第7回 JBCF タイムトライアルチャンピオンシップ
【クラスタ：P1 レースレーティング：A】 69名
No. 選手ID
選手名

2017.08.28
ｶﾅ

登録地

ﾁｰﾑ名

1

0400843 鈴木 譲

ｽｽﾞｷ ﾕｽﾞﾙ

栃木県 宇都宮ブリッツェン

2

0500716 飯野 智行

ｲｲﾉ ﾄﾓﾕｷ

栃木県 宇都宮ブリッツェン

3

1000720 馬渡 伸弥

ﾏﾜﾀﾘ ｼﾝﾔ

東京都 宇都宮ブリッツェン

4

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

5

0600844 阿部 嵩之

ｱﾍﾞ ﾀｶﾕｷ

栃木県 宇都宮ブリッツェン

6

9700980 鈴木 真理

ｽｽﾞｷ ｼﾝﾘ

栃木県 宇都宮ブリッツェン

11

1300861 Jose VICENTE

ﾎｾ ﾋﾞｾﾝﾃ

東京都 マトリックスパワータグ

16

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

17

1201456 中川 智

ﾅｶｶﾞﾜ ｻﾄｼ

奈良県 マトリックスパワータグ

21

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

22

1000442 小山 貴大

ｺﾔﾏ ﾀｶﾋﾛ

群馬県 シマノレーシング

51

0800942 吉岡 直哉

ﾖｼｵｶ ﾅｵﾔ

京都府 那須ブラーゼン

52

1000394 岸 崇仁

ｷｼ ﾀｶﾋﾄ

茨城県 那須ブラーゼン

53

1201451 下島 将輝

ｼﾓｼﾞﾏ ﾏｻｷ

兵庫県 那須ブラーゼン

54

1301587 柴田 雅之

ｼﾊﾞﾀ ﾏｻﾕｷ

京都府 那須ブラーゼン

55

1300596 新城 銀二

ｱﾗｼﾛ ｷﾞﾝｼﾞ

沖縄県 那須ブラーゼン

56

0900064 西尾 勇人

ﾆｼｵ ﾊﾔﾄ

北海道 那須ブラーゼン

61

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

62

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

63

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

64

0700758 西沢 倭義

ﾆｼｻﾞﾜ ｲﾖﾘ

京都府 シエルヴォ奈良 MIYATA-MERIDA レーシングチーム

65

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

66

0601561 大中 巧基

ｵｵﾅｶ ｺｳｷ

岩手県 シエルヴォ奈良 MIYATA-MERIDA レーシングチーム

81

1500194 横塚 浩平

ﾖｺﾂｶ ｺｳﾍｲ

東京都 LEOMO Bellmare Racing team

82

1001902 米谷 隆志

ﾖﾈﾀﾆ ﾀｶｼ

東京都 LEOMO Bellmare Racing team

83

1201250 古田 潤

ﾌﾙﾀ ｼﾞｭﾝ

東京都 LEOMO Bellmare Racing team

84

0901780 加地 邦彦

ｶｼﾞ ｸﾆﾋｺ

東京都 LEOMO Bellmare Racing team

91

0900955 中村 龍太郎

ﾅｶﾑﾗ ﾘｭｳﾀﾛｳ

千葉県 イナーメ信濃山形

92

0901542 北野 普識

ｷﾀﾉ ﾕｷﾉﾘ

千葉県 イナーメ信濃山形

93

1101679 佐野 千尋

ｻﾉ ﾁﾋﾛ

北海道 イナーメ信濃山形

94

1200215 豊田 勝徳

ﾄﾖﾀﾞ ｶﾂﾉﾘ

大阪府 イナーメ信濃山形

95

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

96

1502527 小山 智也

ｺﾔﾏ ﾄﾓﾔ

大阪府 イナーメ信濃山形

101

1000463 石井 祥平

ｲｼｲ ｼｮｳﾍｲ

神奈川 Honda 栃木

102

0901551 水間 健

ﾐｽﾞﾏ ﾀｹｼ

栃木県 Honda 栃木

103

1300346 河合 貴明

ｶﾜｲ ﾀｶｱｷ

栃木県 Honda 栃木

104

1001725 平野 宏明

ﾋﾗﾉ ﾋﾛｱｷ

栃木県 Honda 栃木

105

1400170 山藤 祐輔

ｻﾞﾝﾄｳ ﾕｳｽｹ

神奈川 Honda 栃木

106

1500418 上野 裕樹

ｳｴﾉ ﾕｳｷ

栃木県 Honda 栃木

111

1400374 谷 順成

ﾀﾆ ｼﾞｭﾝｾｲ

岐阜県 VICTOIRE 広島

112

0201014 大塚 航

ｵｵﾂｶ ﾜﾀﾙ

京都府 VICTOIRE 広島

121

1502731 MONIER Damien ﾓﾆｴ ﾀﾞﾐｱﾝ

122

0801011 石橋 学

ｲｼﾊﾞｼ ﾏﾅﾌﾞ

青森県 ブリヂストン アンカー サイクリング チーム

123

0700664 西薗 良太

ﾆｼｿﾞﾉ ﾘｮｳﾀ

鹿児島 ブリヂストン アンカー サイクリング チーム

131

0501593 内野 直也

ｳﾁﾉ ﾅｵﾔ

埼玉県 ウォークライド・シクロアカデミア

132

0210018 小室 雅成

ｺﾑﾛ ﾏｻﾅﾘ

埼玉県 ウォークライド・シクロアカデミア

141

1600505 設楽 彗斗

ｼﾀﾞﾗ ｹｲﾄ

大阪府 VC Fukuoka・サイクルフリーダム

142

1300024 佐藤 秀和

ｻﾄｳ ﾋﾃﾞｶｽﾞ

埼玉県 VC Fukuoka・サイクルフリーダム

143

1100350 加納 篤

ｶﾉｳ ｱﾂｼ

栃木県 VC Fukuoka・サイクルフリーダム

151

1301575 大前 翔

ｵｵﾏｴ ｶｹﾙ

神奈川 東京ヴェントス

152

0900655 高木 三千成

ﾀｶｷﾞ ﾐﾁﾅﾘ

埼玉県 東京ヴェントス

153

1200528 佐々木 貴則

ｻｻｷ ﾀｶﾉﾘ

東京都 東京ヴェントス

FRANCE ブリヂストン アンカー サイクリング チーム
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154

0801515 伊藤 舜紀

ｲﾄｳ ｼｭﾝｷ

北海道 東京ヴェントス

155

1101261 北見 涼

ｷﾀﾐ ﾘｮｳ

神奈川 東京ヴェントス

156

1500213 菊地 悠介

ｷｸﾁ ﾘｮｳｽｹ

神奈川 東京ヴェントス

161

9700539 狩野 智也

ｶﾉｳ ﾄﾓﾔ

群馬県 群馬グリフィン・レーシングチーム

162

1502103 金子 宗平

ｶﾈｺ ｿｳﾍｲ

群馬県 群馬グリフィン・レーシングチーム

171

1200031 高橋 伸成

ﾀｶﾊｼ ﾉﾌﾞｼｹﾞ

静岡県 FIETS GROEN 日本ロボティクス

172

0100069 奈良 浩

ﾅﾗ ﾋﾛｼ

埼玉県 FIETS GROEN 日本ロボティクス

173

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

174

1300226 青柳 雅人

ｱｵﾔｷﾞ ﾏｻﾄ

千葉県 FIETS GROEN 日本ロボティクス

181

0900457 近藤 正紀

ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾉﾘ

東京都 なるしまフレンド

レーシングチーム

182

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

183

1301320 田中 忍

ﾀﾅｶ ｼﾉﾌﾞ

東京都 なるしまフレンド

レーシングチーム

184

0800315 栗栖 嵩

ｸﾘｽ ﾀｶｼ

北海道 なるしまフレンド

レーシングチーム

191

0200172 平林 昌樹

ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾏｻｷ

神奈川 ACQUA TAMA EURO-WORKS

201

1300584 熊田 哲也

ｸﾏﾀ ﾃﾂﾔ

宮城県 エルドラード東北

202

9700200 梶木 恒介

ｶｼﾞｷ ｺｳｽｹ

宮城県 エルドラード東北

203

0901773 豊田 勉

ﾄﾖﾀﾞ ﾂﾄﾑ

愛知県 エルドラード東北
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第7回 JBCF タイムトライアルチャンピオンシップ
【クラスタ：E1 レースレーティング：B】 104名
No. 選手ID
選手名
ｶﾅ

2017.08.28
登録地

ﾁｰﾑ名

4

0600054 大場 政登志

ｵｵﾊﾞ ﾏｻﾄｼ

茨城県 弱虫ペダル サイクリングチーム

5

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

8

1001217 岩本 将平

ｲﾜﾓﾄ ｼｮｳﾍｲ

神奈川 アーティファクトレーシングチーム

11

1200107 矢野 和也

ﾔﾉ ｶｽﾞﾔ

神奈川 AVENTURA AIKOH VICTORIA RACING

17

1200130 小林 貴大

ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶﾋﾛ

千葉県 AQULS内房レーシング

24

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

29

0601273 松木 健治

ﾏﾂｷ ｹﾝｼﾞ

大阪府 VC VELOCE

31

9700734 井上 登士哉

ｲﾉｳｴ ﾄｼﾔ

愛媛県 VC VELOCE

33

0800194 上田 貴史

ｳｴﾀﾞ ﾀｶｼ

大阪府 VC VELOCE

39

1300543 宮前 昭宏

ﾐﾔﾏｴ ｱｷﾋﾛ

大阪府 VC VELOCE

44

1001438 李 宗雨

ﾘ ｿｳｳ

滋賀県 VC VELOCE

52

1300268 東 智博

ﾋｶﾞｼ ﾄﾓﾋﾛ

東京都 MKⅢ

58

0200431 宮口 直之

ﾐﾔｸﾞﾁ ﾅｵﾕｷ

広島県 eNShare Cycling Team

59

1301544 河合 宏樹

ｶﾜｲ ﾋﾛｷ

千葉県 オッティモ・JMSDF下総

61

0301731 金田 一

ｶﾈﾀﾞ ﾊｼﾞﾒ

茨城県 OYAMA STARPLEX

64

0900227 鮎澤 誠治

ｱｲｻﾞﾜ ｾｲｼﾞ

長野県 快レーシング

65

1100420 小山 雄司

ｺﾔﾏ ﾕｳｼﾞ

長野県 快レーシング

73

9900113 高橋 利明

ﾀｶﾊｼ ﾄｼｱｷ

茨城県 GROWING Racing Team

74

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

76

1000225 佐藤 慎也

ｻﾄｳ ｼﾝﾔ

福島県 郡山サイクルフレンズ

77

0901488 上澤 剛

ｳｴｻﾜ ﾀｹｼ

福島県 郡山サイクルフレンズ

83

1300179 風間 博之

ｶｻﾞﾏ ﾋﾛﾕｷ

神奈川 サイクルフリーダム・レーシング

84

0801856 小野 琢万

ｵﾉ ﾀｸﾏ

埼玉県 サイクルフリーダム・レーシング

85

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

86

1300232 醍醐 貴徳

ﾀﾞｲｺﾞ ﾀｶﾉﾘ

千葉県 サイクルフリーダム・レーシング

88

1300075 佐川 祐太

ｻｶﾞﾜ ﾕｳﾀ

埼玉県 サイタマサイクルプロジェクト

97

1402357 吉田 勝彦

ﾖｼﾀﾞ ｶﾂﾋｺ

埼玉県 彩北ツブラーゼ

103

1001777 伊藤 晋一

ｲﾄｳ ｼﾝｲﾁ

神奈川 G.S.POSITIVO

105

1301407 山崎 昌宣

ﾔﾏｻﾞｷ ｱｷﾉﾘ

大阪府 CWASPアタリ前田

109

1400180 今関 稔

ｲﾏｾﾞｷ ﾐﾉﾙ

栃木県 じてんしゃの杜

113

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

114

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

115

1300487 山本 敦

ﾔﾏﾓﾄ ｱﾂｼ

神奈川 湘南ベルマーレサイクルクラブ

120

0800023 和田山 尚史

ﾜﾀﾞﾔﾏ ﾀｶﾌﾐ

大阪府 侵略！！！

121

1300023 江口 宗光

ｴｸﾞﾁ ﾑﾈﾐﾂ

静岡県 Squadra di LAVORANTE

122

1601918 中村 永

ﾅｶﾑﾗ ﾊﾙｶ

静岡県 Squadra di LAVORANTE

123

1500042 尾鷲 猛

ｵﾜｼ ﾀｹｼ

静岡県 Squadra di LAVORANTE

124

0400358 鈴木 大忠

ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾀﾀﾞ

群馬県 ＳＵＢＡＲＵ ＲＴ

126

1600068 中川 直樹

ﾅｶｶﾞﾜ ﾅｵｷ

静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

128

1301588 大杉 直敬

ｵｵｽｷﾞ ﾅｵﾀｶ

静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

135

1300016 藤井 一厳

ﾌｼﾞｲ ﾉﾌﾞﾋﾛ

静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

142

9901846 大倉 健一

ｵｵｸﾗ ｹﾝｲﾁ

東京都 セオレーシング

145

1300141 東 健司

ﾋｶﾞｼ ｹﾝｼﾞ

神奈川 ＳＥＫＩＹＡ

149

1402317 有益 伸一

ｱﾘﾏｽ ｼﾝｲﾁ

神奈川 SAUCE DEVELOPMENT

169

1502398 田渕 君幸

ﾀﾌﾞﾁ ｷﾐﾕｷ

東京都 Team UKYO Reve

173

1300264 中川 祐輝

ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳｷ

東京都 Team UKYO Reve

197

0600618 飯沼 誠憲

ｲｲﾇﾏ ﾏｻﾉﾘ

東京都 Ｔｅａｍ ＦＩＴＴＥ

208

1100700 松本 秀一

ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾃﾞｶｽﾞ

愛媛県 TEAM LUPPI

221

1400631 中井 雄策

ﾅｶｲ ﾕｳｻｸ

群馬県 TRC PANAMAREDS

224

0000251 佐々木 健

ｻｻｷ ﾀｹｼ

愛知県 天狗党

225

1300379 棚橋 峻也

ﾀﾅﾊｼ ｼｭﾝﾔ

愛知県 天狗党

226

9700879 藤井 壮太

ﾌｼﾞｲ ｿｳﾀ

長野県 東洋水産ロードレース部
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234

1402369 上原 嗣則

ｳｴﾊﾗ ﾂｸﾞﾉﾘ

東京都 なるしまフレンド

235

1000395 岡部 健太郎

ｵｶﾍﾞ ｹﾝﾀﾛｳ

東京都 なるしまフレンド

260

0701060 増田 輝之

ﾏｽﾀﾞ ﾃﾙﾕｷ

千葉県 FAST LANE Racing

261

1000071 古屋 穂高

ﾌﾙﾔ ﾎﾀﾞｶ

神奈川 FAST LANE Racing

263

1000397 清水 洋一

ｼﾐｽﾞ ﾖｳｲﾁ

東京都 FAST LANE Racing

265

1200071 原 拓

ﾊﾗ ﾀｸ

神奈川 FAST LANE Racing

268

1201348 江川 哲治

ｴｶﾞﾜ ﾃﾂｼﾞ

福岡県 VC Fukuoka

272

9700951 黒川 隆之

ｸﾛｶﾜ ﾀｶﾕｷ

神奈川 フィッツ

274

1500192 白井 真人

ｼﾗｲ ﾏｻﾄ

東京都 FORCE

279

1400265 野宮 一朗

ﾉﾐﾔ ｲﾁﾛｳ

栃木県 ブラウ・ブリッツェン

280

1600413 長田 華山

ﾅｶﾞﾀ ｶｻﾞﾝ

栃木県 ブラウ・ブリッツェン

281

1001579 若林 幹夫

ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾐｷｵ

栃木県 ブラウ・ブリッツェン

282

9700666 新沼 光

ﾆｲﾇﾏ ｱｷﾗ

栃木県 ブラウ・ブリッツェン

289

1001682 倉野 稔也

ｸﾗﾉ ﾄｼﾔ

栃木県 BREZZA-KAMIHAGI

290

1100461 湯浦 裕貴

ﾕｳﾗ ﾔｽﾀｶ

愛知県 BREZZA-KAMIHAGI

299

0901303 亀岡 晋也

ｶﾒｵｶ ｼﾝﾔ

愛媛県 masahikomifune.com CyclingTeam

300

0300335 松並 俊雄

ﾏﾂﾅﾐ ﾄｼｵ

大阪府 masahikomifune.com CyclingTeam

310

1400047 菅谷 修

ｽｶﾞﾔ ｵｻﾑ

東京都 MIVRO

311

0600447 岩島 啓太

ｲﾜｼﾏ ｹｲﾀ

東京都 MIVRO

312

0600048 奥野 浩和

ｵｸﾉ ﾋﾛｶｽﾞ

大阪府 MUUR zero Velofutur

313

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

319

1401791 本田 峻大

ﾎﾝﾀﾞ ｼｭﾝﾀ

東京都 山口県自転車競技連盟

323

1201366 宮地 孝行

ﾐﾔﾁ ﾀｶﾕｷ

大阪府 EURO-WORKS Racing

324

1100076 角田 光隆

ｽﾐﾀﾞ ﾐﾂﾀｶ

奈良県 EURO-WORKS Racing

329

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

330

1001672 古谷 崇

ｺﾔ ﾀｶｼ

栃木県 RIDE Freaks

332

9700503 小口 英之

ｺｸﾞﾁ ﾋﾃﾞﾕｷ

栃木県 ﾘﾍﾞﾙﾀｽTOCHIGI BICYCLE CLUB

333

0600130 河合 玄太

ｶﾜｲ ｹﾞﾝﾀ

栃木県 ﾘﾍﾞﾙﾀｽTOCHIGI BICYCLE CLUB

334

0300866 渡邉 正光

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾐﾂ

福島県 LinkTOHOKU

336

1402184 岩崎 晶雲

ｲﾜｻｷ ｼｮｳｳﾝ

福島県 グランペールサイクリングチーム

339

1502118 草野 辰也

ｸｻﾉ ﾀﾂﾔ

福島県 LinkTOHOKU

340

1402036 森田 裕紀

ﾓﾘﾀ ﾋﾛﾉﾘ

茨城県 LinkTOHOKU

343

1100040 小山 洋平

ｺﾔﾏ ﾖｳﾍｲ

神奈川 Racing CUBE

344

1100069 居鶴 悠史

ｲﾂﾞﾙ ﾕｳｼﾞ

埼玉県 Racing CUBE

346

9802325 山本 健一

ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝｲﾁ

東京都 Roppongi Express

350

0800224 川原 建太郎

ｶﾜﾊﾗ ｹﾝﾀﾛｳ

東京都 Ｙ’ｓ Ｒｏａｄ

352

1201601 鈴木 克明

ｽｽﾞｷ ｶﾂｱｷ

埼玉県 Ｙ’ｓ Ｒｏａｄ

362

1400095 土屋 幸生

ﾂﾁﾔ ﾕｷｵ

千葉県 湾岸サイクリング・ユナイテッド

370

1700238 武井 裕

ﾀｹｲ ﾕｳ

神奈川 アーティファクトレーシングチーム

389

1600449 柴沼 玄人

ｼﾊﾞﾇﾏ ｹﾞﾝﾄ

栃木県 ブラウ・ブリッツェン

392

1201870 清水 大樹

ｼﾐｽﾞ ﾀｲｷ

神奈川 横浜高校自転車競技部

402

1402251 白石 光

ｼﾗｲｼ ﾋｶﾙ

神奈川 横浜高校自転車競技部

407

1602074 半田 子竜

ﾊﾝﾀﾞ ｼﾘｭｳ

栃木県 ブラウ・ブリッツェン

408

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

417

1702239 河田 恭司郎

ｶﾜﾀﾞ ｷｮｳｼﾛｳ

愛知県 イナーメ信濃山形-EFT

420

1101875 藤田 涼平

ﾌｼﾞﾀ ﾘｮｳﾍｲ

埼玉県 サイタマサイクルプロジェクト

424

1600225 丹野 沙音志

ﾀﾝﾉ ｻﾄｼ

埼玉県 グランペールサイクリングチーム

439

1700507 奥澤 優也

ｵｸｻﾞﾜ ﾕｳﾔ

埼玉県 AutoBahnGotemba

440

1700565 本田 将矢

ﾎﾝﾀﾞ ﾏｻﾔ

栃木県 ブラウ・ブリッツェン

441

1602688 森栄 晃彦

ﾓﾘｻｶ ｱｷﾋｺ

東京都 パラティアムTOKYO

444

1500648 福吉 紳悟

ﾌｸﾖｼ ｼﾝｺﾞ

神奈川 YOKOSUKA UNO RACING

448

1501669 椎貝 竜哉

ｼｲｶﾞｲ ﾘｭｳﾔ

栃木県 じてんしゃの杜
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第7回 JBCF タイムトライアルチャンピオンシップ
【クラスタ：E2 レースレーティング：C】 98名
No. 選手ID
選手名

2017.08.28
ｶﾅ

登録地

ﾁｰﾑ名

501

1500241 手柴 憲人

ﾃｼﾊﾞ ｹﾝﾄ

神奈川 アーティファクトレーシングチーム

502

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

503

9802500 大野 二美雄

ｵｵﾉ ﾌﾐｵ

東京都 ACQUA TAMA

504

0100833 船山 崇

ﾌﾅﾔﾏ ﾀｶｼ

東京都 ACQUA TAMA

505

1101544 山倉 幹丈

ﾔﾏｸﾗ ﾐｷﾀｹ

千葉県 AQULS内房レーシング

506

1101111 鈴木 孝幸

ｽｽﾞｷ ﾀｶﾕｷ

神奈川 atelierFLEUVE Racing

507

1000599 大島 達也

ｵｵｼﾏ ﾀﾂﾔ

東京都 atelierFLEUVE Racing

508

0700083 大竹 剛

ｵｵﾀｹ ﾂﾖｼ

東京都 atelierFLEUVE Racing

509

1602034 松井 大輝

ﾏﾂｲ ﾀﾞｲｷ

茨城県 ウィンディー筑波

510

1601898 藤川 凌

ﾌｼﾞｶﾜ ﾘｮｳ

栃木県 FM730

511

1001701 高橋 翔

ﾀｶﾊｼ ｼｮｳ

栃木県 エルニーニョ・ケンポク

512

9901555 岡野 陽一

ｵｶﾉ ﾖｳｲﾁ

栃木県 エルニーニョ・ケンポク

513

1700532 藤家 広大

ﾄｳｹ ｺｳﾀﾞｲ

栃木県 OYAMA STARPLEX

514

0001414 小林 英樹

ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞｷ

長野県 快レーシング

515

1200491 宮村 浩平

ﾐﾔﾑﾗ ｺｳﾍｲ

三重県 KINAN AACA

516

1502415 古谷 寛世

ﾌﾙﾔ ｶﾝｾｲ

茨城県 GROWING Racing Team

517

1000222 小林 稔

ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾉﾙ

福島県 郡山サイクルフレンズ

518

0900436 長尾 幸則

ﾅｶﾞｵ ﾕｷﾉﾘ

福島県 郡山サイクルフレンズ

519

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

520

1700696 西石垣 誠友

ﾆｼｲｼｶﾞｷ ｾｲﾕｳ

千葉県 サイクルフリーダム・レーシング

521

1600680 大鳥 洋平

ｵｵﾄﾘ ﾖｳﾍｲ

千葉県 サイクルフリーダム・レーシング

522

1000933 金久保 諒三

ｶﾅｸﾎﾞ ﾘｮｳｿﾞｳ

東京都 サイクルフリーダム・レーシング

523

1200421 坂手 潤一

ｻｶﾃ ｼﾞｭﾝｲﾁ

埼玉県 サイタマサイクルプロジェクト

524

1700503 川久保 大海

ｶﾜｸﾎﾞ ﾋﾛﾐ

埼玉県 彩北ツブラーゼ

525

1100604 馬場 勝尚

ﾊﾞﾊﾞ ｶﾂﾋｻ

栃木県 じてんしゃの杜

526

1400178 巽 克哉

ﾀﾂﾐ ｶﾂﾔ

栃木県 じてんしゃの杜

527

1702471 片桐 直紀

ｶﾀｷﾞﾘ ﾅｵｷ

栃木県 じてんしゃの杜

528

1700492 柴野 剛永

ｼﾊﾞﾉ ﾀｶﾉﾘ

埼玉県 シャークアイランド

529

1100349 福島 康洋

ﾌｸｼﾏ ﾔｽﾋﾛ

栃木県 GIANT INTERNAL FELLOWS TEAM

530

1001913 梅野 秀哉

ｳﾒﾉ ﾋﾃﾞﾔ

東京都 SQUADRA CORSE cicli HIDE

531

1200606 門奈 芳生

ﾓﾝﾅ ﾖｼｵ

埼玉県 SQUADRA CORSE cicli HIDE

532

1400165 冨安 雄一郎

ﾄﾐﾔｽ ﾕｳｲﾁﾛｳ

埼玉県 SQUADRA CORSE cicli HIDE

533

1500039 清水 佑太

ｼﾐｽﾞ ﾕｳﾀ

静岡県 Squadra di LAVORANTE

534

1100049 佐々木 信幸

ｻｻｷ ﾉﾌﾞﾕｷ

静岡県 Squadra di LAVORANTE

535

1500665 木村 盛義

ｷﾑﾗ ﾓﾘﾖｼ

群馬県 ＳＵＢＡＲＵ ＲＴ

536

1200352 清野 淳

ｾｲﾉ ｱﾂｼ

群馬県 ＳＵＢＡＲＵ ＲＴ

537

0700302 米田 靖

ﾖﾈﾀﾞ ﾔｽｼ

千葉県 SPACE DEVOTION

538

1500672 織戸 一樹

ｵﾘﾄ ｶｽﾞｷ

茨城県 SPACE DEVOTION

539

9800627 安川 智一朗

ﾔｽｶﾜ ﾄﾓｲﾁﾛｳ

静岡県 ＳＰＡＤＥ・ＡＣＥ

540

1600766 浜口 太志

ﾊﾏｸﾞﾁ ﾀｶﾕｷ

千葉県 セオレーシング

541

1301789 大森 修平

ｵｵﾓﾘ ｼｭｳﾍｲ

神奈川 ＳＥＫＩＹＡ

542

0701770 浅倉 則之

ｱｻｸﾗ ﾉﾘﾕｷ

北海道 セレクシオン南九州

543

9700672 濱野 貞義

ﾊﾏﾉ ｻﾀﾞﾖｼ

埼玉県 大福屋

544

0600912 竹内 正宏

ﾀｹｳﾁ ﾏｻﾋﾛ

神奈川 たかだフレンドレーシング

545

0900463 中西 昭夫

ﾅｶﾆｼ ｱｷｵ

東京都 竹芝サイクルレーシング

546

1001161 大瀬戸 芳和

ｵｵｾﾄ ﾖｼｶｽﾞ

東京都 竹芝サイクルレーシング

547

1200084 宮舘 栄三郎

ﾐﾔﾀﾞﾃ ｴｲｻﾌﾞﾛｳ

神奈川 竹芝サイクルレーシング

548

1100454 小路口 宏

ｼｮｳｼﾞｸﾞﾁ ﾋﾛｼ

愛知県 チーム・アストロ

549

0800675 紺野 衛

ｺﾝﾉ ﾏﾓﾙ

北海道 Team ARI

550

0901487 西野 智久

ﾆｼﾉ ﾄﾓﾋｻ

神奈川 チーム・ウォークライド

551

9702244 杉野 和宏

ｽｷﾞﾉ ｶｽﾞﾋﾛ

岡山県 ﾁｰﾑ 岡山

552

1001662 山本 篤史

ﾔﾏﾓﾄ ｱﾂｼ

東京都 チームCB+
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553

1500317 鯉沼 篤史

ｺｲﾇﾏ ｱﾂｼ

千葉県 TEAM GIRO 360

554

0800004 石井 哲也

ｲｼｲ ﾃﾂﾔ

埼玉県 TeamTacke

555

1500198 國定 洋光

ｸﾆｻﾀﾞ ﾋﾛﾐﾂ

東京都 Ｔｅａｍ ＦＩＴＴＥ

556

1300892 熊田 湧太

ｸﾏﾀﾞ ﾕｳﾀ

東京都 TEAM YOU CAN

557

9901684 千葉 大基

ﾁﾊﾞ ﾏｻﾓﾄ

埼玉県 チクロネロ

558

0800605 盛永 吉彦

ﾓﾘﾅｶﾞ ﾖｼﾋｺ

秋田県 チバポンズ

559

1400422 川島 雅孝

ｶﾜｼﾏ ﾏｻﾀｶ

東京都 なるしまフレンド

560

1600258 永井 信義

ﾅｶﾞｲ ﾉﾌﾞﾖｼ

東京都 なるしまフレンド

561

0801526 菊池 透

ｷｸﾁ ﾄｵﾙ

神奈川 なるしまフレンド

562

1500309 森川 晃行

ﾓﾘｶﾜ ｱｷﾕｷ

奈良県 ネクストリーム・うどん虹や

563

1501960 村井 寛

ﾑﾗｲ ﾋﾛｼ

大阪府 パナソニックレーシング

564

9702115 佐竹 亮太

ｻﾀｹ ﾘｮｳﾀ

奈良県 パナソニックレーシング

565

1200182 和田 省吾

ﾜﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ

東京都 Piacere YAMA Racing

566

1700242 梅津 祐希

ｳﾒﾂ ﾕｳｷ

東京都 BICI CERCATORE

567

9702821 戸田 誠

ﾄﾀﾞ ﾏｺﾄ

東京都 日野自動車レーシングチーム

568

0000110 中山 誠司

ﾅｶﾔﾏ ｻﾄｼ

東京都 日野自動車レーシングチーム

569

1000400 小林 秀雄

ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞｵ

東京都 FAST LANE Racing

570

1600788 中村 大輔

ﾅｶﾑﾗ ﾀﾞｲｽｹ

神奈川 PHANTOM 湘南

571

1600137 宮本 健太郎

ﾐﾔﾓﾄ ｹﾝﾀﾛｳ

福岡県 VC Fukuoka

572

9800367 吉川 勝

ﾖｼｶﾜ ﾏｻﾙ

茨城県 フィッツ

573

1600278 御堂 力哉

ﾐﾄﾞｳ ﾘｷﾔ

東京都 FORCE

574

1700590 桶野 純平

ｵｹﾉ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ

東京都 FORCE

575

1500224 後藤 圭史

ｺﾞﾄｳ ｹｲｼﾞ

東京都 FORCE

576

1600451 木村 紀仁

ｷﾑﾗ ﾉﾘﾋﾄ

栃木県 ブラウ・ブリッツェン

577

1500423 片桐 真一

ｶﾀｷﾞﾘ ｼﾝｲﾁ

栃木県 ブラウ・ブリッツェン

578

1400273 澤田 光

ｻﾜﾀﾞ ﾋｶﾙ

栃木県 ブラウ・ブリッツェン

579

1500234 高橋 滉太郎

ﾀｶﾊｼ ｺｳﾀﾛｳ

東京都 Blanche Racing Team

580

1301393 森 光流

ﾓﾘ ﾋｶﾙ

千葉県 Blanche Racing Team

581

1600065 佐久間 大輔

ｻｸﾏ ﾀﾞｲｽｹ

広島県 voyAge cycling team

582

1500379 成田 恒輝

ﾅﾘﾀ ｺｳｷ

広島県 voyAge cycling team

583

1500415 島立 孫行

ｼﾏﾀﾞﾃ ﾏｺﾞﾕｷ

栃木県 Honda 栃木 JET

584

1200342 高松 伸介

ﾀｶﾏﾂ ｼﾝｽｹ

栃木県 Honda 栃木 JET

585

1400226 中山 文平

ﾅｶﾔﾏ ﾌﾞﾝﾍﾟｲ

栃木県 Honda 栃木 JET

586

1001861 小林 一郎

ｺﾊﾞﾔｼ ｲﾁﾛｳ

栃木県 Honda 栃木 JET

587

1001778 大橋 聖二

ｵｵﾊｼ ｾｲｼﾞ

栃木県 Honda 栃木 JET

588

1602022 吉田 光希

ﾖｼﾀﾞ ｺｳｷ

神奈川 横浜高校自転車競技部

589

1100497 大谷 一

ｵｵﾀﾆ ﾊｼﾞﾒ

茨城県 RIDE Freaks

590

1400244 福野 純一

ﾌｸﾉ ｼﾞｭﾝｲﾁ

栃木県 ﾘﾍﾞﾙﾀｽTOCHIGI BICYCLE CLUB

591

1000253 大島 繁

ｵｵｼﾏ ｼｹﾞﾙ

栃木県 ﾘﾍﾞﾙﾀｽTOCHIGI BICYCLE CLUB

592

0600125 岡野 賢司

ｵｶﾉ ｹﾝｼﾞ

栃木県 ﾘﾍﾞﾙﾀｽTOCHIGI BICYCLE CLUB

593

1500331 銀山 耕一

ｷﾞﾝﾔﾏ ｺｳｲﾁ

千葉県 Roppongi Express

594

1600247 竹花 和浩

ﾀｹﾊﾅ ｶｽﾞﾋﾛ

東京都 Ｙ’ｓ Ｒｏａｄ

595

1000017 村松 太陽

ﾑﾗﾏﾂ ﾀｲﾖｳ

千葉県 Ｙ’ｓ Ｒｏａｄ

596

1200114 杉本 雄太郎

ｽｷﾞﾓﾄ ﾕｳﾀﾛｳ

埼玉県 Ｙ’ｓ Ｒｏａｄ

597

1600459 伊賀 幹

ｲｶﾞ ﾂﾖｼ

千葉県 湾岸サイクリング・ユナイテッド

598

1500565 佐藤 圭司

ｻﾄｳ ｹｲｼﾞ

茨城県 湾岸サイクリング・ユナイテッド
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第7回 JBCF タイムトライアルチャンピオンシップ
【クラスタ：E3 レースレーティング：D】 122名
No. 選手ID
選手名
ｶﾅ

2017.08.28
登録地

ﾁｰﾑ名

701

1100198 岩崎 基規

ｲﾜｻｷ ﾓﾄﾉﾘ

埼玉県 ACQUA TAMA

702

1602690 吉江 元

ﾖｼｴ ﾊｼﾞﾒ

茨城県 イナーメ信濃山形-EFT

703

0600981 篠原 徹

ｼﾉﾊﾗ ﾄｵﾙ

茨城県 イナーメ信濃山形-EFT

704

JB17798 中島 直哉

ﾅｶｼﾞﾏ ﾅｵﾔ

群馬県 イナーメ信濃山形-EFT

705

1701057 土屋 光城

ﾂﾁﾔ ﾐﾂｼﾛ

神奈川 ＶＩＶＡ☆ＺＡＰＰＥＩ極

706

1700633 番屋 修平

ﾊﾞﾝﾔ ｼｭｳﾍｲ

神奈川 ＶＩＶＡ☆ＺＡＰＰＥＩ極

707

1600310 西井上 優作

ﾆｼｲｶﾞﾐ ﾕｳｻｸ

茨城県 ＷＥ ＬＯＶＥ Ｏ２

708

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

709

1602676 原田 敬文

ﾊﾗﾀﾞ ﾀｶﾌﾐ

東京都 VENTOS FRECCIA

710

1600204 佐野 恭友

ｻﾉ ｷｮｳｽｹ

神奈川 VENTOS FRECCIA

711

1700855 武笠 展大

ﾑｶｻ ﾉﾌﾞﾋﾛ

茨城県 エクストリームつくば

712

1700547 森 紀侑

ﾓﾘ ﾉﾘﾕｷ

栃木県 FM730

713

1700548 石川 遼

ｲｼｶﾜ ﾘｮｳ

栃木県 FM730

714

1600380 入江 達也

ｲﾘｴ ﾀﾂﾔ

栃木県 FM730

715

1700553 清水 晃生

ｼﾐｽﾞ ｱｷｵ

栃木県 FM730

716

1700545 大岩 充

ｵｵｲﾜ ﾐﾂﾙ

栃木県 FM730

717

0701623 福田 真也

ﾌｸﾀﾞ ｼﾝﾔ

栃木県 FM730

718

1702060 中村 渉

ﾅｶﾑﾗ ｼｮｳ

栃木県 FM730

719

JB17614 石川 昌憲

ｲｼｶﾜ ﾏｻﾉﾘ

東京都 FM730

720

1300131 手嶋 実樹

ﾃｼﾞﾏ ﾐｷ

神奈川 MKⅢ

721

1600570 佐藤 拓実

ｻﾄｳ ﾀｸﾐ

宮城県 エルドラード・エスペランサ

722

1001243 坂本 真吾

ｻｶﾓﾄ ｼﾝｺﾞ

栃木県 OYAMA STARPLEX

723

1600285 山田 貴一

ﾔﾏﾀﾞ ｷｲﾁ

東京都 グランディヴェルレーシングチーム

724

1601982 櫻井 秀治

ｻｸﾗｲ ﾋﾃﾞﾊﾙ

東京都 グランディヴェルレーシングチーム

725

1602266 須藤 実

ｽﾄﾞｳ ﾐﾉﾙ

福島県 グランディヴェルレーシングチーム

726

1201006 廣野 雅和

ﾋﾛﾉ ﾏｻｶｽﾞ

福島県 郡山サイクルフレンズ

727

1500222 斉藤 茂

ｻｲﾄｳ ｼｹﾞﾙ

東京都 コムリン

728

1101348 松村 尚毅

ﾏﾂﾑﾗ ﾅｵｷ

東京都 CORSA

729

1600750 阿部 直幸

ｱﾍﾞ ﾅｵﾕｷ

神奈川 サイクルフリーダム・レーシング

730

1402361 鳥屋部 樹

ﾄﾘﾔﾍﾞ ﾀﾂﾙ

埼玉県 彩北ツブラーゼ

731

1700502 鷲野 向一

ﾜｼﾉ ｺｳｲﾁ

埼玉県 彩北ツブラーゼ

732

1600170 黒澤 涼太

ｸﾛｻﾜ ﾘｮｳﾀ

埼玉県 彩北ツブラーゼ

733

1700210 皆川 孝

ﾐﾅｶﾞﾜ ﾀｶｼ

新潟県 サガミレーシング

734

1101633 沼 幸夫

ﾇﾏ ﾕｷｵ

新潟県 サガミレーシング

735

1502750 西本 宗史

ﾆｼﾓﾄ ﾑﾈﾌﾐ

埼玉県 鮫

736

1602404 荒井 芳文

ｱﾗｲ ﾖｼﾌﾞﾐ

千葉県 JKD RACING TEAM

737

1602405 和田 繁

ﾜﾀﾞ ｼｹﾞﾙ

千葉県 JKD RACING TEAM

738

1602486 瀬田 昌彦

ｾﾀ ﾏｻﾋｺ

埼玉県 シャークアイランド

739

1500121 和田 健二

ﾜﾀﾞ ｹﾝｼﾞ

埼玉県 シャークアイランド

740

1700506 新井 学

ｱﾗｲ ﾏﾅﾌﾞ

埼玉県 シャークアイランド

741

1602478 東條 俊二郎

ﾄｳｼﾞｮｳ ｼｭﾝｼﾞﾛｳ

東京都 シャークアイランド

742

1600227 市川 俊哉

ｲﾁｶﾜ ﾄｼﾔ

東京都 シャークアイランド

743

1702514 中澤 佳邦

ﾅｶｻﾞﾜ ﾖｼｸﾆ

栃木県 ＳＵＢＡＲＵ ＲＴ

744

1300545 齋藤 徳聡

ｻｲﾄｳ ﾉﾘｱｷ

群馬県 ＳＵＢＡＲＵ ＲＴ

745

9800652 増田 宗一郎

ﾏｽﾀﾞ ｿｳｲﾁﾛｳ

群馬県 ＳＵＢＡＲＵ ＲＴ

746

1400713 梶原 康平

ｶｼﾞﾜﾗ ｺｳﾍｲ

千葉県 SPACE DEVOTION

747

1400084 石井 由行

ｲｼｲ ﾖｼﾕｷ

千葉県 SPACE DEVOTION

748

1700247 倉持 遥希

ｸﾗﾓﾁ ﾊﾙｷ

東京都 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ

749

1200439 古東 克敏

ｺﾄｳ ｶﾂﾄｼ

千葉県 セオレーシング

750

1200123 大竹 隆繁

ｵｵﾀｹ ﾀｶｼｹﾞ

埼玉県 大福屋

751

1700604 今井 雄一

ｲﾏｲ ﾕｳｲﾁ

東京都 Team 自転車処 風輪

752

1700700 日暮 将和

ﾋｸﾞﾗｼ ﾏｻｶｽﾞ

千葉県 Team 自転車処 風輪
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Pelucchi

753

1200079 古川 肇栄

ﾌﾙｶﾜ ﾓﾄﾋﾃﾞ

神奈川 Team BFY Racing

754

1000585 石川 亮介

ｲｼｶﾜ ﾘｮｳｽｹ

神奈川 Team BFY Racing

755

1500280 安江 拓馬

ﾔｽｴ ﾀｸﾏ

神奈川 Team ARI

756

1602381 山尾 佳人

ﾔﾏｵ ﾖｼﾋﾄ

福岡県 Team Kermis Cross

757

0801881 勝川 真司

ｶﾂｶﾜ ｼﾝｼﾞ

東京都 チームCB+

758

1502789 大澤 淳真

ｵｵｻﾜ ｱﾂﾏｻ

東京都 チームCB+

759

1500758 大澤 昌弘

ｵｵｻﾜ ﾏｻﾋﾛ

埼玉県 TeamTacke

760

1600295 佐藤 裕太

ｻﾄｳ ﾕｳﾀ

東京都 TEAM YOU CAN

761

1400005 澤野 一輝

ｻﾜﾉ ｶｽﾞｷ

富山県 チーム ローマン

762

1000376 福岡 実

ﾌｸｵｶ ﾐﾉﾙ

東京都 チバポンズ

763

1602219 池田 翔平

ｲｹﾀﾞ ｼｮｳﾍｲ

千葉県 Champion System Japan Test Team

764

1700683 吉田 健太郎

ﾖｼﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ

群馬県 TRC PANAMAREDS

765

1100352 鈴木 涼也

ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾔ

栃木県 TRAILBLAZER

766

1602670 池 侑樹

ｲｹ ﾕｳｷ

新潟県 TRAILBLAZER

767

1001402 谷口 義典

ﾔｸﾞﾁ ﾖｼﾉﾘ

茨城県 なるしまフレンド

768

1600267 諸田

ﾓﾛﾀﾞ ｼｮｳﾍｲ

東京都 なるしまフレンド

769

1600254 佐々木 智史

ｻｻｷ ｻﾄｼ

東京都 なるしまフレンド

770

1100881 村上 淳

ﾑﾗｶﾐ ｼﾞｭﾝ

東京都 なるしまフレンド

771

1500220 楫取 正智

ｶｼﾞﾄﾘ ﾏｻﾉﾘ

東京都 なるしまフレンド

772

1500686 平野 啓介

ﾋﾗﾉ ｹｲｽｹ

東京都 なるしまフレンド

773

JB17170 天野 大地

ｱﾏﾉ ﾀﾞｲﾁ

大阪府 ネクストリーム・うどん虹や

774

1600645 高森 史弥

ﾀｶﾓﾘ ﾌﾐﾋﾛ

神奈川 HAMMER!!BROS

775

1502717 大川 和哉

ｵｵｶﾜ ｶｽﾞﾔ

東京都 パラティアムTOKYO

776

1502722 山本 康雄

ﾔﾏﾓﾄ ﾔｽｵ

神奈川 パラティアムTOKYO

777

1502714 武藤 圭吾

ﾑﾄｳ ｹｲｺﾞ

東京都 パラティアムTOKYO

778

1701128 西本 健三郎

ﾆｼﾓﾄ ｹﾝｻﾞﾌﾞﾛｳ

東京都 Piacere YAMA Racing

779

1300884 大竹 政慶

ｵｵﾀｹ ﾏｻﾖｼ

東京都 Piacere YAMA Racing

780

1500713 鈴木 進之介

ｽｽﾞｷ ｼﾝﾉｽｹ

千葉県 BMレーシングZUNOW

781

1000020 石井 庸義

ｲｼｲ ﾉﾌﾞﾖｼ

千葉県 BMレーシングZUNOW

782

1700701 臼倉 健一

ｳｽｸﾗ ｹﾝｲﾁ

千葉県 BMレーシングZUNOW

783

1703033 黒木 信吾

ｸﾛｷ ｼﾝｺﾞ

東京都 BICI CERCATORE

784

1000211 馬場 克行

ﾊﾞﾊﾞ ｶﾂﾕｷ

神奈川 HIRAKO.mode

785

1600226 田中 雄介

ﾀﾅｶ ﾕｳｽｹ

東京都 FORCE

786

1702911 田村 元厚

ﾀﾑﾗ ﾕｷｱﾂ

東京都 FORCE

787

1702396 斎藤 剛

ｻｲﾄｳ ﾂﾖｼ

東京都 FORCE

788

1700556 浅野 涼太

ｱｻﾉ ﾘｮｳﾀ

栃木県 ブラウ・ブリッツェン

789

1700566 早津 大輔

ﾊﾔﾂ ﾀﾞｲｽｹ

栃木県 ブラウ・ブリッツェン

790

1700564 茂木 大飛

ﾓﾃｷﾞ ﾋﾛﾄ

栃木県 ブラウ・ブリッツェン

791

1600414 新沼 颯

ﾆｲﾇﾏ ﾊﾔﾃ

栃木県 ブラウ・ブリッツェン

792

1500419 菊地 優斗

ｷｸﾁ ﾕｳﾄ

栃木県 ブラウ・ブリッツェン

793

1600765 永田 豪

ﾅｶﾞﾀ ｺﾞｳ

千葉県 Blanche Racing Team

794

1600764 大澤 勇

ｵｵｻﾜ ｲｻﾑ

千葉県 Blanche Racing Team

795

1600667 名渕 光希

ﾅﾌﾞﾁ ｺｳｷ

栃木県 Honda 栃木 JET

796

1700540 菅谷 真行

ｽｶﾞﾔ ﾏｻﾕｷ

栃木県 Honda 栃木 JET

797

0900835 石渕 哲

ｲｼﾌﾞﾁ ｻﾄｼ

茨城県 Honda 栃木 JET

798

1700541 長尾 知宏

ﾅｶﾞｵ ﾄﾓﾋﾛ

栃木県 Honda 栃木 JET

799

1600008 高山 秀樹

ﾀｶﾔﾏ ﾋﾃﾞｷ

大阪府 MUUR zero Velofutur

800

1600280 梅津 亮

ｳﾒﾂ ﾘｮｳ

東京都 Maidservant Subject

801

1501724 佐藤 壽晃

ｻﾄｳ ﾄｼｱｷ

茨城県 Unity

802

1600198 大塚 健太郎

ｵｵﾂｶ ｹﾝﾀﾛｳ

神奈川 YOKOSUKA UNO RACING

803

1500238 五十嵐 洸太

ｲｶﾗｼ ｺｳﾀ

神奈川 横浜高校自転車競技部

804

1502111 相原 晴一朗

ｱｲﾊﾗ ｾｲｲﾁﾛｳ

神奈川 横浜高校自転車競技部

805

1702431 伊澤 将也

ｲｻﾞﾜ ﾏｻﾔ

神奈川 横浜高校自転車競技部

806

1501922 上原 瑠生

ｳｴﾊﾗ ﾘｭｳｾｲ

神奈川 横浜高校自転車競技部

807

1602062 中村 元紀

ﾅｶﾑﾗ ﾓﾄｷ

神奈川 横浜高校自転車競技部

昌平

8/10

808

1600393 黒澤 章雄

ｸﾛｻﾜ ﾉﾘｵ

栃木県 RIDE Freaks

809

1600392 海老原 一久

ｴﾋﾞﾊﾗ ｶｽﾞﾋｻ

栃木県 RIDE Freaks

810

1201659 大塚 慎一

ｵｵﾂｶ ｼﾝｲﾁ

茨城県 RIDE Freaks

811

1101729 國府田 正司

ｺｳﾀﾞ ﾏｻｼ

栃木県 RIDE Freaks

812

1700550 小林 圭介

ｺﾊﾞﾔｼ ｹｲｽｹ

栃木県 RIDE Freaks

813

9700528 横田 正美

ﾖｺﾀ ﾏｻﾐ

栃木県 ﾘﾍﾞﾙﾀｽTOCHIGI BICYCLE CLUB

814

9702882 吉池 司

ﾖｼｲｹ ﾂｶｻ

神奈川 Racing CUBE

815

1700421 加藤 隆秀

ｶﾄｳ ﾀｶﾋﾃﾞ

神奈川 Racing CUBE

816

0801516 福田 昌弘

ﾌｸﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ

東京都 Roppongi Express

817

1600236 狩谷 源一郎

ｶﾘﾔ ｹﾞﾝｲﾁﾛｳ

埼玉県 Ｙ’ｓ Ｒｏａｄ

818

1101583 金井 光春

ｶﾅｲ ﾐﾂﾊﾙ

東京都 Ｙ’ｓ Ｒｏａｄ

819

1702582 佐藤 竜也

ｻﾄｳ ﾀﾂﾔ

千葉県 湾岸サイクリング・ユナイテッド

820

9702333 高橋 仁

ﾀｶﾊｼ ﾋﾄｼ

821

1600472 風間 祥介

ｶｻﾞﾏ ﾖｳｽｹ

千葉県 チーム・チェブロ

822

1700830 高尾 健太郎

ﾀｶｵ ｹﾝﾀﾛｳ

千葉県 チーム・チェブロ

JPCA
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チーム・チェブロ

第7回 JBCF タイムトライアルチャンピオンシップ
【クラスタ：F レースレーティング：F】 15名
No. 選手ID
選手名

2017.08.28
ｶﾅ

登録地

ﾁｰﾑ名

4

1502376 西川 沙代子

ﾆｼｶﾜ ｻﾖｺ

神奈川 AVENTURA AIKOH VICTORIA RACING

6

1301474 石井 美絵

ｲｼｲ ﾐｴ

千葉県 AQULS内房レーシング

48

1700501 新田 孝美

ﾆｯﾀ ﾀｶﾐ

埼玉県 サイタマサイクルプロジェクト

76

1602691 田中 庸子

ﾀﾅｶ ﾉﾘｺ

埼玉県 SAUCE DEVELOPMENT

80

1700698 野崎 桃世

ﾉｻﾞｷ ﾓﾓﾖ

千葉県 Team 自転車処 風輪

96

1701059 高尾 那知

ﾀｶｵ ﾅﾁ

千葉県 チーム・チェブロ

103

1700639 山口 真未

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏﾐ

茨城県 Brassica

136

1301645 新屋 瑛里

ｼﾝﾔ ｴﾘ

東京都 PHANTOM 湘南

150

1600453 新川 明子

ｼﾝｶﾜ ｱｷｺ

栃木県 ブラウ・ブリッツェン

157

1201909 小田 恵利花

ｵﾀﾞ ｴﾘｶ

東京都 Honda 栃木

160

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

162

1301359 棟近 陽子

ﾑﾈﾁｶ ﾖｳｺ

奈良県 EURO-WORKS Racing

167

1500426 梅山 佳子

ｳﾒﾔﾏ ﾖｼｺ

栃木県 RIDE Freaks

169

1101522 伊藤 杏菜

ｲﾄｳ ｱﾝﾅ

愛知県 Live GARDEN BICI STELLE

171

1301646 林口 幸恵

ﾊﾔｼｸﾞﾁ ﾕｷｴ

栃木県 Live GARDEN BICI STELLE
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