 斉藤 和哉

ｻｲﾄｳ ｶｽﾞﾔ

京都府 チーム・シルクロード

616

1300085 榊原 俊介

ｻｶｷﾊﾞﾗ ｼｭﾝｽｹ

静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

617

1300015 藤田 康祐

ﾌｼﾞﾀ ｺｳｽｹ

静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

618

1400013 永坂 允

ﾅｶﾞｻｶ ﾏｺﾄ

静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

619

1300784 片山 星也

ｶﾀﾔﾏ ｾｲﾔ

静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

620

1300017 内山 紀寿

ｳﾁﾔﾏ ﾉﾘﾋｻ

静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

621

9802366 佐藤 巌太郎

ｻﾄｳ ｹﾞﾝﾀﾛｳ

京都府 TEAM AMUSE

622

JBTAS01 武中 研太

ﾀｹﾅｶ ｹﾝﾀ

大阪府 TEAM AMUSE

623

1300870 高野 康彦

ﾀｶﾉ ﾔｽﾋｺ

東京都 竹芝サイクルレーシング

624

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

625

1402069 窪田 墾

ｸﾎﾞﾀ ﾂﾄﾑ

愛知県 Ｙ’ｓ Ｒｏａｄ

626

1300053 若狭 大介

ﾜｶｻ ﾀﾞｲｽｹ

大阪府 Ｙ’ｓ Ｒｏａｄ

627

JBTMY08 星野 良明

ﾎｼﾉ ﾖｼｱｷ

愛知県 Ｙ’ｓ Ｒｏａｄ

628

JBTMY06 水野 裕也

ﾐｽﾞﾉ ﾕｳﾔ

愛知県 Ｙ’ｓ Ｒｏａｄ

629

JBTMY09 阪井 那由多

ｻｶｲ ﾅﾕﾀ

愛知県 Ｙ’ｓ Ｒｏａｄ

630

JBTMY04 木幡 海音

ｺﾊﾀ ｶｲﾈ

東京都 Ｙ’ｓ Ｒｏａｄ

631

1400851 杉本 憲郎

ｽｷﾞﾓﾄ ﾉﾘｵ

石川県 トンデモクラブ ＣＳＫＡＧＡ

632

0300682 樫尾 一知

ｶｼｵ ｲｯﾁ

兵庫県 ＴＥＡＭ ＰＯＬＰＯ

633

1200587 原 一樹

ﾊﾗ ｶｽﾞｷ

大阪府 Team Speed

634

1400543 重谷 陽一

ｵﾓﾀﾆ ﾖｳｲﾁ

兵庫県 チーム スクアドラ

635

JBTSR03 山本 淳史

ﾔﾏﾓﾄ ｱﾂｼ

大阪府 チーム スクアドラ

636

JBTSR05 増井 鵬朗

ﾏｽｲ ﾄﾓﾛｳ

大阪府 チーム スクアドラ

637

1400715 林原 真人

ﾊﾔｼﾊﾞﾗ ﾏｻﾄ

鳥取県 チーム鳥取

639

JBUKR01 高橋 叶平

ﾀｶﾊｼ ｷｮｳﾍｲ

東京都 Team UKYO Reve

640

JBUNI01 鈴木 豊大

ｽｽﾞｷ ﾄﾖﾋﾛ

徳島県 UNIVERS

641

JBURC01 岡本 直也

ｵｶﾓﾄ ﾅｵﾔ

千葉県 AQULS内房レーシング

642

JBVAX03 奈良 祥吾

ﾅﾗ ｼｮｳｺﾞ

埼玉県 VAX RACING

643

JBVCF02 村田 雄耶

ﾑﾗﾀ ﾕｳﾔ

福岡県 VC Fukuoka

644

JBWCU02 竹内 貴紀

ﾀｹｳﾁ ﾀｶﾉﾘ

千葉県 湾岸サイクリング・ユナイテッド

645

JBWCU10 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

646

1301407 山崎 昌宣

ﾔﾏｻﾞｷ ｱｷﾉﾘ

大阪府 C-WASP

647

1400737 高山 学

ﾀｶﾔﾏ ﾏﾅﾌﾞ

大阪府 C-WASP

648

JBWSP03 早川 智哉

ﾊﾔｶﾜ ﾄﾓﾔ

大阪府 C-WASP

649

1402214 藤田 隼也

ﾌｼﾞﾀ ｼｭﾝﾔ

大阪府 ZIPPY CYCLE CLUB

650

1400351 中 秀之

ﾅｶ ﾋﾃﾞﾕｷ

奈良県 ZIPPY CYCLE CLUB

651

JBZIP01

ﾃﾞｸﾞﾁ ｶﾂｱｷ

京都府 ZIPPY CYCLE CLUB

出口 勝彰
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第6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】 16名
No.
選手ID
選手名

2015.04.06
ｶﾅ

地域

ﾁｰﾑ名

701

1400019 栗林 ひろみ

ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾐ

富山県 バルバレーシングクラブ

702

0800453 上田 順子

ｳｴﾀﾞ ｼﾞｭﾝｺ

京都府 BC.ANELLO

703

1101621 大谷 梢

ｵｵﾀﾆ ｺｽﾞｴ

神奈川 SHONAN Bellmare

704

1101522 伊藤 杏菜

ｲﾄｳ ｱﾝﾅ

愛知県 Champion System Japan

705

1301359 棟近 陽子

ﾑﾈﾁｶ ﾖｳｺ

奈良県 BH ASTIFO

706

1400867 布袋田 沙織

ﾎﾃｲﾀﾞ ｻｵﾘ

東京都 BH ASTIFO

707

1402307 平田 千枝

ﾋﾗﾀ ﾁｴ

奈良県 奈良キタサイクル まほロバRC

708

0900483 金子 広美

ｶﾈｺ ﾋﾛﾐ

東京都 イナーメ信濃山形-EFT

709

0301574 平松 智子

ﾋﾗﾏﾂ ﾄﾓｺ

愛知県 MUUR zero Velofutur

710

0900279 崎本 智子

ｻｷﾓﾄ ﾄﾓｺ

愛媛県 ナカガワＡＳ・Ｋ’デザイン

711

0801083 菊池 香

ｷｸﾁ ｶｵﾘ

神奈川 なるしまフレンド

712

1301645 新屋 瑛里

ｼﾝﾔ ｴﾘ

東京都 Neilpryde - Nanshin Subaru Cycling

713

1000382 角尾 恵

ｽﾐｵ ﾒｸﾞﾐ

東京都 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ

714

JBTYC02 坂口 優子

ｻｶｸﾞﾁ ﾕｳｺ

神奈川 TEAM YOU CAN

715

JBWSP01 三枝 千春

ｻｴｸﾞｻ ﾁﾊﾙ

大阪府 C-WASP

716

1400045 高田 由貴

ﾀｶﾀﾞ ﾕｷ

大阪府 ZIPPY CYCLE CLUB
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