第3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 】 26名
No. 選手ID
選手名
ｶﾅ

2016.09.26
地域

ﾁｰﾑ名

301 0801864 若松 達人

ﾜｶﾏﾂ ﾀﾂﾋﾄ

東京都 ACQUA TAMA

302 1200140 海保 洋平

ｶｲﾎ ﾖｳﾍｲ

千葉県 AQULS内房レーシング

303 1100702 三次 匠

ﾐﾖｼ ﾀｸﾐ

広島県 VICTOIREしまなみ

304 0500349 井上 人志

ｲﾉｳｴ ﾋﾄｼ

大阪府 クラブシルベスト

305 9700734 井上 登士哉

ｲﾉｳｴ ﾄｼﾔ

愛媛県 クラブシルベスト

306 1100640 高野 翔太

ﾀｶﾉ ｼｮｳﾀ

大阪府 シマノドリンキング

307 1100305 磯田 竜介

ｲｿﾀﾞ ﾘｭｳｽｹ

香川県 Tyrell Kagawa Racing

308 1600606 長谷川 彰浩

ﾊｾｶﾞﾜ ｱｷﾋﾛ

広島県 Team UKYO Reve

309 0400400 佐々木 優也

ｻｻｷ ﾕｳﾔ

広島県 Team UKYO Reve

310 0901407 今井 基裕

ｲﾏｲ ﾓﾄﾋﾛ

東京都 チーム・ウォークライド

311 1300762 森 正存

ﾓﾘ ﾏｻﾉﾌﾞ

愛媛県 TEAM LUPPI

312 1400602 岩切 弘輝

ｲﾜｷﾘ ﾋﾛｷ

大分県 津末レーシング

313 0000251 佐々木 健

ｻｻｷ ﾀｹｼ

愛知県 天狗党

314 0400052 前川 元

ﾏｴｶﾜ ﾊｼﾞﾑ

兵庫県 BC.ANELLO

315 1001076 村尾 政彦

ﾑﾗｵ ﾏｻﾋｺ

大阪府 BC.ANELLO

316 1502253 李 正明

ﾘ ﾏｻｱｷ

福岡県 VC Fukuoka

317 1200022 幡司 勝

ﾊﾀｼ ﾏｻﾙ

広島県 voyAge cycling team

318 1500375 齋藤 俊輔

ｻｲﾄｳ ｼｭﾝｽｹ

広島県 voyAge cycling team

319 1301684 廣本 凌也

ﾋﾛﾓﾄ ﾘｮｳﾔ

愛媛県 松山聖陵高等学校

320 0600048 奥野 浩和

ｵｸﾉ ﾋﾛｶｽﾞ

大阪府 MUUR zero Velofutur

321 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

322 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

323 1100374 後藤 孝太郎

ｺﾞﾄｳ ｺｳﾀﾛｳ

福岡県 八ヶ岳 CYCLING CLUB

324 0800315 栗栖 嵩

ｸﾘｽ ﾀｶｼ

北海道 弱虫ペダル サイクリングチーム

325 1001247 大村 英哉

ｵｵﾑﾗ ﾌｻﾔ

熊本県 Road Racing Team PURPLE MONKEY

326 1501497 皿谷 宏人

ｻﾗｶﾞｲ ﾋﾛﾄ

広島県 ＷＩＬＤ
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ＰＩＧｓ

第3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

2016.09.26
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 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

403 1402394 広瀬 竜太

ﾋﾛｾ ﾘｭｳﾀ

京都府 CLOUD 9ers

404 1301407 山崎 昌宣

ﾔﾏｻﾞｷ ｱｷﾉﾘ

大阪府 CWASP RAVITAILLEMENT

405 0500433 加藤 俊介

ｶﾄｳ ｼｭﾝｽｹ

香川県 Tyrell Kagawa Racing

406 9702244 杉野 和宏

ｽｷﾞﾉ ｶｽﾞﾋﾛ

岡山県 ﾁｰﾑ 岡山

407 1400295 大森 健一

ｵｵﾓﾘ ｹﾝｲﾁ

広島県 Team Kermis Cross

408 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

409 1201903 杉村 敏章

ｽｷﾞﾑﾗ ﾄｼｱｷ

愛媛県 チーム大永山

410 1100700 松本 秀一

ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾃﾞｶｽﾞ

愛媛県 TEAM LUPPI

411 1100638 山岡 健人

ﾔﾏｵｶ ｹﾝﾄ

愛媛県 TEAM LUPPI

412 1200918 薗田 将人

ｿﾉﾀﾞ ﾏｻﾄ

愛媛県 ナカガワＡＳ・Ｋ’デザイン

413 0501388 奥田 瑛史

ｵｸﾀﾞ ｴｲｼﾞ

兵庫県 BC.ANELLO

414 1200445 岡本 順

ｵｶﾓﾄ ｼﾞｭﾝ

山口県 フィールズ･オン･アース山口

415 0100423 真鍋 英祐

ﾏﾅﾍﾞ ｴｲｽｹ

山口県 フィールズ･オン･アース山口

416 9901803 棟久 明博

ﾑﾈﾋｻ ｱｷﾋﾛ

山口県 フィールズ･オン･アース山口

417 1600363 赤木 亮介

ｱｶｷﾞ ﾘｮｳｽｹ

長崎県 VC Fukuoka

418 1400291 渡部 譲二

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｮｳｼﾞ

広島県 voyAge cycling team

419 0901303 亀岡 晋也

ｶﾒｵｶ ｼﾝﾔ

愛媛県 masahikomifune.com CyclingTeam

420 1400155 平林 飛都

ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾀｶﾄ

愛媛県 松山聖陵高等学校

421 1100617 徳王丸 雄貴

ﾄｸｵｳﾏﾙ ﾕｳｷ

山口県 Maidservant Subject

422 1500399 石川 豊久

ｲｼｶﾜ ﾄﾖﾋｻ

愛知県 RITCHEY BREZZA カミハギRT

423 1502726 松浦 正己

ﾏﾂｳﾗ ﾏｻｷ

広島県 ＷＩＬＤ

450 1400283 横田 慧一

ﾖｺﾀ ｹｲｲﾁ

大阪府 Ｙ’ｓ Ｒｏａｄ
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第3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 】 37名
No. 選手ID
選手名
ｶﾅ

2016.09.26
地域

ﾁｰﾑ名

501 1600647 黒木 靖朗

ｸﾛｷﾞ ﾔｽｵ

宮崎県 エイル宮崎レーシング

502 1500745 後藤 壮平

ｺﾞﾄｳ ｿｳﾍｲ

奈良県 CLOUD 9ers

503 1300266 本田 博

ﾎﾝﾀﾞ ﾋﾛｼ

大阪府 CWASP RAVITAILLEMENT

504 1301367 小川 泰弘

ｵｶﾞﾜ ﾔｽﾋﾛ

愛媛県 Tyrell Kagawa Racing

505 1500211 高橋 叶平

ﾀｶﾊｼ ｷｮｳﾍｲ

東京都 Team UKYO Reve

506 1400544 抽冬 充央

ﾇｸﾄｳ ｱﾂｵ

大阪府 チーム スクアドラ

507 1500025 佐藤 友飛

ｻﾄｳ ﾕｳﾄ

大阪府 チーム スクアドラ

508 1300060 山本 直史

ﾔﾏﾓﾄ ﾅｵﾌﾐ

大阪府 チーム スクアドラ

509 0700203 大島 正義

ｵｵｼﾏ ﾏｻﾖｼ

大阪府 チーム スクアドラ

510 1500376 竹中 勇登

ﾀｹﾅｶ ﾊﾔﾄ

広島県 Team Kermis Cross

511 1600071 柳楽 諭

ﾅｷﾞﾗ ｻﾄｼ

広島県 Team Kermis Cross

512 1600075 坂川 達行

ｻｶｶﾞﾜ ﾀﾂﾕｷ

広島県 Team Kermis Cross

513 1001823 上手 勇輝

ｶﾐﾃ ﾕｳｷ

広島県 Team Kermis Cross

514 9702389 正木 陽

ﾏｻｷ ﾖｳ

山口県 チームサイクルプラス

515 0000401 大形 憲弘

ｵｵｶﾞﾀ ﾉﾘﾋﾛ

山口県 チームサイクルプラス

516 1600349 伊藤 大輔

ｲﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ

大分県 津末レーシング

517 1600936 村田 慎也

ﾑﾗﾀ ｼﾝﾔ

大分県 津末レーシング

518 9702061 平井 信昭

ﾋﾗｲ ﾉﾌﾞｱｷ

神奈川 ナカガワＡＳ・Ｋ’デザイン

519 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

520 1501770 岩本 克也

ｲﾜﾓﾄ ｶﾂﾔ

山口県 フィールズ･オン･アース山口

521 1502196 中森 大樹

ﾅｶﾓﾘ ﾀｲｷ

福岡県 VC Fukuoka

522 1602143 青山 優希

ｱｵﾔﾏ ﾕｳｷ

長崎県 VC Fukuoka

523 1500775 中村 やすし

ﾅｶﾑﾗ ﾔｽｼ

福岡県 VC Fukuoka

524 1500741 安原 功

ﾔｽﾊﾗ ｲｻｵ

岡山県 ＦＲＥＥＳＰＥＥＤ

525 1500347 川上 豪仁

ｶﾜｶﾐ ﾀｹﾋﾄ

福岡県 Ｂｌｕｅ Ｇｒａｓｓ

526 1602159 山下 勝人

ﾔﾏｼﾀ ｶﾂﾋﾄ

福岡県 Ｂｌｕｅ Ｇｒａｓｓ

527 1600065 佐久間 大輔

ｻｸﾏ ﾀﾞｲｽｹ

広島県 voyAge cycling team

528 1600066 佐々木 均

ｻｻｷ ﾋﾄｼ

広島県 voyAge cycling team

529 1502247 横手 徳広

ﾖｺﾃ ﾄｸﾋﾛ

広島県 voyAge cycling team

530 1600069 樋原 祐司

ﾋﾊﾗ ﾕｳｼﾞ

広島県 voyAge cycling team

531 1602190 竹内 成

ﾀｹｳﾁ ﾅﾙ

香川県 ボンシャンス

532 0500772 十一 達哉

ﾄｲﾁ ﾀﾂﾔ

京都府 モジュマ エリアゼロナナゴ

533 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

534 1600697 細井 大誠

ﾎｿｲ ﾋﾛｱｷ

愛知県 RITCHEY BREZZA カミハギRT

535 1600673 冨田 拓哉

ﾄﾐﾀ ﾀｸﾔ

愛知県 RITCHEY BREZZA カミハギRT

536 1501498 下山 洋平

ｻｶﾞﾔﾏ ﾖｳﾍｲ

広島県 ＷＩＬＤ

537 1400034 白川 幸希

ｼﾗｶﾜ ｺｳｷ

岡山県 鷲羽レーシング
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第3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 】 4名
No. 選手ID
選手名

2016.09.26
ｶﾅ

地域

ﾁｰﾑ名

601 1600338 内河 香奈

ｳﾁｶﾜ ｶﾅ

長野県 イナーメ信濃山形-F

602 1201909 小田 恵利花

ｵﾀﾞ ｴﾘｶ

東京都 TEAM SPORTS KID

603 1600133 近藤 由美

ｺﾝﾄﾞｳ ﾕﾐ

福岡県 VC Fukuoka

604 1600364 田方 佐矢子

ﾀｶﾀ ｻﾔｺ

長崎県 VC Fukuoka
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