第12回 JBCF 乗鞍スカイラインサイクルヒルクライム
【クラスタ：E1 レースレーティング：Bh 】 41名
No. 選手ID
選手名

2015.07.07
ｶﾅ

地域

ﾁｰﾑ名

301

1200140 海保 洋平

ｶｲﾎ ﾖｳﾍｲ

千葉県 AQULS内房レーシング

302

9701178 筧 五郎

ｶｹｲ ｺﾞﾛｳ

愛知県 イナーメ信濃山形-EFT

303

0600048 奥野 浩和

ｵｸﾉ ﾋﾛｶｽﾞ

大阪府 クラブシルベスト

304

1101515 平田 匡史

ﾋﾗﾀ ﾏｻｼ

大阪府 クラブシルベスト

305

0900156 浅野 真則

ｱｻﾉ ﾏｻﾉﾘ

三重県 クラブシルベスト

306

0800118 岸本 侑大

ｷｼﾓﾄ ﾕｷﾋﾛ

茨城県 GROWING Racing Team

307

9900113 高橋 利明

ﾀｶﾊｼ ﾄｼｱｷ

茨城県 GROWING Racing Team

308

1400365 國井 豊晃

ｸﾆｲ ﾄﾖｱｷ

岐阜県 KOGMA Racing

309

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

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

1100087 田中 信行

ﾀﾅｶ ﾉﾌﾞﾕｷ

奈良県 ZIPPY CYCLE CLUB

313

9800604 渥美 守弘

ｱﾂﾐ ﾓﾘﾋﾛ

静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

314

1301588 大杉 直敬

ｵｵｽｷﾞ ﾅｵﾀｶ

静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

315

1100422 兼子 博昭

ｶﾈｺ ﾋﾛｱｷ

長野県 スワコレーシングチーム

316

1101768 中村 俊介

ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ

愛知県 ＳＥＫＩＹＡ

317

1300064 酒井 一真

ｻｶｲ ｶｽﾞﾏ

大阪府 チーム・アヴェル

318

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

319

1101885 鶴田 和弘

ﾂﾙﾀ ｶｽﾞﾋﾛ

神奈川 チーム大永山

320

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

321

0800223 米内 蒼馬

ﾖﾅｲ ｿｳﾏ

東京都 TOKYO VENTOS

322

1200842 平野 真一

ﾋﾗﾉ ｼﾝｲﾁ

和歌山 TOKYO VENTOS

323

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

324

1001247 大村 英哉

ｵｵﾑﾗ ﾌｻﾔ

熊本県 PURPLE MONKEY

325

1001076 村尾 政彦

ﾑﾗｵ ﾏｻﾋｺ

大阪府 BC.ANELLO

326

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

327

1000423 佐藤 信哉

ｻﾄｳ ｼﾝﾔ

福岡県 VC Fukuoka

328

JBVCF01 井上 亮

ｲﾉｳｴ ﾘｮｳ

京都府 VC Fukuoka

329

1400184 大塚 啓示

ｵｵﾂｶ ｹｲｼﾞ

栃木県 Honda 栃木 JET

330

1200193 野原 弘貴

ﾉﾊﾗ ﾋﾛｷ

岐阜県 名岐ベンド

331

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

332

1100556 近藤 光明

ｺﾝﾄﾞｳ ﾃﾙｱｷ

徳島県 UNIVERS

333

0400076 中井 光博

ﾅｶｲ ﾐﾂﾋﾛ

岐阜県 ラヴニールあづみの

334

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

335

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

336

0901037 高橋 義博

ﾀｶﾊｼ ﾖｼﾋﾛ

東京都 LinkTOHOKU

337

1201905 渡邊 友一

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓｶｽﾞ

神奈川 LinkTOHOKU

338

1401602 利田 卓也

ｶｶﾞﾀ ﾀｸﾔ

大阪府 Ｙ’ｓ Ｒｏａｄ

339

1400283 横田 慧一

ﾖｺﾀ ｹｲｲﾁ

大阪府 Ｙ’ｓ Ｒｏａｄ

340

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

434

1500654 市来 俊介

ｲﾁｷ ｼｭﾝｽｹ

福岡県 チーム ロンボクリアン
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第12回 JBCF 乗鞍スカイラインサイクルヒルクライム
【クラスタ：E2 レースレーティング：Ch 】 62名
No. 選手ID
選手名

2015.07.07
ｶﾅ

地域

ﾁｰﾑ名

401

1400051 佐藤 耕司

ｻﾄｳ ｺｳｼﾞ

奈良県 イナーメ信濃山形-EFT

402

1300559 柴田 直樹

ｼﾊﾞﾀ ﾅｵｷ

長野県 イナーメ信濃山形-EFT

403

1200650 内河 慎吾

ｳﾁｶﾜ ｼﾝｺﾞ

長野県 イナーメ信濃山形-EFT

404

0301731 金田 一

ｶﾈﾀﾞ ﾊｼﾞﾒ

茨城県 OYAMA STARPLEX

405

0700279 松村 晃秀

ﾏﾂﾑﾗ ｱｷﾋﾃﾞ

静岡県 CLUB viento

406

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

407

JBGCT02 田中 裕士

ﾀﾅｶ ﾕｳｼﾞ

神奈川 グランペールサイクリングチーム

408

1300052 桑江 淳太

ｸﾜｴ ｼﾞｭﾝﾀ

大阪府 Ｓａｋａｔａｎｉ Ｒａｃｉｎｇ

409

1000362 村井 忠

ﾑﾗｲ ﾏｺﾄ

奈良県 ZAS

410

0600077 細渓 拓男

ﾎｿﾀﾆ ﾀｸｵ

京都府 SalataBiancaKobe

411

0900445 中川 雄介

ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳｽｹ

京都府 SalataBiancaKobe

412

1200346 若松 武史

ﾜｶﾏﾂ ﾀｹｼ

栃木県 じてんしゃの杜

413

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

414

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

415

0800172 土屋 尚友

ﾂﾁﾔ ﾋｻﾄﾓ

埼玉県 SQUADRA CORSE cicli HIDE

416

1100049 佐々木 信幸

ｻｻｷ ﾉﾌﾞﾕｷ

静岡県 Squadra di LAVORANTE

417

1200048 右原 健寛

ｳﾊﾗ ﾀｹﾋﾛ

静岡県 Squadra di LAVORANTE

418

0400358 鈴木 大忠

ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾀﾀﾞ

群馬県 ＳＵＢＡＲＵ ＲＴ

419

0400882 加賀 龍治

ｶｶﾞ ﾘｭｳｼﾞ

広島県 ＳＵＢＡＲＵ ＲＴ

420

0700459 石川 貴英

ｲｼｶﾜ ﾀｶﾃﾙ

新潟県 ＳＥＫＩＹＡ

421

0300140 佐藤 善大

ｻﾄｳ ﾖｼﾋﾛ

愛知県 SAUCE DEVELOPMENT

422

1200324 細川 富仙

ﾎｿｶﾜ ﾖｼﾉﾘ

兵庫県 soleil de lest

423

0600912 竹内 正宏

ﾀｹｳﾁ ﾏｻﾋﾛ

神奈川 たかだフレンドレーシング

424

1400047 菅谷 修

ｽｶﾞﾔ ｵｻﾑ

東京都 Team Speed

425

1101658 篠原 直貴

ｼﾉﾊﾗ ﾅｵｷ

岐阜県 Ｔｅａｍ-ＤＡＤＤＹ

426

1300248 加藤 恭

ｶﾄｳ ﾀｶｼ

大阪府 チーム・アヴェル

427

9800364 田中 歩

ﾀﾅｶ ｱﾕﾑ

愛知県 チーム・アストロ

428

9702244 杉野 和宏

ｽｷﾞﾉ ｶｽﾞﾋﾛ

岡山県 ﾁｰﾑ 岡山

429

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

430

1200148 山田 哲彦

ﾔﾏﾀﾞ ｱｷﾋｺ

千葉県 TEAM GIRO 360

431

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

432

1300204 岩崎 弘幸

ｲﾜｻｷ ﾋﾛﾕｷ

富山県 チーム ローマン

433

1101703 板倉 理人

ｲﾀｸﾗ ﾏｻﾄ

富山県 チーム ローマン

435

1300588 岡村 英紀

ｵｶﾑﾗ ﾋﾃﾞﾉﾘ

三重県 TSU RACING

436

1000278 大野 直樹

ｵｵﾉ ﾅｵｷ

愛知県 DESTRA

437

0000251 佐々木 健

ｻｻｷ ﾀｹｼ

愛知県 天狗党

438

9801161 二戸 康寛

ﾆﾄ ﾔｽﾋﾛ

東京都 TOKYO VENTOS

439

1301464 中村 潤

ﾅｶﾑﾗ ｼﾞｭﾝ

広島県 docomo RT

440

1301663 石原 悠希

ｲｼﾊﾗ ﾕｳｷ

栃木県 栃木県立真岡工業高等学校自転車競技部

441

1300541 村田 哲寛

ﾑﾗﾀ ﾃﾂﾋﾛ

石川県 トンデモクラブ ＣＳＫＡＧＡ

442

1001480 本間 智樹

ﾎﾝﾏ ﾄﾓｷ

石川県 トンデモクラブ ＣＳＫＡＧＡ

443

0801526 菊池 透

ｷｸﾁ ﾄｵﾙ

神奈川 なるしまフレンド

444

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

445

0400052 前川 元

ﾏｴｶﾜ ﾊｼﾞﾑ

兵庫県 BC.ANELLO

446

0000110 中山 誠司

ﾅｶﾔﾏ ｻﾄｼ

東京都 日野自動車レーシングチーム

447

9800367 吉川 勝

ﾖｼｶﾜ ﾏｻﾙ

茨城県 フィッツ

448

9701535 星野 賢一

ﾎｼﾉ ｹﾝｲﾁ

愛知県 フィトンチッドＲＴ

449

0200278 馬場 隆広

ﾊﾞﾊﾞ ﾀｶﾋﾛ

岐阜県 フィトンチッドＲＴ

450

0500522 丹下 真人

ﾀﾝｹﾞ ﾏｻﾄ

滋賀県 ＦＵＫＡＤＡまじりんぐ

451

9701318 國吉 正紀

ｸﾆﾖｼ ﾏｻﾉﾘ

石川県 ＢＲＩＤＬＥＲ JD共済 OZ

452

JBBBL01 上野 祐樹

ｳｴﾉ ﾕｳｷ

栃木県 ブラウ・ブリッツェン

453

1200649 野口 岳志

ﾉｸﾞﾁ ﾀｹｼ

長野県 VeloClub MinamiShinshu
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Racing

454

0801858 永安 浩介

ﾅｶﾞﾔｽ ｺｳｽｹ

岡山県 masahikomifune.com CyclingTeam

455

1200158 佐藤 光

ｻﾄｳ ﾋｶﾙ

三重県 MAX SPEED 97 GOKISO

456

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

457

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

458

0501520 遠藤 崇典

ｴﾝﾄﾞｳ ﾀｶﾉﾘ

東京都 MUUR zero Velofutur

459

1100076 角田 光隆

ｽﾐﾀﾞ ﾐﾂﾀｶ

奈良県 EURO-WORKS Racing

460

JBLFR06 板子 佑士

ｲﾀｺ ﾕｳｼﾞ

兵庫県 Life Ride

461

0210418 茂木 一輝

ｼｹﾞｷ ｶｽﾞﾃﾙ

長野県 ラヴニールあづみの

462

1001585 大嶋 研太郎

ｵｵｼﾏ ｹﾝﾀﾛｳ

栃木県 ﾘﾍﾞﾙﾀｽTOCHIGI BICYCLE CLUB

ｵｸﾞﾁ ﾋｻｼ

東京都 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ

463 1000391

小口 尚思
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第12回 JBCF 乗鞍スカイラインサイクルヒルクライム
【クラスタ：E3 レースレーティング：Dh 】 86名
No. 選手ID
選手名

2015.07.07
ｶﾅ

地域

ﾁｰﾑ名

501

JBURC01 岡本 直也

ｵｶﾓﾄ ﾅｵﾔ

千葉県 AQULS内房レーシング

502

JBAVG04 鳥飼 健太郎

ﾄﾘｶｲ ｹﾝﾀﾛｳ

和歌山 AVANT GARDE

503

1402023 佐々 秀治

ｻｻ ﾋﾃﾞﾊﾙ

千葉県 イナーメ信濃山形-EFT

504

0700188 小峯 充生

ｺﾐﾈ ﾐﾂｷ

長野県 イナーメ信濃山形-EFT

505

9900701 石井 雅史

ｲｼｲ ﾏｻｼ

神奈川 イナーメ信濃山形-EFT

506

1301547 藤田 新二

ﾌｼﾞﾀ ｼﾝｼﾞ

愛知県 インパルス

507

1500615 船橋 優太

ﾌﾅﾊｼ ﾕｳﾀ

愛知県 KINAN AACA

508

1500651 ヒルド 玲音

ﾋﾙﾄﾞ ﾚｵﾝ

奈良県 CLOUD 9ers

509

JBSLB03 小松 聖義

ｺﾏﾂ ﾏｻﾖｼ

大阪府 クラブシルベスト

510

0600010 林 雅和

ﾊﾔｼ ﾏｻｶｽﾞ

大阪府 クラブシルベスト

511

JBGCT01 今井 恭平

ｲﾏｲ ｷｮｳﾍｲ

長野県 グランペールサイクリングチーム

512

9702810 高梨 真幸人

ﾀｶﾅｼ ﾏｺﾄ

茨城県 GROWING Racing Team

513

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

514

1300377 小林 直樹

ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵｷ

愛知県 KOGMA Racing

515

1400362 加塩 弘一

ｶｼｵ ｺｳｲﾁ

岐阜県 KOGMA Racing

516

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

517

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

518

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

519

1400079 島田 英樹

ｼﾏﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ

大阪府 Ｓａｋａｔａｎｉ Ｒａｃｉｎｇ

520

1301407 山崎 昌宣

ﾔﾏｻﾞｷ ｱｷﾉﾘ

大阪府 C-WASP

521

JBWSP03 早川 智哉

ﾊﾔｶﾜ ﾄﾓﾔ

大阪府 C-WASP

522

1402284 須藤 克利

ｽﾄﾞｳ ｶﾂﾄｼ

千葉県 シクロクラブ

523

1402214 藤田 隼也

ﾌｼﾞﾀ ｼｭﾝﾔ

大阪府 ZIPPY CYCLE CLUB

524

1400351 中 秀之

ﾅｶ ﾋﾃﾞﾕｷ

奈良県 ZIPPY CYCLE CLUB

525

JBSDL01 佐々木 洸

ｻｻｷ ﾀｹｼ

静岡県 Squadra di LAVORANTE

526

JBSDL02 尾鷲 猛

ｵﾜｼ ﾀｹｼ

静岡県 Squadra di LAVORANTE

527

1300295 小林 成輔

ｺﾊﾞﾔｼ ｾｲｽｹ

東京都 ＳＵＢＡＲＵ ＲＴ

528

JBSBR01 田邊 純也

ﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｭﾝﾔ

群馬県 ＳＵＢＡＲＵ ＲＴ

529

1101772 鈴木 直人

ｽｽﾞｷ ﾅｵﾄ

東京都 ＳＵＢＡＲＵ ＲＴ

530

1400013 永坂 允

ﾅｶﾞｻｶ ﾏｺﾄ

静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

531

1000473 村山 優弥

ﾑﾗﾔﾏ ﾕｳﾔ

長野県 スワコレーシングチーム

532

JBNFC02 森本 玄達

ﾓﾘﾓﾄ ﾋﾛﾐﾁ

岡山県 SAUCE DEVELOPMENT

533

JBDAD02 稲川 槙志

ｲﾅｶﾞﾜ ﾏｷｼ

岐阜県 Ｔｅａｍ-ＤＡＤＤＹ

534

1400389 河合 航

ｶﾜｲ ﾜﾀﾙ

大阪府 チーム・アヴェル

535

1500509 柳澤 朋弘

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾄﾓﾋﾛ

宮城県 チーム オーベスト

536

1500508 柳澤 創

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｿｳ

宮城県 チーム オーベスト

537

0300756 岸本 勇気

ｷｼﾓﾄ ﾕｳｷ

岡山県 ﾁｰﾑ 岡山

538

JBKEN01 山本 浩史

ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛｼ

広島県 チーム・ケンズ

539

9701192 澤田 雄一

ｻﾜﾀﾞ ﾕｳｲﾁ

長野県 チームサイクルマインド

540

1500198 國定 洋光

ｸﾆｻﾀﾞ ﾋﾛﾐﾂ

東京都 Ｔｅａｍ ＦＩＴＴＥ

541

1300140 北村 友

ｷﾀﾑﾗ ﾄﾓ

奈良県 Team まんま

542

0700326 小林 孝幸

ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶﾕｷ

神奈川 チームリマサンズ

543

0000156 深尾 淳

ﾌｶｵ ｼﾞｭﾝ

東京都 チームリマサンズ

544

JBRMN01 竹田 欣五

ﾀｹﾀﾞ ｷﾝｺﾞ

富山県 チーム ローマン

545

1501433 石松 孝太郎

ｲｼﾏﾂ ｺｳﾀﾛｳ

福岡県 チーム ロンボクリアン

546

1500656 山浦 俊介

ﾔﾏｳﾗ ｼｭﾝｽｹ

福岡県 チーム ロンボクリアン

547

1500653 友池 諒

ﾄﾓｲｹ ﾘｮｳ

福岡県 チーム ロンボクリアン

548

1400663 西尾 隼

ﾆｼｵ ｼｭﾝ

愛知県 DESTRA

549

1300441 倉田 裕之

ｸﾗﾀ ﾋﾛﾕｷ

愛知県 DESTRA

550

1402110 近藤

ｺﾝﾄﾞｳ ﾅｵﾔ

愛知県 DENSO RACING

551

JBDNR02 岩間 祐治

ｲﾜﾏ ﾕｳｼﾞ

愛知県 DENSO RACING

552

JBDNR01 髙木 宏之

ﾀｶｷﾞ ﾋﾛﾕｷ

愛知県 DENSO RACING

尚弥
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553

1400850 室 慎也

ﾑﾛ ｼﾝﾔ

石川県 トンデモクラブ ＣＳＫＡＧＡ

554

1500314 倉田 淳

ｸﾗﾀ ｱﾂｼ

奈良県 奈良キタサイクル まほロバRC

555

1301542 奥田 恭介

ｵｸﾀﾞ ｷｮｳｽｹ

富山県 ＢＲＩＤＬＥＲ JD共済 OZ

556

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

557

1201195 中岡 明

ﾅｶｵｶ ｱｷﾗ

京都府 PRESTO

558

1201917 西村 裕司

ﾆｼﾑﾗ ﾋﾛｼ

京都府 PRESTO

559

JBMXS02 Weddell Gregory

ｳｪｯﾃﾞﾙ ｸﾞﾚｯｸﾞ

東京都 マキシモ・シグマ

560

1400044 小寺 啓介

ｺﾃﾗ ｹｲｽｹ

大阪府 masahikomifune.com CyclingTeam

561

1400785 山口 和範

ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｽﾞﾉﾘ

三重県 MAX SPEED 97 GOKISO

562

1300093 木村 崇

ｷﾑﾗ ﾀｶｼ

三重県 MAX SPEED 97 GOKISO

563

1501140 星 育実

ﾎｼ ｲｸﾐ

三重県 MAX SPEED 97 GOKISO

564

JBMSG02 服部 和馬

ﾊｯﾄﾘ ｶｽﾞﾏ

三重県 MAX SPEED 97 GOKISO

565

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

566

0500199 山藤 健二

ﾔﾏﾌｼﾞ ｹﾝｼﾞ

大阪府 MUUR zero Velofutur

567

1001303 笠松 健二

ｶｻﾏﾂ ｹﾝｼﾞ

神奈川 MUUR zero Velofutur

568

0100269 畦地 利哉

ｱｾﾞﾁ ﾄｼﾔ

岐阜県 名岐ベンド

569

1501226 渡辺 正史

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾀﾞｼ

岐阜県 名岐ベンド

570

1500788 伊岐見 哲也

ｲｷﾐ ﾃﾂﾔ

岐阜県 名岐ベンド

571

1200406 佐合 貴行

ｻｺﾞｳ ﾀｶﾕｷ

愛知県 ユーロード レーシング

572

JBUNT05 佐藤 圭司

ｻﾄｳ ｹｲｼﾞ

茨城県 Unity

573

JBUNT03 山倉 朋之

ﾔﾏｸﾗ ﾄﾓﾕｷ

茨城県 Unity

574

1300517 舟橋 伸宏

ﾌﾅﾊｼ ﾉﾌﾞﾋﾛ

愛知県 RITCHEY BREZZAカミハギRT

575

1500399 石川 豊久

ｲｼｶﾜ ﾄﾖﾋｻ

愛知県 RITCHEY BREZZAカミハギRT

576

1300447 小木曽 光久

ｵｷﾞｿ ﾐﾂﾋｻ

愛知県 RITCHEY BREZZAカミハギRT

577

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

578

1402184 岩崎 晶雲

ｲﾜｻｷ ｼｮｳｳﾝ

福島県 LinkTOHOKU

579

JBLTH03 根本 雄斗

ﾈﾓﾄ ﾕｳﾄ

福島県 LinkTOHOKU

580

JBRCT01 間所 智幸

ﾏﾄﾞｺﾛ ﾄﾓﾕｷ

滋賀県 Ring×2 Cycling Team

581

JBRCT02 宮本 悠平

ﾐﾔﾓﾄ ﾕｳﾍｲ

大阪府 Ring×2 Cycling Team

582

1101583 金井 光春

ｶﾅｲ ﾐﾂﾊﾙ

埼玉県 Ｙ’ｓ Ｒｏａｄ

583

JBWLP03 下山 洋平

ｼﾓﾔﾏ ﾖｳﾍｲ

広島県 ＷＩＬＤ

584

1100694 池羽 謙治

ｲｹﾊﾞ ｹﾝｼﾞ

東京都 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ

585

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

586

0401504 笠井 理人

ｶｻｲ ﾏｻﾄ

東京都 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ
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第12回 JBCF 乗鞍スカイラインサイクルヒルクライム
【クラスタ：F レースレーティング：Fh 】 9名
No. 選手ID
選手名

2015.07.07
ｶﾅ

地域

ﾁｰﾑ名

601

1200227 西口 悦子

ﾆｼｸﾞﾁ ｴﾂｺ

大阪府 Ｓａｋａｔａｎｉ Ｒａｃｉｎｇ

602

0801083 菊池 香

ｷｸﾁ ｶｵﾘ

神奈川 なるしまフレンド

603

1201405 樫木 祥子

ｶｼｷ ｼｮｳｺ

東京都 Neilpryde - Nanshin Subaru Cycling 駒澤大学

604

JBNMF03 Dos Santos Sandra ﾄﾞｽｻﾝﾄｽ ｻﾝﾄﾞﾗ

605

1301645 新屋 瑛里

ｼﾝﾔ ｴﾘ

東京都 Neilpryde - Nanshin Subaru Cycling 駒澤大学

606

1401921 古庄 友美

ﾌﾙｼｮｳ ﾄﾓﾐ

熊本県 PURPLE MONKEY

607

JBFTS02 伊藤 圭菜子

ｲﾄｳ ｶﾅｺ

神奈川 フィッツ

608

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

609

0900483 金子 広美

ｶﾈｺ ﾋﾛﾐ

東京都 イナーメ信濃山形-EFT

FRANCE Neilpryde - Nanshin Subaru Cycling 駒澤大学
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