
【クラスタ：E1　レースレーティング：Bh 】18名 2018.07.25

No. 選手ID 選手名 ｶﾅ 登録地 ﾁｰﾑ名

501 1600066 佐々木 均 ｻｻｷ ﾋﾄｼ 広島県 voyAge cycling team

502 1502247 横手 徳広 ﾖｺﾃ ﾄｸﾋﾛ 福岡県 voyAge cycling team

503 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

504 1100076 角田 光隆 ｽﾐﾀﾞ ﾐﾂﾀｶ 奈良県 EURO-WORKS Racing

505 1500192 白井 真人 ｼﾗｲ ﾏｻﾄ 東京都 FORCE

506 1400141 長妻 暁 ﾅｶﾞﾂﾏ ｱｷﾗ 神奈川 FORCE

507 1500217 八幡 光哉 ﾔﾊﾀ ﾐﾂﾔ 東京都 FORCE

508 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

509 1100638 山岡 健人 ﾔﾏｵｶ ｹﾝﾄ 愛媛県 TEAM LUPPI

510 1400051 佐藤 耕司 ｻﾄｳ ｺｳｼﾞ 大阪府 イナーメ信濃山形-EFT

511 0901303 亀岡 晋也 ｶﾒｵｶ ｼﾝﾔ 愛媛県 masahikomifune.com CyclingTeam

512 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

513 0901407 今井 基裕 ｲﾏｲ ﾓﾄﾋﾛ 東京都 サイタマサイクルプロジェクト

514 1400602 岩切 弘輝 ｲﾜｷﾘ ﾋﾛｷ 大分県 津末レーシング

515 1501770 岩本 克也 ｲﾜﾓﾄ ｶﾂﾔ 山口県 Team UKYO Reve

516 1500211 高橋 叶平 ﾀｶﾊｼ ｷｮｳﾍｲ 広島県 Team UKYO Reve

517 1200140 海保 洋平 ｶｲﾎ ﾖｳﾍｲ 千葉県 AQULS内房レーシング

518 9700734 井上 登士哉 ｲﾉｳｴ ﾄｼﾔ 愛媛県 VC VELOCE
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【クラスタ：E2　レースレーティング：Ch 】17名 2018.07.25

No. 選手ID 選手名 ｶﾅ 登録地 ﾁｰﾑ名

531 1400291 渡部 譲二 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｮｳｼﾞ 広島県 voyAge cycling team

532 1500347 川上 豪仁 ｶﾜｶﾐ ﾀｹﾋﾄ 福岡県 Ｂｌｕｅ Ｇｒａｓｓ

533 1201718 金子 陽一 ｶﾈｺ ﾖｳｲﾁ 大阪府 CLOUD 9ers

534 0900283 徳永 易丈 ﾄｸﾅｶﾞ ﾔｽﾀｹ 愛媛県 チーム大永山

535 1501498 下山 洋平 ｻｶﾞﾔﾏ ﾖｳﾍｲ 広島県 エキップ　ティラン

536 1600352 服平 和樹 ﾌｸﾍﾞ ｶｽﾞｷ 大分県 SAUCE DEVELOPMENT

537 1001247 大村 英哉 ｵｵﾑﾗ ﾌｻﾔ 熊本県 ﾊﾟｰﾌﾟﾙﾓﾝｷｰ

538 1600677 仲山 大地 ﾅｶﾔﾏ ﾀﾞｲﾁ 熊本県 セレクシオン南九州

539 1802143 坂口 裕芳 ｻｶｸﾞﾁ ﾋﾛﾖｼ 兵庫県 soleil de lest

540 1600075 坂川 達行 ｻｶｶﾞﾜ ﾀﾂﾕｷ 広島県 Team Kermis Cross

541 0700657 河合 達朗 ｶﾜｲ ﾀﾂﾛｳ 宮崎県 Ｙ’ｓ Ｒｏａｄ

542 9702244 杉野 和宏 ｽｷﾞﾉ ｶｽﾞﾋﾛ 岡山県 チーム岡山

543 1502584 本田 一樹 ﾎﾝﾀﾞ ｶｽﾞｷ 大分県 津末レーシング

544 1802207 秋好 佑太 ｱｷﾖｼ ﾕｳﾀ 福岡県 VC FUKUOKA（エリート）

545 1400283 横田 慧一 ﾖｺﾀ ｹｲｲﾁ 大阪府 CWASPアタリ前田

546 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

547 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
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【クラスタ：E3　レースレーティング：Dh 】30名 2018.07.25

No. 選手ID 選手名 ｶﾅ 登録地 ﾁｰﾑ名

551 1800541 谷崎 雄樹 ﾀﾆｻﾞｷ ﾕｳｷ 熊本県 ＴＥＡＭ　ＢＩＧＢＡＮＧ　ＩＭＰ

552 1800379 古澤　 卓哉 ﾌﾙｻﾜ ﾀｸﾔ 熊本県 ＴＥＡＭ　ＢＩＧＢＡＮＧ　ＩＭＰ

553 1600365 大森 尉正 ｵｵﾓﾘ ﾔｽﾏｻ 三重県 BREZZA-KAMIHAGI

554 1800197 赤峰 宏典 ｱｶﾐﾈ ﾋﾛﾉﾘ 千葉県 サイクルフリーダム・レーシング

555 1800275 林 大介 ﾊﾔｼ ﾀﾞｲｽｹ 愛知県 ロードレース男子部

556 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

557 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

558 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

559 1800202 森 悠太 ﾓﾘ ﾕｳﾀ 山口県 山口県自転車競技連盟・GRP

560 1800410 岩崎 啓太 ｲﾜｻｷ ｹｲﾀ 広島県 エキップ　ティラン

561 1800097 玉仙 健一 ｷﾞｮｸｾﾝ ｹﾝｲﾁ 神奈川 FORCE

562 1800088 横塚 暁人 ﾖｺﾂｶ ｱｷﾋﾄ 東京都 FORCE

563 1402287 井上 陽二郎 ｲﾉｳｴ ﾖｳｼﾞﾛｳ 東京都 GYOTOKU TEAM OF RACING

564 1800389 川武 春樹 ｶﾜﾀｹ ﾊﾙｷ 広島県 チーム・ケンズ

565 1500377 山本 浩史 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛｼ 広島県 チーム・ケンズ

566 1702977 大岡 佑誠 ｵｵｵｶ ﾕｳｾｲ 愛媛県 TEAM LUPPI

567 1600363 赤木 亮介 ｱｶｷﾞ ﾘｮｳｽｹ 長崎県 ﾈｽﾄ ﾅｶﾞｻｷ

568 1301940 廣田 力也 ﾋﾛﾀ ﾘｷﾔ 長崎県 ﾈｽﾄ ﾅｶﾞｻｷ

569 1800677 丸田 諒一 ﾏﾙﾀ ﾘｮｳｲﾁ 長崎県 ﾈｽﾄ ﾅｶﾞｻｷ

570 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

571 1601816 橋爪 佑輔 ﾊｼﾂﾞﾒ ﾕｳｽｹ 福岡県 Team Sciroco

572 1602442 藤本 英揮 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾋﾃﾞｷ 熊本県 Team Sciroco

573 1600596 石川 勉 ｲｼｶﾜ ﾂﾄﾑ　 熊本県 セレクシオン南九州

574 1300643 中原 裕章 ﾅｶﾊﾗ ﾋﾛｱｷ 熊本県 チームGINRIN熊本

575 1703483 黒木 伸之 ｸﾛｷ ﾉﾌﾞﾕｷ 沖縄県 TEAM OKINAWA

576 1700806 神尊 隆治 ｺｳｿ ﾘｭｳｼﾞ 大分県 津末レーシング

577 1700734 畑 洋介 ﾊﾀ ﾖｳｽｹ 大分県 津末レーシング

578 1700456 福永 将太 ﾌｸﾅｶﾞ ｼｮｳﾀ 大分県 津末レーシング

579 1701966 中村 典 ﾅｶﾑﾗ ﾂｶｻ 福岡県 VC FUKUOKA（エリート）

580 1800338 吉原 祐樹 ﾖｼﾊﾗ ﾕｳｷ 福岡県 VC FUKUOKA（エリート）
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【クラスタ：F　レースレーティング：Fh 】 3名 2018.07.25

No. 選手ID 選手名 ｶﾅ 登録地 ﾁｰﾑ名

591 1600364 田方 佐矢子 ﾀｶﾀ ｻﾔｺ 長崎県 ﾈｽﾄ ﾅｶﾞｻｷ

592 1200092 苅田 磨己 ｶﾘﾀ ﾏﾐ 神奈川 竹芝サイクルレーシング

593 1602704 久木野 衣美 ｸｷﾉ ｴﾐ 鹿児島 TEAM YOU CAN

第3回 JBCF 椿ヶ⿐ヒルクライム

4/4


