
【クラスタ︓E1  グレード︓H】 44名 2019/5/21

No JCF ID ⽒名 カナ 登録地 チーム名

401 1200140 海保 洋平 ｶｲﾎ ﾖｳﾍｲ 千葉 AQULS内房レーシング
402 0800429 菅根 利明 ｽｶﾞﾈ ﾄｼｱｷ 群⾺ イナーメ信濃⼭形-EFT
403 0400076 中井 光博 ﾅｶｲ ﾐﾂﾋﾛ 岐⾩ イナーメ信濃⼭形-EFT
404 1200649 野⼝ 岳志 ﾉｸﾞﾁ ﾀｹｼ ⻑野 VCMS GRIDE
405 9700734 井上 登⼠哉 ｲﾉｳｴ ﾄｼﾔ 愛媛 VC VELOCE
406 1201718 ⾦⼦ 陽⼀ ｶﾈｺ ﾖｳｲﾁ ⼤阪 VC VELOCE
407 1802568 原⽥ 将⼈ ﾊﾗﾀﾞ ﾏｻﾄ 兵庫 ALL OUT reric
408 0900227 鮎澤 誠治 ｱｲｻﾞﾜ ｾｲｼﾞ ⻑野 カンクリサイクリングチーム
409 0200198 村⽥ 隆 ﾑﾗﾀ ﾀｶｼ ⻑野 カンクリサイクリングチーム
410 1600449 柴沼 ⽞⼈ ｼﾊﾞﾇﾏ ｹﾞﾝﾄ 茨城 GROWING Racing Team
411 9900113 ⾼橋 利明 ﾀｶﾊｼ ﾄｼｱｷ 茨城 GROWING Racing Team
412 1700871 中川 真也 ﾅｶｶﾞﾜ ｼﾝﾔ ⽯川 Kochel V.C. Sputnik
413 1500593 奈良 祥吾 ﾅﾗ ｼｮｳｺﾞ 埼⽟ サイタマサイクルプロジェクト
414 0001698 福原 ⼤ ﾌｸﾊﾗ ﾀﾞｲ 埼⽟ サイタマサイクルプロジェクト
415 1800163 若⽉ 隆真 ﾜｶﾂｷ ﾀｸﾏ 埼⽟ 彩北ツブラーゼ
416 1000280 桑⼭ 和也 ｸﾜﾔﾏ ｶｽﾞﾔ ⼤阪 シマノドリンキング
417 1100640 ⾼野 翔太 ﾀｶﾉ ｼｮｳﾀ ⼤阪 シマノドリンキング
418 1500153 島崎 ⼀也 ｼﾏｻﾞｷ ｶｽﾞﾔ 埼⽟ シャークアイランド
419 1602486 瀬⽥ 昌彦 ｾﾀ ﾏｻﾋｺ 埼⽟ シャークアイランド
420 1500114 ⽥⼝ 紀昭 ﾀｸﾞﾁ ﾉﾘｱｷ 埼⽟ シャークアイランド
421 1500111 中村 義之 ﾅｶﾑﾗ ﾖｼﾕｷ 埼⽟ シャークアイランド
422 1300295 ⼩林 成輔 ｺﾊﾞﾔｼ ｾｲｽｹ 東京 SUBARU Cycling Team
423 1301588 ⼤杉 直敬 ｵｵｽｷﾞ ﾅｵﾀｶ 静岡 SPADE・ACE
424 0900006 杉原 和剛 ｽｷﾞﾊﾗ ｶｽﾞﾋｻ 静岡 SPADE・ACE
425 1300016 藤井 ⼀厳 ﾌｼﾞｲ ﾉﾌﾞﾋﾛ 静岡 SPADE・ACE
426 9800627 安川 智⼀朗 ﾔｽｶﾜ ﾄﾓｲﾁﾛｳ 栃⽊ SPADE・ACE
427 9901846 ⼤倉 健⼀ ｵｵｸﾗ ｹﾝｲﾁ 東京 セオレーシング
428 1802143 坂⼝ 裕芳 ｻｶｸﾞﾁ ﾋﾛﾖｼ 兵庫 soleil de lest
429 0000251 佐々⽊ 健 ｻｻｷ ﾀｹｼ 愛知 天狗党
430 0600048 奥野 浩和 ｵｸﾉ ﾋﾛｶｽﾞ ⼤阪 ナカガワAS・Kʼデザイン
431 1601955 本間 豪紀 ﾎﾝﾏ ﾋﾃﾞﾄｼ 東京 NAK Racing
432 1000071 古屋 穂⾼ ﾌﾙﾔ ﾎﾀﾞｶ 神奈川 FAST LANE Racing
433 1800462 佐々⽊ 遼 ｻｻｷ ﾘｮｳ 神奈川 PHANTOM 湘南
434 1100350 加納 篤 ｶﾉｳ ｱﾂｼ 栃⽊ VC福岡（エリート）
435 1601774 三⽥村 ⻯太 ﾐﾀﾑﾗ ﾘｭｳﾀ 東京 フィッツ
436 1300264 中川 祐輝 ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳｷ 東京 FORCE
437 1700556 浅野 涼太 ｱｻﾉ ﾘｮｳﾀ 栃⽊ ブラウ・ブリッツェン
438 1602084 海藤 颯 ｶｲﾄﾞｳ ﾊﾔﾃ 栃⽊ ブラウ・ブリッツェン
439 1600451 ⽊村 紀仁 ｷﾑﾗ ﾉﾘﾋﾄ 茨城 ブラウ・ブリッツェン
440 1800308 鈴⽊ 道也 ｽｽﾞｷ ﾐﾁﾔ 栃⽊ ブラウ・ブリッツェン
441 1400772 宮⽥ 琢視 ﾐﾔﾀ ﾀｸﾐ 栃⽊ ブラウ・ブリッツェン
442 1502775 古川 裕真 ﾌﾙｶﾜ ﾕｳﾏ 静岡 ボンシャンス
443 1100076 ⾓⽥ 光隆 ｽﾐﾀﾞ ﾐﾂﾀｶ 奈良 EURO-WORKS Racing
444 1500648 福吉 紳悟 ﾌｸﾖｼ ｼﾝｺﾞ 神奈川 YOKOSUKA UNO RACING
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【クラスタ︓E2  グレード︓H-2】 30名 2019/5/21

No JCF ID ⽒名 カナ 登録地 チーム名

501 1301736 ⻑⾕川 武敏 ﾊｾｶﾞﾜ ﾀｹﾄｼ ⻑野 ACQUA TAMA
502 9900092 後藤 輝朗 ｺﾞﾄｳ ﾃﾙｱｷ 千葉 AQULS内房レーシング
503 0900512 ⼭野内 徹 ﾔﾏﾉｳﾁ ﾄｵﾙ 神奈川 atelierFLEUVE Racing
504 1900335 城所 皐輔 ｷﾄﾞｺﾛ ｺｳｽｹ 愛知 イナーメ信濃⼭形-EFT
505 1300559 柴⽥ 直樹 ｼﾊﾞﾀ ﾅｵｷ ⻑野 イナーメ信濃⼭形-EFT
506 1300541 村⽥ 哲寛 ﾑﾗﾀ ﾃﾂﾋﾛ ⽯川 イナーメ信濃⼭形-EFT
507 1000512 佐井 輝久 ｻｲ ﾃﾙﾋｻ 京都 VC VELOCE
508 1101515 平⽥ 匡史 ﾋﾗﾀ ﾏｻｼ ⼤阪 VC VELOCE
509 1900482 ⻄村 基 ﾆｼﾑﾗ ﾓﾄｲ 神奈川 VENTOS FRECCIA
510 1000195 川上 晃史 ｶﾜｶﾐ ｺｳｼﾞ 愛知 ｸﾗﾌﾞGiro
511 9702810 ⾼梨 真幸⼈ ﾀｶﾅｼ ﾏｺﾄ 茨城 GROWING Racing Team
512 1701575 永塩 幸之介 ﾅｶﾞｼｵ ｺｳﾉｽｹ 群⾺ 群⾺グリフィンエリート
513 1300377 ⼩林 直樹 ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵｷ 愛知 KOGMA Racing
514 1700492 柴野 剛永 ｼﾊﾞﾉ ﾀｶﾉﾘ 埼⽟ シャークアイランド
515 1600316 狩野 敦 ｶﾉｳ ｱﾂｼ 群⾺ 上⽑レーシング
516 1200606 ⾨奈 芳⽣ ﾓﾝﾅ ﾖｼｵ 埼⽟ SQUADRA CORSE cicli HIDE
517 0000387 ⼤橋 克弘 ｵｵﾊｼ ｶﾂﾋﾛ 静岡 SPADE・ACE
518 1100689 丸⽥ 友之 ﾏﾙﾀ ﾄﾓﾕｷ 東京 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ
519 1502785 渡辺 耶⽃ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾔﾄ 東京 Team FITTE
520 1800097 ⽟仙 健⼀ ｷﾞｮｸｾﾝ ｹﾝｲﾁ 広島 DREAMER
521 1600645 ⾼森 史弥 ﾀｶﾓﾘ ﾌﾐﾋﾛ 神奈川 HAMMER!!BROS
522 0900210 中澤 潤 ﾅｶｻﾞﾜ ｼﾞｭﾝ ⻑野 Pinazou Test Team
523 9702821 ⼾⽥ 誠 ﾄﾀﾞ ﾏｺﾄ 東京 ⽇野⾃動⾞レーシングチーム
524 1800125 ⻑島 慧明 ﾅｶﾞｼﾏ ｻﾄｱｷ 栃⽊ ブラウ・ブリッツェン
525 1600414 新沼 颯 ﾆｲﾇﾏ ﾊﾔﾃ 栃⽊ ブラウ・ブリッツェン
526 0300140 佐藤 善⼤ ｻﾄｳ ﾖｼﾋﾛ 愛知 Verdad
527 1602681 原⽥ 裕貴 ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾛｷ 神奈川 YOKOSUKA UNO RACING
528 1000471 ⼤島 理彦 ｵｵｼﾏ ﾐﾁﾋｺ ⻑野 ラヴニールあづみの
529 1700993 宇賀持 凌 ｳｶﾞﾓﾁ ﾘｮｳ 栃⽊ リベルタスTOCHIGI BICYCLE CLUB
530 1101602 若林 貴広 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾀｶﾋﾛ 東京 Ｙʼｓ Ｒｏａｄ
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【クラスタ︓E3  グレード︓H-3】 38名 2019/5/21

No JCF ID ⽒名 カナ 登録地 チーム名

601 1900067 須藤 卓 ｽﾄｳ ｽｸﾞﾙ 埼⽟ あらかわZoo Racing
602 1800235 ⼤澤 康⽣ ｵｵｻﾜ ﾔｽｵ 群⾺ ALLEGRO
603 1800038 伊奈 孝浩 ｲﾅ ﾀｶﾋﾛ 愛知 イナーメ信濃⼭形-EFT
604 1900199 中野 圭 ﾅｶﾉ ｹｲ 愛知 イナーメ信濃⼭形-EFT
605 1900052 清⽔ 碧⼈ ｼﾐｽﾞ ｱｵﾄ ⻑野 VCMS GRIDE
606 1500049 末冨 拓 ｽｴﾄﾐ ﾀｸ 滋賀 VC VELOCE
607 1802984 ⼩貫 耕平 ｵﾇｷ ｺｳﾍｲ 東京 VENTOS FRECCIA
608 1502740 ⾼⽥ 幸朗 ﾀｶﾀﾞ ﾕｷｵ 京都 ALL OUT reric
609 1001625 ⼩野 太 ｵﾉ ﾌﾄｼ 栃⽊ OYAMA STARPLEX
610 1803012 鍛治ヶ澤 光紀 ｶｼﾞｶﾞｻﾜ ﾐﾂﾉﾘ 群⾺ 群⾺グリフィンエリート
611 1900550 ⾼橋 恭平 ﾀｶﾊｼ ｷｮｳﾍｲ 岐⾩ KOGMA Racing
612 1401920 ⽥代 亘 ﾀｼﾛ ﾜﾀﾙ ⼤阪 シマノドリンキング
613 1502111 相原 晴⼀朗 ｱｲﾊﾗ ｾｲｲﾁﾛｳ 神奈川 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ
614 0300337 市橋 徹也 ｲﾁﾊｼ ﾃﾂﾔ 東京 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ
615 1900364 神村 泰輝 ｶﾐﾑﾗ ﾀｲｷ 東京 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ
616 0501587 ⽥中 智⼰ ﾀﾅｶ ﾄﾓﾐ 東京 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ
617 1900253 野⽥ 恭平 ﾉﾀﾞ ｷｮｳﾍｲ 兵庫 soleil de lest
618 1700751 ⼩⼭⽥ 亮 ｵﾔﾏﾀﾞ ﾘｮｳ 静岡 TEAM YOU CAN
619 0700326 ⼩林 孝幸 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶﾕｷ 東京 チームリマサンズ
620 0000156 深尾 淳 ﾌｶｵ ｼﾞｭﾝ 東京 チームリマサンズ
621 1502293 五⼗嵐 ⿓ ｲｶﾞﾗｼ ﾘｭｳ 埼⽟ docomo RT
622 0801077 松⽥ 智史 ﾏﾂﾀ ｻﾄｼ ⼤阪 ナカガワAS・Kʼデザイン
623 0300042 島﨑 晃⼀ ｼﾏｻﾞｷ ｺｳｲﾁ 東京 ⽇野⾃動⾞レーシングチーム
624 1900257 梅原 朱熙 ｳﾒﾊﾗ ｼｭｷ 神奈川 PHANTOM 湘南
625 1900115 佐々⽊ 海 ｻｻｷ ｶｲ 神奈川 PHANTOM 湘南
626 1900300 宮崎 晃司 ﾐﾔｻﾞｷ ｺｳｼﾞ 兵庫 VC AVANZARE
627 1601355 望⽉ 瑞記 ﾓﾁｽﾞｷ ﾐｽﾞｷ 静岡 フィッツ
628 1900244 鎌倉 武⼠ ｶﾏｸﾗ ﾀｹｼ 栃⽊ ブラウ・ブリッツェン
629 1703537 Jason Richardson ｼﾞｪｲｿﾝ ﾘﾁｬｰﾄﾞｿﾝ 栃⽊ ブラウ・ブリッツェン
630 1600365 ⼤森 尉正 ｵｵﾓﾘ ﾔｽﾏｻ 三重 BREZZA-KAMIHAGI
631 1802376 和⽥ 集太 ﾜﾀﾞ ｼｭｳﾀ 岐⾩ BREZZA-KAMIHAGI
632 1800445 ⼤脇 勝俊 ｵｵﾜｷ ｶﾂﾄｼ 愛知 ラヴニールあづみの
633 9700528 横⽥ 正美 ﾖｺﾀ ﾏｻﾐ 栃⽊ リベルタスTOCHIGI BICYCLE CLUB
634 1601966 ⽥坂 圭吾 ﾀｻｶ ｹｲｺﾞ 埼⽟ LINKVISION GIRASOLE CYCLING
635 1702967 中村 元紀 ﾅｶﾑﾗ ﾓﾄｷ 埼⽟ LINKVISION GIRASOLE CYCLING
636 1300201 今井 明 ｲﾏｲ ｱｷﾗ 神奈川 Ｙʼｓ Ｒｏａｄ
637 1301547 藤⽥ 新⼆ ﾌｼﾞﾀ ｼﾝｼﾞ 愛知 インパルス
638 1702110 藤⽥ ⻯也 ﾌｼﾞﾀ ﾀﾂﾔ 愛知 インパルス

【クラスタ︓F  グレード︓H-3】 6名 2019/5/21

No JCF ID ⽒名 カナ 登録地 チーム名

651 1800718 千野 あゆみ ﾁﾉ ｱﾕﾐ 埼⽟ サイタマサイクルプロジェクト
652 1402101 ⽥島 洋⼦ ﾀｼﾞﾏ ﾖｳｺ 埼⽟ シャークアイランド
653 1000382 ⾓尾 恵 ｽﾐｵ ﾒｸﾞﾐ 東京 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ
654 1800032 森本 保乃花 ﾓﾘﾓﾄ ﾎﾉｶ ⼤阪 ZERO
655 1900263 中川 由美 ﾅｶｶﾞﾜ ﾕﾐ ⼤阪 ナカガワAS・Kʼデザイン
656 1803042 早福 佳乃⼦ ｿｳﾌｸ ｶﾉｺ 東京 FORCE

第22回 JBCF 栂池⾼原ヒルクライム

第22回 JBCF 栂池⾼原ヒルクライム


