第9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】 55名
No. 選手ID
選手名
ｶﾅ

2018.04.10
登録地

ﾁｰﾑ名

1

1200140 海保 洋平

ｶｲﾎ ﾖｳﾍｲ

千葉県 AQULS内房レーシング

2

1400051 佐藤 耕司

ｻﾄｳ ｺｳｼﾞ

大阪府 イナーメ信濃山形-EFT

3

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

4

0400076 中井 光博

ﾅｶｲ ﾐﾂﾋﾛ

岐阜県 イナーメ信濃山形-EFT

5

1100274 藤田 耕志

ﾌｼﾞﾀ ﾀｶｼ

大阪府 VC VELOCE

6

1001438 李 宗雨

ﾘ ｿｳｳ

滋賀県 VC VELOCE

7

1600232 安田 大希

ﾔｽﾀﾞ ﾀﾞｲｷ

埼玉県 EXTENDED VAX SAYAMA

8

1100420 小山 雄司

ｺﾔﾏ ﾕｳｼﾞ

長野県 快レーシング

9

1200842 平野 真一

ﾋﾗﾉ ｼﾝｲﾁ

和歌山 紀ノ川DECOJA Racing

10

1500745 後藤 壮平

ｺﾞﾄｳ ｿｳﾍｲ

奈良県 CLOUD 9ers

11

1600308 大内 淳司

ｵｵｳﾁ ｱﾂｼ

茨城県 GROWING Racing Team

12

1600449 柴沼 玄人

ｼﾊﾞﾇﾏ ｹﾞﾝﾄ

栃木県 GROWING Racing Team

13

9900113 高橋 利明

ﾀｶﾊｼ ﾄｼｱｷ

茨城県 GROWING Racing Team

14

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

15

1600679 谷脇 正一

ﾀﾆﾜｷ ﾏｻｶｽﾞ

千葉県 サイクルフリーダム・レーシング

16

1500593 奈良 祥吾

ﾅﾗ ｼｮｳｺﾞ

埼玉県 サイタマサイクルプロジェクト

17

1400079 島田 英樹

ｼﾏﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ

大阪府 Ｓａｋａｔａｎｉ Ｒａｃｉｎｇ

18

1301407 山崎 昌宣

ﾔﾏｻﾞｷ ｱｷﾉﾘ

大阪府 CWASPアタリ前田

19

1500153 島崎 一也

ｼﾏｻﾞｷ ｶｽﾞﾔ

埼玉県 シャークアイランド

20

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

21

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

22

1500042 尾鷲 猛

ｵﾜｼ ﾀｹｼ

静岡県 Squadra di LAVORANTE

23

1301588 大杉 直敬

ｵｵｽｷﾞ ﾅｵﾀｶ

静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

24

1402063 岡 理裕

ｵｶ ﾏｻﾋﾛ

静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

25

9901846 大倉 健一

ｵｵｸﾗ ｹﾝｲﾁ

東京都 セオレーシング

26

1500375 齋藤 俊輔

ｻｲﾄｳ ｼｭﾝｽｹ

広島県 Team UKYO Reve

27

1600606 長谷川 彰浩

ﾊｾｶﾞﾜ ｱｷﾋﾛ

東京都 Team UKYO Reve

28

0700203 大島 正義

ｵｵｼﾏ ﾏｻﾖｼ

大阪府 チーム スクアドラ

29

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

30

1500505 築山 元樹

ﾂｷﾔﾏ ｹﾞﾝｷ

岡山県 Team Grandi Petit

31

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

32

1400631 中井 雄策

ﾅｶｲ ﾕｳｻｸ

群馬県 TRC PANAMAREDS

33

0000251 佐々木 健

ｻｻｷ ﾀｹｼ

愛知県 天狗党

34

1600021 福本 宗太

ﾌｸﾓﾄ ｿｳﾀ

大阪府 TRAILBLAZER

35

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

36

1700662 檜室 建斗

ﾋﾑﾛ ｹﾝﾄ

大阪府 ネクストリーム・うどん虹や

37

1502464 齋藤 友一

ｻｲﾄｳ ﾕｳｲﾁ

福井県 バルバレーシングクラブ

38

0700340 寺崎 武郎

ﾃﾗｻｷ ﾀｹﾛｳ

福井県 バルバレーシングクラブ

39

1100414 濱野 克悠

ﾊﾏﾉ ｶﾂﾕｷ

富山県 バルバレーシングクラブ

40

1101171 藤崎 直哉

ﾌｼﾞｻｷ ﾅｵﾔ

神奈川 PHANTOM 湘南

41

1600786 松田 健太

ﾏﾂﾀﾞ ｹﾝﾀ

神奈川 PHANTOM 湘南

42

9800367 吉川 勝

ﾖｼｶﾜ ﾏｻﾙ

茨城県 フィッツ

43

1500192 白井 真人

ｼﾗｲ ﾏｻﾄ

東京都 FORCE

44

1601220 長澤 渉

ﾅｶﾞｻﾜ ﾜﾀﾙ

東京都 FORCE

45

1600244 野口 泰

ﾉｸﾞﾁ ﾔｽｼ

東京都 FORCE
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46

1602688 森栄 晃彦

ﾓﾘｻｶ ｱｷﾋｺ

岡山県 FORCE

47

1500217 八幡 光哉

ﾔﾊﾀ ﾐﾂﾔ

東京都 FORCE

48

1300050 村田 修

ﾑﾗﾀ ｵｻﾑ

大阪府 FortunaTredici

49

1500813 堀田 耕司

ﾎｯﾀ ｺｳｼﾞ

愛知県 BREZZA-KAMIHAGI

50

1600066 佐々木 均

ｻｻｷ ﾋﾄｼ

広島県 voyAge cycling team

51

0901303 亀岡 晋也

ｶﾒｵｶ ｼﾝﾔ

愛媛県 masahikomifune.com CyclingTeam

52

1200156 天春 雄也

ｱﾏｶﾞｽ ﾕｳﾔ

三重県 MAX SPEED 97

53

1400047 菅谷 修

ｽｶﾞﾔ ｵｻﾑ

東京都 MIVRO

54

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

55

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
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第9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】 49名
No. 選手ID
選手名
ｶﾅ

2018.04.10
登録地

801 1700730 櫻井 俊太朗

ｻｸﾗｲ ｼｭﾝﾀﾛｳ

茨城県 ウィンディー筑波

802 0900156 浅野 真則

ｱｻﾉ ﾏｻﾉﾘ

三重県 VC VELOCE

803 1200390 石井 智

ｲｼｲ ﾄﾓ

大阪府 VC VELOCE

804 0900153 岩城 和宏

ｲﾜｷ ｶｽﾞﾋﾛ

大阪府 VC VELOCE

805 1101515 平田 匡史

ﾋﾗﾀ ﾏｻｼ

大阪府 VC VELOCE

806 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

807 1201718 金子 陽一

ｶﾈｺ ﾖｳｲﾁ

大阪府 CLOUD 9ers

808 9702810 高梨 真幸人

ﾀｶﾅｼ ﾏｺﾄ

茨城県 GROWING Racing Team

809 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

810 1300377 小林 直樹

ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵｷ

愛知県 KOGMA Racing

811 1000362 村井 忠

ﾑﾗｲ ﾏｺﾄ

奈良県 ZAS

Racing

812 1400352 村山 司

ﾑﾗﾔﾏ ﾂｶｻ

奈良県 ZAS

Racing

813 1200585 田川 寛明

ﾀｶﾞﾜ ﾋﾛｱｷ

大阪府 CWASPアタリ前田

814 1400283 横田 慧一

ﾖｺﾀ ｹｲｲﾁ

大阪府 CWASPアタリ前田

815 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

816 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

817 1300028 青野 淳一

ｱｵﾉ ｼﾞｭﾝｲﾁ

静岡県 Squadra di LAVORANTE

818 1500039 清水 佑太

ｼﾐｽﾞ ﾕｳﾀ

静岡県 Squadra di LAVORANTE

819 0500062 平岡 恒哲

ﾋﾗｵｶ ﾂﾈｱｷ

静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

820 0400207 守屋 清国

ﾓﾘﾔ ｷﾖｸﾆ

静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

821 1502126 杭田 翔太

ｸｴﾀﾞ ｼｮｳﾀ

岡山県 SAUCE DEVELOPMENT

822 0300140 佐藤 善大

ｻﾄｳ ﾖｼﾋﾛ

愛知県 SAUCE DEVELOPMENT

823 1500603 森本 玄達

ﾓﾘﾓﾄ ﾋﾛﾐﾁ

岡山県 SAUCE DEVELOPMENT

824 1700039 松原 陸

ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾘｸ

広島県 Team UKYO Reve

825 1502521 磯田 友賀

ｲｿﾀﾞ ﾄﾓｶｽﾞ

京都府 TEAM all out

826 0700204 大原 勇生

ｵｵﾊﾗ ﾕｳｷ

大阪府 チーム スクアドラ

827 0700166 古野 修

ﾌﾙﾉ ｵｻﾑ

京都府 TEAM☆ルパン・ttm

828 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

829 1200087 米倉 隆裕

ﾖﾈｸﾗ ﾀｶﾋﾛ

神奈川 チーム・ウォークライド

830 9702244 杉野 和宏

ｽｷﾞﾉ ｶｽﾞﾋﾛ

岡山県 ﾁｰﾑ 岡山

831 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

832 1201903 杉村 敏章

ｽｷﾞﾑﾗ ﾄｼｱｷ

愛媛県 チーム大永山

833 0900283 徳永 易丈

ﾄｸﾅｶﾞ ﾔｽﾀｹ

愛媛県 チーム大永山

834 1600698 酒井 智寛

ｻｶｲ ﾄﾓﾋﾛ

愛知県 DESTRA

835 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

836 1600273 藤井 敏郎

ﾌｼﾞｲ ﾄｼﾛｳ

東京都 なるしまフレンド

837 1400705 森野 裕太

ﾓﾘﾉ ﾕｳﾀ

山口県 ネクストリーム・うどん虹や

838 0100206 酒井 紀章

ｻｶｲ ﾉﾘｱｷ

福井県 バルバレーシングクラブ

839 1502476 山本 大樹

ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾞｲｷ

富山県 バルバレーシングクラブ

840 1801200 元木 晶央

ﾓﾄｷ ｱｷｵ

東京都 FORCE

841 9701965 山田 哲志

ﾔﾏﾀﾞ ｻﾄｼ

大阪府 本町クラブ

842 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

843 1800819 嘉瀬 峻介

ｶｾ ｼｭﾝｽｹ

山形県 LinkTOHOKU

844 0901037 高橋 義博

ﾀｶﾊｼ ﾖｼﾋﾛ

東京都 LinkTOHOKU

845 0400143 梅林 康典

ｳﾒﾊﾞﾔｼ ﾔｽﾉﾘ

愛知県 Ｙ’ｓ Ｒｏａｄ
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ﾁｰﾑ名

846 1300446 星野 貴大

ﾎｼﾉ ﾀｶﾋﾛ

愛知県 Ｙ’ｓ Ｒｏａｄ

847 1300400 星野 将宏

ﾎｼﾉ ﾏｻﾋﾛ

京都府 Ｙ’ｓ Ｒｏａｄ

848 1300541 村田 哲寛

ﾑﾗﾀ ﾃﾂﾋﾛ

石川県 イナーメ信濃山形-EFT

849 9800748 仲松 康太

ﾅｶﾏﾂ ﾔｽﾋﾛ

大阪府 VC FUKUOKA（エリート）
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第9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】 83名
No. 選手ID
選手名
ｶﾅ

2018.04.10
登録地

901 1602244 上妻 卓矢

ｺｳﾂﾞﾏ ﾀｸﾔ

京都府 AVANCE PLUS

902 1702559 川崎 圭介

ｶﾜｻｷ ｹｲｽｹ

大阪府 ATOMIC CYCLE RACING TEAM

903 1700656 小林 隆彦

ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶﾋｺ

大阪府 ATOMIC CYCLE RACING TEAM

904 1701415 内藤 和嵯

ﾅｲﾄｳ ｶｽﾞｻ

大阪府 ATOMIC CYCLE RACING TEAM

905 1001242 猪鼻 進哉

ｲﾊﾞﾅ ｼﾝﾔ

和歌山 AVANT GARDE

906 1800038 伊奈 孝浩

ｲﾅ ﾀｶﾋﾛ

愛知県 イナーメ信濃山形-EFT

907 1700359 入谷 康視

ｲﾘﾀﾆ ﾔｽｼ

愛知県 イナーメ信濃山形-EFT

908 1400356 小林 勇輝

ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ

長野県 イナーメ信濃山形-EFT

909 1300476 佐藤 圭一

ｻﾄｳ ｹｲｲﾁ

愛知県 イナーメ信濃山形-EFT

910 1800887 永野 昇海

ﾅｶﾞﾉ ｼｮｳﾐ

神奈川 イナーメ信濃山形-EFT

911 1800458 深谷 優光

ﾌｶﾔ ﾏｻﾐﾂ

愛知県 イナーメ信濃山形-EFT

913 1700358 中林 翔

ﾅｶﾊﾞﾔｼ ｼｮｳ

愛知県 インパルス

914 1301547 藤田 新二

ﾌｼﾞﾀ ｼﾝｼﾞ

愛知県 インパルス

915 1702110 藤田 竜也

ﾌｼﾞﾀ ﾀﾂﾔ

愛知県 インパルス

916 1300058 小林 正明

ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻｱｷ

大阪府 VC VELOCE

917 1500049 末冨 拓

ｽｴﾄﾐ ﾀｸ

滋賀県 VC VELOCE

918 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

919 1702115 坂上 統

ｻｶｶﾞﾐ ｱﾂﾑ

兵庫県 ウオズミサイクルレーシング

920 1800231 竹内 遼

ﾀｹｳﾁ ﾘｮｳ

埼玉県 EXTENDED VAX SAYAMA

921 0900034 藤原 友秀

ﾌｼﾞﾜﾗ ﾄﾓﾋﾃﾞ

兵庫県 グランデパール播磨

922 0400054 正木 浩史

ﾏｻｷ ﾋﾛｼ

兵庫県 グランデパール播磨

923 1400362 加塩 弘一

ｶｼｵ ｺｳｲﾁ

岐阜県 KOGMA Racing

924 1700697 金井 優

ｶﾅｲ ﾕｳ

千葉県 サイクルフリーダム・レーシング

925 1800720 釜口 耀二朗

ｶﾏｸﾞﾁ ﾖｳｼﾞﾛｳ

大阪府 CWASPアタリ前田

926 1200432 松木 雄介

ﾏﾂｷ ﾕｳｽｹ

大阪府 CWASPアタリ前田

927 1703478 小久保 瑠惟

ｺｸﾎﾞ ﾙｲ

愛知県 JBCF

928 1401920 田代 亘

ﾀｼﾛ ﾜﾀﾙ

大阪府 シマノドリンキング

929 1800396 坂本 裕輔

ｻｶﾓﾄ ﾕｳｽｹ

埼玉県 シャークアイランド

930 1200770 郷原 輝久

ｺﾞｳﾊﾗ ﾃﾙﾋｻ

京都府 GIANT INTERNAL FELLOWS TEAM

931 1800346 大塚 翔太

ｵｵﾂｶ ｼｮｳﾀ

静岡県 Squadra di LAVORANTE

932 1600063 古林 宏仁

ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳｼﾞ

静岡県 Squadra di LAVORANTE

933 1100049 佐々木 信幸

ｻｻｷ ﾉﾌﾞﾕｷ

静岡県 Squadra di LAVORANTE

934 1700066 辻本 青矢

ﾂｼﾞﾓﾄ ｾｲﾔ

静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

935 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

936 1700505 近藤 豪

ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｹｼ

埼玉県 晴嵐サイクリングクラブ

937 1701080 佐藤 唯史

ｻﾄｳ ﾀﾀﾞｼ

埼玉県 晴嵐サイクリングクラブ

938 1700790 中村 達弥

ﾅｶﾑﾗ ﾀﾂﾔ

埼玉県 晴嵐サイクリングクラブ

939 0901358 片山 右京

ｶﾀﾔﾏ ｳｷｮｳ

東京都 Team UKYO Reve

940 1502740 高田 幸朗

ﾀｶﾀﾞ ﾕｷｵ

京都府 TEAM all out

941 1800057 中村 将也

ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾔ

大阪府 TEAM all out

942 1703396 初川 弘浩

ﾊﾂｶﾜ ｺｳﾋﾛ

岐阜県 Ｔｅａｍ-ＤＡＤＤＹ

943 1401651 新居 志信

ﾆｲ ﾕｷﾉﾌﾞ

岡山県 Team Grandi Petit

944 1501201 森井 浩明

ﾓﾘｲ ﾋﾛｱｷ

岡山県 Team Grandi Petit

945 1702946 青山 周平

ｱｵﾔﾏ ｼｭｳﾍｲ

大阪府 チーム

946 1400174 石川 靖洋

ｲｼｶﾜ ﾔｽﾋﾛ

神奈川 チーム・ウォークライド
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947 1800389 川武 春樹

ｶﾜﾀｹ ﾊﾙｷ

広島県 チーム・ケンズ

948 1500377 山本 浩史

ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛｼ

広島県 チーム・ケンズ

949 0500339 迫田 宏光

ｻｺﾀﾞ ﾋﾛﾐﾂ

鹿児島 Team まんま

950 1800120 高畠 碧人

ﾀｶﾊﾞﾀｹ ｱｵﾄ

石川県 TEAM MODENA

951 1702881 中澤 賢太朗

ﾅｶｻﾞﾜ ｹﾝﾀﾛｳ

石川県 TEAM MODENA

952 1700683 吉田 健太郎

ﾖｼﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ

群馬県 TRC PANAMAREDS

953 1703499 加藤 浩晃

ｶﾄｳ ﾋﾛｱｷ

愛知県 DESTRA

954 1200693 宮木 寛之

ﾐﾔｷ ﾋﾛﾕｷ

愛知県 DENSO RACING

955 1600580 中野 智弘

ﾅｶﾉ ﾄﾓﾋﾛ

大阪府 ナカガワＡＳ・Ｋ’デザイン

956 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

957 1702085 川勝 敦嗣

ｶﾜｶﾂ ｱﾂｼ

兵庫県 ネクストリーム・うどん虹や

958 1401893 高枝 大智

ﾀｶｴﾀﾞ ﾀﾞｲﾁ

兵庫県 ネクストリーム・うどん虹や

959 1800823 栗林 哲也

ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾃﾂﾔ

富山県 バルバレーシングクラブ

960 1200359 小山 恭平

ｺﾔﾏ ｷｮｳﾍｲ

石川県 バルバレーシングクラブ

961 1703340 能口 和久

ﾉｸﾞﾁ ｶｽﾞﾋｻ

石川県 バルバレーシングクラブ

962 1602462 柳 神二郎

ﾔﾅｷﾞ ｼﾝｼﾞﾛｳ

福井県 バルバレーシングクラブ

963 1800369 用田 尚希

ﾖｳﾀﾞ ﾅｵｷ

福井県 バルバレーシングクラブ

964 1800462 佐々木 遼

ｻｻｷ

神奈川 PHANTOM 湘南

965 1703339 鎌田 晃輝

ｶﾏﾀﾞ ｺｳｷ

大阪府 VC FUKUOKA（エリート）

967 1800097 玉仙 健一

ｷﾞｮｸｾﾝ ｹﾝｲﾁ

神奈川 FORCE

968 1702990 中島 達雄

ﾅｶｼﾏ ﾀﾂｵ

東京都 FORCE

969 1400869 塩谷 真一朗

ｼｵﾀﾆ ｼﾝｲﾁﾛｳ

大阪府 FortunaTredici

970 0500522 丹下 真人

ﾀﾝｹﾞ ﾏｻﾄ

滋賀県 ＦＵＫＡＤＡまじりんぐ

971 1700761 堀江 一葉

ﾎﾘｴ ｶｽﾞﾊ

茨城県 FLECHA

972 1600365 大森 尉正

ｵｵﾓﾘ ﾔｽﾏｻ

三重県 BREZZA-KAMIHAGI

973 1701575 永塩 幸之介

ﾅｶﾞｼｵ ｺｳﾉｽｹ

群馬県 前橋育英高等学校

974 1800062 水谷 淳

ﾐｽﾞﾀﾆ ｼﾞｭﾝ

東京都 MIVRO

975 1700752 岩田 祥眞

ｲﾜﾀ ｼｮｳﾏ

大阪府 MUUR

976 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

977 1700031 中治 綱太

ﾅｶｼﾞ ｺｳﾀ

大阪府 EURO-WORKS Racing

978 1703490 北山 翔大

ｷﾀﾔﾏ ｼｮｳﾀ

徳島県 UNIVERS

979 1700357 三木 聖也

ﾐｷ ｾｲﾔ

徳島県 UNIVERS

980 1800310 関 純夫

ｾｷ ﾏｻｵ

神奈川 YOKOSUKA UNO RACING

981 1600724 榎本 耕大

ｴﾉﾓﾄ ｺｳﾀﾞｲ

滋賀県 Le Mont

982 1701384 古田 真浩

ﾌﾙﾀ ﾏｻﾋﾛ

京都府 Le Mont

983 9702003 岸本 伊織

ｷｼﾓﾄ ｲｵﾘ

愛知県 ロードレース男子部

984 1400431 佐藤 文彦

ｻﾄｳ ﾌﾐﾋｺ

愛知県 ロードレース男子部

985 1800276 渡辺 文平

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾌﾐﾋﾗ

愛知県 ロードレース男子部

ﾘｮｳ
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【クラスタ：Ｆ レースレーティング：Ｆｈ】 12名
No. 選手ID
選手名
ｶﾅ

2018.04.10
登録地

751 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

752 1402320 藤田 桃花

ﾌｼﾞﾀ ﾓﾓｶ

大阪府 VC VELOCE

753 1500149 島崎 典子

ｼﾏｻﾞｷ ﾉﾘｺ

埼玉県 シャークアイランド

754 1702161 近藤 民子

ｺﾝﾄﾞｳ ﾀﾐｺ

埼玉県 晴嵐サイクリングクラブ

755 1800032 森本 保乃花

ﾓﾘﾓﾄ ﾎﾉｶ

大阪府 TEAM all out

756 1600018 堀江 みちこ

ﾎﾘｴ ﾐﾁｺ

大阪府 チーム

757 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

758 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

759 1700511 島橋 由美子

ｼﾏﾊｼ ﾕﾐｺ

富山県 バルバレーシングクラブ

760 1502651 谷江 史帆

ﾀﾆｴ ｼﾎ

福井県 バルバレーシングクラブ

761 1700050 望月 美和子

ﾓﾁﾂﾞｷ ﾐﾜｺ

静岡県 フィッツ

762 1201916 矢野 智子

ﾔﾉ ﾄﾓｺ

京都府 モジュマ エリアゼロナナゴ
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