
【クラスタ：E1　レースレーティング：Bh 】17名 2017.07.27

No. 選手ID 選手名 ｶﾅ 登録地 ﾁｰﾑ名
16 1200140 海保 洋平 ｶｲﾎ ﾖｳﾍｲ 千葉県 AQULS内房レーシング

54 1100702 三次 匠 ﾐﾖｼ ﾀｸﾐ 広島県 eNShare Cycling Team

68 1201718 金子 陽一 ｶﾈｺ ﾖｳｲﾁ 大阪府 CLOUD 9ers

174 1501770 岩本 克也 ｲﾜﾓﾄ ｶﾂﾔ 山口県 Team UKYO Reve

189 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

208 1100700 松本 秀一 ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 愛媛県 TEAM LUPPI

209 1100638 山岡 健人 ﾔﾏｵｶ ｹﾝﾄ 愛媛県 TEAM LUPPI

210 1300762 森 正存 ﾓﾘ ﾏｻﾉﾌﾞ 愛媛県 TEAM LUPPI

217 1400602 岩切 弘輝 ｲﾜｷﾘ ﾋﾛｷ 大分県 津末レーシング

219 9800897 宮成 國仁 ﾐﾔﾅﾘ ｸﾆﾋﾄ 大分県 津末レーシング

246 1100373 加藤 達也 ｶﾄｳ ﾀﾂﾔ 福岡県 ＰＡＲＡＢＯＬＡイワイシーガル

292 1500399 石川 豊久 ｲｼｶﾜ ﾄﾖﾋｻ 愛知県 BREZZA-KAMIHAGI

299 0901303 亀岡 晋也 ｶﾒｵｶ ｼﾝﾔ 愛媛県 masahikomifune.com CyclingTeam

312 0600048 奥野 浩和 ｵｸﾉ ﾋﾛｶｽﾞ 大阪府 MUUR zero Velofutur

345 1001247 大村 英哉 ｵｵﾑﾗ ﾌｻﾔ 熊本県 Road Racing Team PURPLE MONKEY

354 0700657 河合 達朗 ｶﾜｲ ﾀﾂﾛｳ 宮崎県 Ｙ’ｓ Ｒｏａｄ

430 1600021 福本 宗太 ﾌｸﾓﾄ ｿｳﾀ 大阪府 TRAILBLAZER
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【クラスタ：E2　レースレーティング：Ch 】 17名 2017.07.27

No. 選手ID 選手名 ｶﾅ 登録地 ﾁｰﾑ名
901 1300697 中村 邦男 ﾅｶﾑﾗ ｸﾆｵ 長崎県 ウィズラン

902 1600677 仲山 大地 ﾅｶﾔﾏ ﾀﾞｲﾁ 大分県 セレクシオン南九州

903 9702244 杉野 和宏 ｽｷﾞﾉ ｶｽﾞﾋﾛ 岡山県 ﾁｰﾑ 岡山

904 1600075 坂川 達行 ｻｶｶﾞﾜ ﾀﾂﾕｷ 広島県 Team Kermis Cross

905 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

906 1001926 谷名 修一 ﾀﾆﾅ ｼｭｳｲﾁ 京都府 チーム・シルクロード

907 1601815 松尾 利仁 ﾏﾂｵ ﾄｼﾋﾄ 福岡県 Team Sciroco

908 0900283 徳永 易丈 ﾄｸﾅｶﾞ ﾔｽﾀｹ 愛媛県 チーム大永山

909 1201903 杉村 敏章 ｽｷﾞﾑﾗ ﾄｼｱｷ 愛媛県 チーム大永山

911 1600788 中村 大輔 ﾅｶﾑﾗ ﾀﾞｲｽｹ 神奈川 PHANTOM 湘南

912 1400204 秋田 智和 ｱｷﾀ ﾄﾓｶｽﾞ 福岡県 VC Fukuoka 

913 1500775 中村 やすし ﾅｶﾑﾗ ﾔｽｼ 福岡県 VC Fukuoka 

914 1502247 横手 徳広 ﾖｺﾃ ﾄｸﾋﾛ 福岡県 voyAge cycling team

915 1502455 田中 隆太 ﾀﾅｶ ﾘｭｳﾀ 広島県 voyAge cycling team

916 1600066 佐々木 均 ｻｻｷ ﾋﾄｼ 広島県 voyAge cycling team

917 1600698 酒井 智寛 ｻｶｲ ﾄﾓﾋﾛ 愛知県 DESTRA

918 1500347 川上 豪仁 ｶﾜｶﾐ ﾀｹﾋﾄ 福岡県 Ｂｌｕｅ Ｇｒａｓｓ

第２回 JBCF 椿ヶ⿐ヒルクライム

2/4



【クラスタ：E3　レースレーティング：Dh 】 24名 2017.07.27

No. 選手ID 選手名 ｶﾅ 登録地 ﾁｰﾑ名
931 1402238 園田 康訓 ｿﾉﾀﾞ ﾔｽﾉﾘ 長崎県 ウィズラン

932 1700538 八木 健太 ﾔｷﾞ ｹﾝﾀ 高知県 サイクルワークスＴＴ

933 1600596 石川 勉 ｲｼｶﾜ ﾂﾄﾑ 熊本県 セレクシオン南九州

934 1400505 宮本 利徳 ﾐﾔﾓﾄ ﾄｼﾉﾘ 熊本県 セレクシオン南九州

935 1502173 佐藤 憲博 ｻﾄｳ ﾉﾘﾋﾛ 大分県 セレクシオン南九州

936 1500377 山本 浩史 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛｼ 広島県 チーム・ケンズ

937 1700372 村上 隆弘 ﾑﾗｶﾐ ﾀｶﾋﾛ 大分県 Team Sciroco

938 1601816 橋爪 佑輔 ﾊｼﾂﾞﾒ ﾕｳｽｹ 福岡県 Team Sciroco

939 1602442 藤本 英揮 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾋﾃﾞｷ 熊本県 Team Sciroco

940 1600349 伊藤 大輔 ｲﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ 大分県 津末レーシング

941 1502583 佐藤 弘典 ｻﾄｳ ﾋﾛﾉﾘ 大分県 津末レーシング

942 1502584 本田 一樹 ﾎﾝﾀﾞ ｶｽﾞｷ 大分県 津末レーシング

943 1700806 神尊 隆治 ｺｳｿ ﾘｭｳｼﾞ 大分県 津末レーシング

945 1502666 河合 智孝 ｶﾜｲ ﾄﾓﾀｶ 京都府 NIKO Factory

946 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

947 1700199 深堀 理 ﾌｶﾎﾘ ﾏｻﾙ 福岡県 ＰＡＲＡＢＯＬＡイワイシーガル

948 1400198 坂澤 茂樹 ｻｶｻﾞﾜ ｼｹﾞｷ 福岡県 ＰＡＲＡＢＯＬＡイワイシーガル

949 1601620 中村 健二 ﾅｶﾑﾗ ｹﾝｼﾞ 福岡県 ＰＡＲＡＢＯＬＡイワイシーガル

950 1700207 森下 遼太 ﾓﾘｼﾀ ﾘｮｳﾀ 福岡県 VC Fukuoka 

951 1700201 満上 亘 ﾐﾂｶﾐ ﾜﾀﾙ 福岡県 VC Fukuoka 

952 1700218 竹内 碧海 ﾀｹｳﾁ ｱｱｵｲ 福岡県 VC Fukuoka 

953 1700039 松原 陸 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾘｸ 広島県 voyAge cycling team

954 1401325 藤田 裕紀 ﾌｼﾞﾀ ﾕｳｷ 岡山県 Life Ride

955 1700804 廣田 淳一 ﾋﾛﾀ ｼﾞｭﾝｲﾁ 大分県 ROPPO RACING 
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【クラスタ：F　レースレーティング：Fh 】 7名 2017.07.27

No. 選手ID 選手名 ｶﾅ 登録地 ﾁｰﾑ名
47 1701126 後藤 安佐 ｺﾞﾄｳ ｱｻ 埼玉県 サイタマサイクルプロジェクト

78 1200092 苅田 磨己 ｶﾘﾀ ﾏﾐ 神奈川 竹芝サイクルレーシング

94 1602443 村田 奈穂 ﾑﾗﾀ ﾅﾎ 熊本県 Team Sciroco

98 1602704 久木野 衣美 ｸｷﾉ ｴﾐ 鹿児島 TEAM YOU CAN

138 1600133 近藤 由美 ｺﾝﾄﾞｳ ﾕﾐ 福岡県 VC Fukuoka 

139 1600364 田方 佐矢子 ﾀｶﾀ ｻﾔｺ 長崎県 VC Fukuoka 

140 1700200 岩吉 ちひろ ｲﾜﾖｼ ﾁﾋﾛ 福岡県 VC Fukuoka 
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