第2回 JBCF 秋吉台カルストロードレース
【クラスタ：P1 レースレーティング：AAA】 114名
No.

選手ID

選手名

2018.09.10
ｶﾅ

登録地

ﾁｰﾑ名

1

1300861 ホセ ビセンテ トリビオ ﾎｾ ﾋﾞｾﾝﾃ ﾄﾘﾋﾞｵ

大阪府 マトリックスパワータグ

2

1500367 アイラン フェルナンデス ｱｲﾗﾝ ﾌｪﾙﾅﾝﾃﾞｽ

大阪府 マトリックスパワータグ

3

0301347 佐野 淳哉

ｻﾉ ｼﾞｭﾝﾔ

静岡県 マトリックスパワータグ

4

9700347 土井 雪広

ﾄﾞｲ ﾕｷﾋﾛ

東京都 マトリックスパワータグ

5

9701956 向川 尚樹

ﾑｶｲｶﾞﾜ ﾅｵｷ

大阪府 マトリックスパワータグ

6

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

7

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

21

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

22

1100355 小野寺 玲

ｵﾉﾃﾞﾗ ﾚｲ

栃木県 宇都宮ブリッツェン

23

1001727 雨澤 毅明

ｱﾒｻﾞﾜ ﾀｹｱｷ

栃木県 宇都宮ブリッツェン

24

0400843 鈴木 譲

ｽｽﾞｷ ﾕｽﾞﾙ

栃木県 宇都宮ブリッツェン

25

1100488 岡 篤志

ｵｶ ｱﾂｼ

茨城県 宇都宮ブリッツェン

26

1000720 馬渡 伸弥

ﾏﾜﾀﾘ ｼﾝﾔ

東京都 宇都宮ブリッツェン

28

1101581 鈴木 龍

ｽｽﾞｷ ﾘｭｳ

宮城県 宇都宮ブリッツェン

29

0500716 飯野 智行

ｲｲﾉ ﾄﾓﾕｷ

栃木県 宇都宮ブリッツェン

41

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

42

0701113 木村 圭佑

ｷﾑﾗ ｹｲｽｹ

滋賀県 シマノレーシング

43

0900861 湊 諒

ﾐﾅﾄ ﾘｮｳ

青森県 シマノレーシング

44

0900704 秋田 拓磨

ｱｷﾀ ﾀｸﾏ

福井県 シマノレーシング

45

0900212 横山 航太

ﾖｺﾔﾏ ｺｳﾀ

長野県 シマノレーシング

46

1001692 黒枝 咲哉

ｸﾛｴﾀﾞ ｻﾔ

大分県 シマノレーシング

47

1000442 小山 貴大

ｺﾔﾏ ﾀｶﾋﾛ

群馬県 シマノレーシング

48

1600138 中田 拓也

ﾅｶﾀ ﾀｸﾔ

長野県 シマノレーシング

61

1201451 下島 将輝

ｼﾓｼﾞﾏ ﾏｻｷ

兵庫県 那須ブラーゼン

62

1700093 永吉 篤弥

ﾅｶﾞﾖｼ ｱﾂﾔ

愛知県 那須ブラーゼン

63

1000394 岸 崇仁

ｷｼ ﾀｶﾋﾄ

茨城県 那須ブラーゼン

64

1301587 柴田 雅之

ｼﾊﾞﾀ ﾏｻﾕｷ

京都府 那須ブラーゼン

65

1001560 吉田 悠人

ﾖｼﾀﾞ ﾕｳﾄ

栃木県 那須ブラーゼン

66

0900064 西尾 勇人

ﾆｼｵ ﾊﾔﾄ

北海道 那須ブラーゼン

67

1100580 樋口 峻明

ﾋｸﾞﾁ ﾀｶｱｷ

神奈川 那須ブラーゼン

68

1501669 椎貝 竜哉

ｼｲｶﾞｲ ﾘｭｳﾔ

栃木県 那須ブラーゼン

81

1001902 米谷 隆志

ﾖﾈﾀﾆ ﾀｶｼ

東京都 LEOMO Bellmare Racing Team

82

0801747 才田 直人

ｻｲﾀ ﾅｵﾄ

宮城県 LEOMO Bellmare Racing Team

83

1601347 岩瀬 照

ｲﾜｾ ｼｮｳ

新潟県 LEOMO Bellmare Racing Team

85

1500184 小嶋 渓円

ｺｼﾞﾏ ｹｲｴﾝ

神奈川 LEOMO Bellmare Racing Team

101

0900655 高木 三千成

ﾀｶｷﾞ ﾐﾁﾅﾘ

埼玉県 東京ヴェントス

103

0501593 内野 直也

ｳﾁﾉ ﾅｵﾔ

埼玉県 東京ヴェントス

104

0801515 伊藤 舜紀

ｲﾄｳ ｼｭﾝｷ

北海道 東京ヴェントス

109

1301128 小野寺 望

ｵﾉﾃﾞﾗ ﾉｿﾞﾑ

東京都 東京ヴェントス

110

1602211 永富 一騎

ﾅｶﾞﾄﾐ ｶｽﾞｷ

東京都 東京ヴェントス

142

1502527 小山 智也

ｺﾔﾏ ﾄﾓﾔ

大阪府 イナーメ信濃山形

143

1200215 豊田 勝徳

ﾄﾖﾀﾞ ｶﾂﾉﾘ

大阪府 イナーメ信濃山形

144

1101679 佐野 千尋

ｻﾉ ﾁﾋﾛ

北海道 イナーメ信濃山形

145

1500596 兼松 大和

ｶﾈﾏﾂ ﾔﾏﾄ

大阪府 イナーメ信濃山形

150

0800592 岡 泰誠

ｵｶ ﾔｽﾏｻ

茨城県 イナーメ信濃山形

151

1401797 大東 泰弘

ﾀﾞｲﾄｳ ﾔｽﾋﾛ

愛知県 イナーメ信濃山形

154

1500159 高杉 知彰

ﾀｶｽｷﾞ ﾄﾓｱｷ

神奈川 イナーメ信濃山形

156

9701178 筧 五郎

ｶｹｲ ｺﾞﾛｳ

愛知県 イナーメ信濃山形
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161

0201014 大塚 航

ｵｵﾂｶ ﾜﾀﾙ

京都府 VICTOIRE 広島

162

1400374 谷 順成

ﾀﾆ ｼﾞｭﾝｾｲ

岐阜県 VICTOIRE 広島

163

0600791 藤岡 克磨

ﾌｼﾞｵｶ ｶﾂﾏ

徳島県 VICTOIRE 広島

164

1400034 白川 幸希

ｼﾗｶﾜ ｺｳｷ

岡山県 VICTOIRE 広島

165

1201456 中川 智

ﾅｶｶﾞﾜ ｻﾄｼ

奈良県 VICTOIRE 広島

166

1100616 杉山 文崇

ｽｷﾞﾔﾏ ﾌﾐﾀｶ

山口県 VICTOIRE 広島

167

1200307 桂 慶浩

ｶﾂﾗ ﾖｼﾋﾛ

広島県 VICTOIRE 広島

168

0800557 西川 昌宏

ﾆｼｶﾜ ﾏｻﾋﾛ

山口県 VICTOIRE 広島

181

9700539 狩野 智也

ｶﾉｳ ﾄﾓﾔ

群馬県 群馬グリフィン

183

1200062 川田 優作

ｶﾜﾀ ﾕｳｻｸ

栃木県 群馬グリフィン

184

1200884 村田 雄耶

ﾑﾗﾀ ﾕｳﾔ

福岡県 群馬グリフィン

186

0400882 加賀 龍治

ｶｶﾞ ﾘｭｳｼﾞ

広島県 群馬グリフィン

201

0901755 野口 悠真

ﾉｸﾞﾁ ﾕｳﾏ

東京都 FIETS GROEN 日本ロボティクス

202

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

205

1101605 元山 高嶺

ﾓﾄﾔﾏ ﾀｶﾈ

大阪府 FIETS GROEN 日本ロボティクス

207

1400913 萩原 啓

ﾊｷﾞﾊﾗ ｻﾄｼ

三重県 FIETS GROEN 日本ロボティクス

210

1100038 香西 真介

ｺｳｻﾞｲ ｼﾝｽｹ

神奈川 FIETS GROEN 日本ロボティクス

211

1100570 光山 英典

ﾐﾂﾔﾏ ﾋﾃﾞﾉﾘ

愛知県 FIETS GROEN 日本ロボティクス

221

0601273 松木 健治

ﾏﾂｷ ｹﾝｼﾞ

京都府 VC FUKUOKA

222

1601992 前原 直幸

ﾏｴﾊﾗ ﾅｵﾕｷ

大阪府 VC FUKUOKA

223

1000423 佐藤 信哉

ｻﾄｳ ｼﾝﾔ

福岡県 VC FUKUOKA

225

1502196 中森 大樹

ﾅｶﾓﾘ ﾀｲｷ

福岡県 VC FUKUOKA

227

1201347 井戸川 真一

ｲﾄﾞｶﾞﾜ ｼﾝｲﾁ

福岡県 VC FUKUOKA

230

1300170 山科 竜一郎

ﾔﾏｼﾅ ﾘｭｳｲﾁﾛｳ

兵庫県 VC FUKUOKA

231

1800239 松田 真和

ﾏﾂﾀﾞ ﾏｻｶｽﾞ

福岡県 VC FUKUOKA

232

1201348 江川 哲治

ｴｶﾞﾜ ﾃﾂｼﾞ

福岡県 VC FUKUOKA

241

9800459 小畑 郁

ｵﾊﾞﾀ ｶｵﾙ

東京都 なるしまフレンド

レーシングチーム

242

1602063 松島 拓人

ﾏﾂｼﾏ ﾀｸﾄ

神奈川 なるしまフレンド

レーシングチーム

243

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

248

1500427 松井 敏文

ﾏﾂｲ ﾄｼﾌﾐ

栃木県 なるしまフレンド

レーシングチーム

250

1600259 小川 恵佑

ｵｶﾞﾜ ｹｲｽｹ

東京都 なるしまフレンド

レーシングチーム

281

0200431 宮口 直之

ﾐﾔｸﾞﾁ ﾅｵﾕｷ

広島県 eNShare-エルドラード

284

0800639 河賀 雄大

ｶｶﾞ ﾕｳﾀﾞｲ

広島県 eNShare-エルドラード

286

0901489 水野 恭兵

ﾐｽﾞﾉ ｷｮｳﾍｲ

山梨県 eNShare-エルドラード

289

1100996 北野 龍人

ｷﾀﾉ ﾘｭｳﾄ

富山県 eNShare-エルドラード

290

1300762 森 正存

ﾓﾘ ﾏｻﾉﾌﾞ

愛媛県 eNShare-エルドラード

292

1402325 小関 寛

ｺｾｷ ﾋﾛｼ

広島県 eNShare-エルドラード

293

1600101 山根 真吾

ﾔﾏﾈ ｼﾝｺﾞ

広島県 eNShare-エルドラード

294

1700821 井上 文成

ｲﾉｳｴ ﾌﾐﾅﾘ

岡山県 eNShare-エルドラード

301

1201592 阿部 航大

ｱﾍﾞ ｺｳﾀﾞｲ

栃木県 Honda 栃木

303

0901551 水間 健

ﾐｽﾞﾏ ﾀｹｼ

栃木県 Honda 栃木

304

1600385 小泉 亮一

ｺｲｽﾞﾐ ﾘｮｳｲﾁ

栃木県 Honda 栃木

306

1300075 佐川 祐太

ｻｶﾞﾜ ﾕｳﾀ

埼玉県 Honda 栃木

307

1600445 平塚 佑亮

ﾋﾗﾂｶ ﾕｳｽｹ

栃木県 Honda 栃木

308

1400265 野宮 一朗

ﾉﾐﾔ ｲﾁﾛｳ

栃木県 Honda 栃木

322

9900169 青木 誠

ｱｵｷ ﾏｺﾄ

東京都 ACQUA TAMA EURO-WORKS

324

9801919 中田 真琴

ﾅｶﾀ ﾏｺﾄ

京都府 ACQUA TAMA EURO-WORKS

325

0900461 秋山 悟郎

ｱｷﾔﾏ ｺﾞﾛｳ

東京都 ACQUA TAMA EURO-WORKS

327

1300766 茂越 龍哉

ﾓｺﾞｴ ﾀﾂﾔ

兵庫県 ACQUA TAMA EURO-WORKS

342

9701052 山本 雅道

ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾐﾁ

神奈川 シエルヴォ奈良MIYATA-MERIDAレーシングチーム

344

1001877 重田 兼吾

ｼｹﾞﾀ ｹﾝｺﾞ

千葉県 シエルヴォ奈良MIYATA-MERIDAレーシングチーム

345

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
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346

1100628 安田 京介

ﾔｽﾀﾞ ｷｮｳｽｹ

京都府 シエルヴォ奈良MIYATA-MERIDAレーシングチーム

348

1000164 福岡 直樹

ﾌｸｵｶ ﾅｵｷ

神奈川 シエルヴォ奈良MIYATA-MERIDAレーシングチーム

350

1600601 高山 恭彰

ﾀｶﾔﾏ ﾔｽｱｷ

三重県 シエルヴォ奈良MIYATA-MERIDAレーシングチーム

351

0800588 徳田 鍛造

ﾄｸﾀﾞ ﾀﾝｿﾞｳ

鹿児島 シエルヴォ奈良MIYATA-MERIDAレーシングチーム

361

0400470 大久保 陣

ｵｵｸﾎﾞ ｼﾞﾝ

鹿児島 チームブリヂストンサイクリング

362

0500798 窪木 一茂

ｸﾎﾞｷ ｶｽﾞｼｹﾞ

福島県 チームブリヂストンサイクリング

363

0801011 石橋 学

ｲｼﾊﾞｼ ﾏﾅﾌﾞ

青森県 チームブリヂストンサイクリング

364

0900699 原田 裕成

ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾛｱｷ

岡山県 チームブリヂストンサイクリング

365

1001732 堀 孝明

ﾎﾘ ﾀｶｱｷ

栃木県 チームブリヂストンサイクリング

382

0601352 織田 聖

ｵﾀﾞ ﾋｼﾞﾘ

埼玉県 弱虫ペダル サイクリングチーム

383

1001103 長塚 寿生

ﾅｶﾞﾂｶ ﾄｼｷ

茨城県 弱虫ペダル サイクリングチーム

385

1502178 赤荻 秀弥

ｱｶｵｷﾞ ｼｭｳﾔ

栃木県 弱虫ペダル サイクリングチーム

386

1402184 岩崎 晶雲

ｲﾜｻｷ ｼｮｳｳﾝ

福島県 弱虫ペダル サイクリングチーム

387

1400152 江越 海玖也

ｴｺﾞｼ ﾐｸﾔ

神奈川 弱虫ペダル サイクリングチーム
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第2回 JBCF 秋吉台カルストロードレース
【Jエリートツアーチーム戦

レースレーティング：B 】 132名

2018.09.10

※選手のゼッケンNo.はクラスタ毎に割り振っています（E1/100番台、E2/200番台、E3/300番台）
No.

選手ID

選手名

ｶﾅ

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

303

1700685 菅村 篤

ｽｶﾞﾑﾗ ｱﾂｼ

広島県 Aki Rising Bicycle team

304

1800225 山田 哲也

ﾔﾏﾀﾞ ﾃﾂﾔ

広島県 Aki Rising Bicycle team

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

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

201

1501125 吉野 拓海

ﾖｼﾉ ﾀｸﾐ

東京都 アーティファクトレーシングチーム

305

1700598 鎌田 真輝

ｶﾏﾀ ﾏｻﾊﾙ

東京都 アーティファクトレーシングチーム

306

9702626 阿部 良之

ｱﾍﾞ ﾖｼﾕｷ

大阪府 チーム

アベノバ

307

1600794 天野 颯太

ｱﾏﾉ ｿｳﾀ

京都府 チーム

アベノバ

308

1700727 佐藤 弘章

ｻﾄｳ ﾋﾛｱｷ

大阪府 チーム

アベノバ

104

1502455 田中 隆太

ﾀﾅｶ ﾘｭｳﾀ

広島県 voyAge cycling team

105

1502247 横手 徳広

ﾖｺﾃ ﾄｸﾋﾛ

福岡県 voyAge cycling team

204

1400291 渡部 譲二

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｮｳｼﾞ

広島県 voyAge cycling team

309

1800115 有元 寛貴

ｱﾘﾓﾄ ﾋﾛｷ

広島県 voyAge cycling team

310

1800233 高杉 知希

ﾀｶｽｷﾞ ﾄﾓｷ

広島県 voyAge cycling team

311

1700367 細川 貴弘

ﾎｿｶﾜ ﾀｶﾋﾛ

岡山県 voyAge cycling team

145

1700035 花田 金之介

ﾊﾅﾀﾞ ｷﾝﾉｽｹ

大阪府 備北

206

1502296 若林 孝紀

ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾀｶﾉﾘ

広島県 備北

312

1700044 野村 和弘

ﾉﾑﾗ ｶｽﾞﾋﾛ

広島県 備北

314

JB18571 池上 竜太

ｲｹｶﾞﾐ ﾘｭｳﾀ

熊本県 ＴＥＡＭ

ＢＩＧＢＡＮＧ

ＩＭＰ

315

1800541 谷崎 雄樹

ﾀﾆｻﾞｷ ﾕｳｷ

熊本県 ＴＥＡＭ

ＢＩＧＢＡＮＧ

ＩＭＰ

316

1800379 古澤 卓哉

ﾌﾙｻﾜ ﾀｸﾔ

熊本県 ＴＥＡＭ

ＢＩＧＢＡＮＧ

ＩＭＰ

207

1201903 杉村 敏章

ｽｷﾞﾑﾗ ﾄｼｱｷ

愛媛県 チーム大永山

320

1000248 佐崎 拓郎

ｻｻﾞｷ ﾀｸﾛｳ

愛媛県 チーム大永山

321

1802537 本庄 義人

ﾎﾝｼｮｳ ﾖｼﾋﾄ

愛媛県 チーム大永山

322

9702003 岸本 伊織

ｷｼﾓﾄ ｲｵﾘ

愛知県 ロードレース男子部

323

1400431 佐藤 文彦

ｻﾄｳ ﾌﾐﾋｺ

愛知県 ロードレース男子部

324

1800275 林 大介

ﾊﾔｼ ﾀﾞｲｽｹ

愛知県 ロードレース男子部

325

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

208

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

248

1703521 神谷 正紀

ｶﾐﾔ ﾏｻﾉﾘ

静岡県 シマノドリンキング

327

1802823 綿貫 和也

ﾜﾀﾇｷ ｶｽﾞﾔ

大阪府 シマノドリンキング

209

1703403 安福 孝幸

ｱﾝﾌﾟｸ ﾀｶﾕｷ

広島県 eNShare Cycling Team

329

1500390 小林 達也

ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾂﾔ

広島県 eNShare Cycling Team

330

1802270 清水 嘉人

ｼﾐｽﾞ ﾖｼﾄ

岡山県 eNShare Cycling Team

331

1800637 古谷 友一

ﾌﾙﾀﾆ ﾕｳｲﾁ

広島県 eNShare Cycling Team

332

1802046 吉木 匠

ﾖｼｷ ﾀｸﾐ

広島県 eNShare Cycling Team

210

0801454 井上 無我

ｲﾉｳｴ ﾑｶﾞ

山口県 山口県自転車競技連盟・GRP（Ａ）

213

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（Ａ）

337

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（Ａ）

338

1802119 原 直人

ﾊﾗ ﾅｵﾄ

山口県 山口県自転車競技連盟・GRP（Ａ）

339

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（Ａ）

211

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（Ｂ）

212

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（Ｂ）

335

9802484 植木 康文

ｳｴｷ ﾔｽﾌﾐ

山口県 山口県自転車競技連盟・GRP（Ｂ）

336

1802627 大久保 剛

ｵｵｸﾎﾞ ﾂﾖｼ

山口県 山口県自転車競技連盟・GRP（Ｂ）

340

1800202 森 悠太

ﾓﾘ ﾕｳﾀ

山口県 山口県自転車競技連盟・GRP（Ｂ）
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108

1501497 皿谷 宏人

ｻﾗｶﾞｲ ﾋﾛﾄ

広島県 エキップ

ティラン

109

1502726 松浦 正己

ﾏﾂｳﾗ ﾏｻｷ

広島県 エキップ

ティラン

214

0200433 酒居 良和

ｻｶｲ ﾖｼｶｽﾞ

広島県 エキップ

ティラン

215

1700036 早苗 拓海

ｻﾅｴ ﾀｸﾐ

広島県 エキップ

ティラン

341

1800410 岩崎 啓太

ｲﾜｻｷ ｹｲﾀ

広島県 エキップ

ティラン

110

1400141 長妻 暁

ﾅｶﾞﾂﾏ ｱｷﾗ

神奈川 FORCE

111

1500217 八幡 光哉

ﾔﾊﾀ ﾐﾂﾔ

東京都 FORCE

343

1800097 玉仙 健一

ｷﾞｮｸｾﾝ ｹﾝｲﾁ

神奈川 FORCE

112

1500271 石渡 誠一

ｲｼﾜﾀﾘ ｾｲｲﾁ

神奈川 フィッツ

113

1601219 松下 直暉

ﾏﾂｼﾀ ﾅｵｷ

東京都 フィッツ

114

1500164 吉田 泰大

ﾖｼﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ

神奈川 フィッツ

344

1703381 大城 奨

ｵｵｼﾛ ｼｮｳ

東京都 フィッツ

115

1500505 築山 元樹

ﾂｷﾔﾏ ｹﾞﾝｷ

岡山県 Team Grandi Petit

216

1401377 夛田 裕樹

ﾀﾀﾞ ﾕｳｷ

岡山県 Team Grandi Petit

345

1800259 中尾 敦司

ﾅｶｵ ｱﾂｼ

岡山県 Team Grandi Petit

346

1501201 森井 浩明

ﾓﾘｲ ﾋﾛｱｷ

岡山県 Team Grandi Petit

116

1402092 川野 健太

ｶﾜﾉ ｹﾝﾀ

東京都 日本ろう自転車競技協会

117

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

349

1001244 宮田 大

ﾐﾔﾀ ﾀﾞｲ

東京都 日本ろう自転車競技協会

118

1100700 松本 秀一

ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾃﾞｶｽﾞ

愛媛県 TEAM LUPPI

119

1100638 山岡 健人

ﾔﾏｵｶ ｹﾝﾄ

愛媛県 TEAM LUPPI

350

1702977 大岡 佑誠

ｵｵｵｶ ﾕｳｾｲ

愛媛県 TEAM LUPPI

120

1400051 佐藤 耕司

ｻﾄｳ ｺｳｼﾞ

大阪府 イナーメ信濃山形-EFT

121

1502777 生田目 修

ﾅﾏﾀﾒ ｵｻﾑ

栃木県 イナーメ信濃山形-EFT

217

0500435 福留 康介

ﾌｸﾄﾞﾒ ｺｳｽｹ

岡山県 イナーメ信濃山形-EFT

352

1700359 入谷 康視

ｲﾘﾀﾆ ﾔｽｼ

愛知県 イナーメ信濃山形-EFT

124

1700086 井手 道康

ｲﾃﾞ ﾐﾁﾔｽ

愛知県 ネクストリーム・うどん虹や

125

1300409 根田 裕司

ﾈﾀﾞ ﾕｳｼﾞ

大阪府 ネクストリーム・うどん虹や

126

1600007 橋本 陽介

ﾊｼﾓﾄ ﾖｳｽｹ

大阪府 ネクストリーム・うどん虹や

224

1700197 水町 勝彦

ﾐｽﾞﾏﾁ ｶﾂﾋｺ

福岡県 ＰＡＲＡＢＯＬＡイワイシーガル

356

1700198 川口 照悟

ｶﾜｸﾞﾁ ｼｮｳｺﾞ

福岡県 ＰＡＲＡＢＯＬＡイワイシーガル

357

0700311 野口 英智

ﾉｸﾞﾁ ﾋﾃﾞﾄﾓ

福岡県 ＰＡＲＡＢＯＬＡイワイシーガル

358

1700199 深堀 理

ﾌｶﾎﾘ ﾏｻﾙ

福岡県 ＰＡＲＡＢＯＬＡイワイシーガル

127

0701230 岡本 康太郎

ｵｶﾓﾄ ｺｳﾀﾛｳ

和歌山 TEAM SANREMO

226

1600158 菟田 竜一

ｳﾀﾞ ﾘｭｳｲﾁ

和歌山 TEAM SANREMO

362

1802534 岡崎 由幸

ｵｶｻﾞｷ ﾖｼﾕｷ

和歌山 TEAM SANREMO

128

1800028 佐藤 俊雄

ｻﾄｳ ﾄｼｵ

兵庫県 TEAM

all out

364

1800057 中村 将也

ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾔ

大阪府 TEAM

all out

365

1802568 原田 将人

ﾊﾗﾀﾞ ﾏｻﾄ

兵庫県 TEAM

all out

129

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

227

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

228

9702438 宮本 泰典

ﾐﾔﾓﾄ ﾔｽﾉﾘ

徳島県 徳島サイクルレーシング

229

1700635 森 聖吾

ﾓﾘ ｾｲｺﾞ

徳島県 徳島サイクルレーシング

230

1700538 八木 健太

ﾔｷﾞ ｹﾝﾀ

高知県 徳島サイクルレーシング

366

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

130

1600075 坂川 達行

ｻｶｶﾞﾜ ﾀﾂﾕｷ

広島県 Team Kermis Cross（Ａ）

132

1600071 柳楽 諭

ﾅｷﾞﾗ ｻﾄｼ

広島県 Team Kermis Cross（Ａ）

233

1400292 富永 将宇

ﾄﾐﾅｶﾞ ﾏｻﾀｶ

広島県 Team Kermis Cross（Ａ）

377

1800204 安田 拓也

ﾔｽﾀﾞ ﾀｸﾔ

広島県 Team Kermis Cross（Ａ）

131

1500173 中川 泰我

ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｲｶﾞ

広島県 Team Kermis Cross（Ｂ）

133

1301684 廣本 凌也

ﾋﾛﾓﾄ ﾘｮｳﾔ

広島県 Team Kermis Cross（Ｂ）

370

1501045 木原 与志寛

ｷﾊﾗ ﾖｼﾋﾛ

広島県 Team Kermis Cross（Ｂ）
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234

1100305 磯田 竜介

ｲｿﾀﾞ ﾘｭｳｽｹ

香川県 Tyrell Kagawa Racing

235

0500433 加藤 俊介

ｶﾄｳ ｼｭﾝｽｹ

香川県 Tyrell Kagawa Racing

379

1600581 亀谷 宏海

ｶﾒﾀﾆ ﾋﾛﾐ

香川県 Tyrell Kagawa Racing

380

1100667 松村 和浩

ﾏﾂﾑﾗ ｶｽﾞﾋﾛ

香川県 Tyrell Kagawa Racing

135

1400602 岩切 弘輝

ｲﾜｷﾘ ﾋﾛｷ

大分県 津末レーシング

238

9702601 津末 浩平

ﾂｽｴ ｺｳﾍｲ

大分県 津末レーシング

239

1700456 福永 将太

ﾌｸﾅｶﾞ ｼｮｳﾀ

大分県 津末レーシング

382

9800894 安東 博隆

ｱﾝﾄﾞｳ ﾋﾛﾀｶ

大分県 津末レーシング

383

1700736 江藤 潤

ｴﾄｳ ｼﾞｭﾝ

大分県 津末レーシング

384

1501416 宮本 賢一

ﾐﾔﾓﾄ ｹﾝｲﾁ

大分県 津末レーシング

139

1500211 高橋 叶平

ﾀｶﾊｼ ｷｮｳﾍｲ

広島県 Team UKYO Reve（Ａ）

140

1600606 長谷川 彰浩

ﾊｾｶﾞﾜ ｱｷﾋﾛ

東京都 Team UKYO Reve（Ａ）

240

0400400 佐々木 優也

ｻｻｷ ﾕｳﾔ

広島県 Team UKYO Reve（Ａ）

136

1501770 岩本 克也

ｲﾜﾓﾄ ｶﾂﾔ

山口県 Team UKYO Reve（Ｂ）

137

1500375 齋藤 俊輔

ｻｲﾄｳ ｼｭﾝｽｹ

広島県 Team UKYO Reve（Ｂ）

138

0500685 清水 一弘

ｼﾐｽﾞ ｶｽﾞﾋﾛ

富山県 Team UKYO Reve（Ｂ）

385

1700001 村岡 耕吉

ﾑﾗｵｶ ｺｳｷﾁ

広島県 Team UKYO Reve（Ｂ）

241

1802207 秋好 佑太

ｱｷﾖｼ ﾕｳﾀ

福岡県 VC FUKUOKA（エリート）

389

1700218 竹内 碧海

ﾀｹｳﾁ ｱｵｲ

福岡県 VC FUKUOKA（エリート）

390

1701966 中村 典

ﾅｶﾑﾗ ﾂｶｻ

福岡県 VC FUKUOKA（エリート）

391

1703117 山田 悠斗

ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾄ

福岡県 VC FUKUOKA（エリート）

142

1100274 藤田 耕志

ﾌｼﾞﾀ ﾀｶｼ

大阪府 VC VELOCE

242

1800085 池川 辰哉

ｲｹｶﾞﾜ ﾀﾂﾔ

大阪府 VC VELOCE

243

1100453 山野井 哲実

ﾔﾏﾉｲ ｻﾄﾐ

大阪府 VC VELOCE

393

1500049 末冨 拓

ｽｴﾄﾐ ﾀｸ

滋賀県 VC VELOCE

143

1400096 雑賀 大輔

ｻｲｶ ﾀﾞｲｽｹ

千葉県 湾岸サイクリング・ユナイテッド

144

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

244

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

245

1600456 山崎 博志

ﾔﾏｻﾞｷ ﾋﾛｼ

千葉県 湾岸サイクリング・ユナイテッド

246

1300697 中村 邦男

ﾅｶﾑﾗ ｸﾆｵ

長崎県 ウィズラン

394

1300593 木竹 広賢

ｷﾀｹ ﾋﾛﾀｶ

長崎県 ウィズラン

395

1402238 園田 康訓

ｿﾉﾀﾞ ﾔｽﾉﾘ

長崎県 ウィズラン

は、9/08-09の舞洲大会での自動昇格によりゼッケン変更
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第2回 JBCF 秋吉台カルストロードレース
【クラスタ：F レースレーティング：F】 10名
No.

選手ID

選手名

2018.09.10
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

0501522 北野 寿枝

ｷﾀﾉ ﾋｻｴ

広島県 voyAge cycling team

3

1800102 早瀬 恵子

ﾊﾔｾ ｹｲｺ

広島県 voyAge cycling team

4

1100515 前島 律子

ﾏｴｼﾞﾏ ﾘﾂｺ

東京都 チバポンズ

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

7

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

8

1401321 根岸 恵美

ﾈｷﾞｼ ｴﾐ

岡山県 チーム岡山

9

1802388 久木野 杏菜

ｸｷﾉ ｱﾝﾅ

鹿児島 TEAM YOU CAN

10

1602704 久木野 衣美

ｸｷﾉ ｴﾐ

鹿児島 TEAM YOU CAN

11

1700729 伊藤 優以

ｲﾄｳ ﾕｲ

兵庫県 チーム
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ゼロ

ウノ

フロンティア

