
【クラスタ:E1  グレード:At】 33名 2020.7.13
No JCF ID 氏名 カナ 登録地 チーム名
1 1800085 池川 辰哉 ｲｹｶﾞﾜ ﾀﾂﾔ 大阪 VC VELOCE
2 0500349 井上 人志 ｲﾉｳｴ ﾋﾄｼ 滋賀 VC VELOCE
3 0800194 上田 貴史 ｳｴﾀﾞ ﾀｶｼ 大阪 VC VELOCE
4 1501497 皿谷 宏人 ｻﾗｶﾞｲ ﾋﾛﾄ 広島 エキップ ティラン
7 1800003 植田 恒平 ｳｴﾀﾞﾀﾞ ｺｳﾍｲ 兵庫 ALL OUT reric
8 1800333 小林 亮 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳ 兵庫 ALL OUT reric
10 1800057 中村 将也 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾔ 大阪 ALL OUT reric
11 1800073 橋岡 宏茂 ﾊｼｵｶ ﾋﾛｼ 愛知 ALL OUT reric
12 1802568 原田 将人 ﾊﾗﾀﾞ ﾏｻﾄ 兵庫 ALL OUT reric
16 9901846 大倉 健一 ｵｵｸﾗ ｹﾝｲﾁ 東京 セオレーシング
17 1700035 花田 金之介 ﾊﾅﾀﾞ ｷﾝﾉｽｹ 大阪 ZERO
18 1600085 石井 久雄 ｲｼｲ ﾋｻｵ 兵庫 soleil de lest
20 1702809 岩尾 大河 ｲﾜｵ ﾀｲｶﾞ 大分 TeamUKYO Reve
24 1100638 山岡 健人 ﾔﾏｵｶ ｹﾝﾄ 愛媛 TEAM LUPPI
25 1700683 吉田 健太郎 ﾖｼﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 群馬 TRC PANAMAREDS
26 1164976 中島 渉 ﾅｶｼﾞﾏ ｱﾕﾐ 埼玉 DEVOTION BIKES
27 1201709 川瀬 章史 ｶﾜｾ ｱｷﾌﾐ 愛知 DESTRA
28 0000251 佐々木 健 ｻｻｷ ﾀｹｼ 愛知 天狗党
29 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
32 1700197 水町 勝彦 ﾐｽﾞﾏﾁ ｶﾂﾋｺ 福岡 PARABOLAイワイシーガル
34 1701988 東 優仁 ｱｽﾞﾏ ﾕｳﾄ 大阪 VC福岡（エリート）
36 1900083 中島 雅人 ﾅｶｼﾏ ﾏｻﾄ 福岡 VC福岡（エリート）
37 1700662 檜室 建斗 ﾋﾑﾛ ｹﾝﾄ 大阪 VC福岡（エリート）
38 1400047 菅谷 修 ｽｶﾞﾔ ｵｻﾑ 東京 MIVRO
40 0900441 所司 純一 ｼｮｼ ｼﾞｭﾝｲﾁ 京都 モジュマ エリアゼロナナゴ
41 9802484 植木 康文 ｳｴｷ ﾔｽﾌﾐ 山口 山口県自転車競技連盟・GRP
44 1800265 福田 健一 ﾌｸﾀﾞ ｹﾝｲﾁ 山口 山口県自転車競技連盟・GRP
46 1000714 佐々木 暖 ｻｻｷ ﾀﾞﾝ 奈良 EURO-WORKS Racing
47 1100076 角田 光隆 ｽﾐﾀﾞ ﾐﾂﾀｶ 奈良 EURO-WORKS Racing
48 1100087 田中 信行 ﾀﾅｶ ﾉﾌﾞﾕｷ 奈良 EURO-WORKS Racing
49 1702976 中森 雅人 ﾅｶﾓﾘ ﾏｻﾄ 大阪 EURO-WORKS Racing
50 1800557 相楽 誠 ｻｶﾞﾗ ﾏｺﾄ 東京 Rapha Cycling Club
51 1801013 榊原 航太 ｻｶｷﾊﾞﾗ ｺｳﾀ 神奈川 Racing CUBE
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【クラスタ:E2  グレード:Bt】 26名 2020.7.13
No JCF ID 氏名 カナ 登録地 チーム名
101 1301620 浜田 健志 ﾊﾏﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 大阪 VC VELOCE
102 1700043 藤田 宏平 ﾌｼﾞﾀ ｺｳﾍｲ 広島 voyAge cycling team
105 0300357 一色 寛之 ｲｯｼｷ ﾋﾛﾕｷ 京都 ZIPPY CYCLE CLUB
106 1401920 田代 亘 ﾀｼﾛ ﾜﾀﾙ 大阪 シマノドリンキング
107 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
108 1901992 田村 一暉 ﾀﾑﾗ ｶｽﾞｷ 広島 崇徳高等学校
109 1400290 坂井 誠臣 ｻｶｲ ﾏｻｵﾐ 広島 Team Kermis Cross
110 1800047 笹原 純平 ｻｻﾊﾗ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 広島 Team Kermis Cross
112 1400292 富永 将宇 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾏｻﾀｶ 広島 Team Kermis Cross
114 1800842 辻 康成 ﾂｼﾞ ﾔｽﾅﾘ 兵庫 Team ZERO UNO FRONTIER
115 1800122 小笠原 輝彦 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾃﾙﾋｺ 大分 TeamUKYO Reve
118 9702244 杉野 和宏 ｽｷﾞﾉ ｶｽﾞﾋﾛ 岡山 チーム岡山
120 1800379 古澤 卓哉 ﾌﾙｻﾜ ﾀｸﾔ 熊本 チームGINRIN熊本
121 9702373 金子 彰 ｶﾈｺ ｱｷﾗ 山口 チームサイクルプラス
122 9801847 白石 裕二 ｼﾗｲｼ ﾕｳｼﾞ 熊本 チームサイクルプラス
123 1802537 本庄 義人 ﾎﾝｼｮｳ ﾖｼﾋﾄ 愛媛 チーム大永山
124 9700879 藤井 壮太 ﾌｼﾞｲ ｿｳﾀ ⾧野 東洋水産ロードレース部
125 1001247 大村 英哉 ｵｵﾑﾗ ﾌｻﾔ 熊本 パープルモンキー
126 1602688 森榮 晃彦 ﾓﾘｻｶ ｱｷﾋｺ 岡山 パラティアムTOKYO
127 1500347 川上 豪仁 ｶﾜｶﾐ ﾀｹﾋﾄ 福岡 VC福岡（エリート）
129 1601622 野間田 一浩 ﾉﾏﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 和歌山 ミルキーウェイ和歌山
130 1900398 Sandu Ionut ｻﾝﾄﾞｩ ﾖﾉﾂ 京都 モジュマ エリアゼロナナゴ
131 1802627 大久保 剛 ｵｵｸﾎﾞ ﾂﾖｼ 山口 山口県自転車競技連盟・GRP
133 1900078 中村 和広 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞﾋﾛ 山口 山口県自転車競技連盟・GRP
136 1600015 石井 和明 ｲｼｲ ｶｽﾞｱｷ 兵庫 Rapha Cycling Club
137 1800172 安田 忠勲 ﾔｽﾀﾞ ﾀﾀﾞｲｻ 兵庫 Rapha Cycling Club
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【クラスタ:E3  グレード:Ct】 25名 2020.7.13
No JCF ID 氏名 カナ 登録地 チーム名
201 1700685 菅村 篤 ｽｶﾞﾑﾗ ｱﾂｼ 広島 Aki Rising Bicycle team
202 1902155 友広 聡則 ﾄﾓﾋﾛ ｻﾄﾉﾘ 広島 Aki Rising Bicycle team
203 1500049 末冨 拓 ｽｴﾄﾐ ﾀｸ 滋賀 VC VELOCE
204 1900538 武田 真英 ﾀｹﾀﾞ ﾏｻﾋﾃﾞ 広島 voyAge cycling team
214 1900016 川崎 亮 ｶﾜｻｷ ﾘｮｳ 兵庫 ALL OUT reric
215 2001365 栗山 和之 ｸﾘﾔﾏ ｶｽﾞﾕｷ 兵庫 ALL OUT reric
216 1800342 本多 晴飛 ﾎﾝﾀﾞ ﾊﾙﾋﾄ 兵庫 ALL OUT reric
217 2000180 山本 翔也 ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳﾔ 兵庫 ALL OUT reric
218 2000102 金井 健翔 ｶﾅｲ ｹﾝｼｮｳ 鹿児島 OM VELO Coaching
219 1800356 尊田 耀介 ｿﾝﾀﾞ ﾖｳｽｹ 福岡 OM VELO Coaching
221 1001625 小野 太 ｵﾉ ﾌﾄｼ 栃木 OYAMA STARPLEX
222 2000175 城下 優 ｼﾛｼﾀ ﾏｻﾙ 愛媛 CR3W
223 2000173 波片 鉄平 ﾊｶﾞﾀ ﾃｯﾍﾟｲ 愛媛 CR3W
224 1802677 田河 賢治 ﾀｶﾞﾜ ｹﾝｼﾞ 大阪 シマノドリンキング
226 1901989 河岡 大樹 ｶﾜｵｶ ﾀｲｷ 広島 崇徳高等学校
228 1601461 吉岡 竜太 ﾖｼｵｶ ﾘｭｳﾀ 広島 Team Kermis Cross
233 0601400 大濱 篤史 ｵｵﾊﾏ ｱﾂｼ 大阪 チバポンズ
234 2000249 片岡 悠真 ｶﾀｵｶ ﾕｳﾏ 大阪 TRAILBLAZER
235 1502722 山本 康雄 ﾔﾏﾓﾄ ﾔｽｵ 神奈川 パラティアムTOKYO
236 1901321 石井 康平 ｲｼｲ ｺｳﾍｲ 福岡 PARABOLAイワイシーガル
239 1800650 千原 一馬 ﾁﾊﾗ ｶｽﾞﾏ 福岡 VC福岡（エリート）
240 1901379 中林 航大 ﾅｶﾊﾞﾔｼ ｺｳﾀﾞｲ 福岡 VC福岡（エリート）
242 1700169 瀬戸口 瑛 ｾﾄｸﾞﾁ ｱｷﾗ 鹿児島 ボンシャンスACA
243 1900247 寺本 達哉 ﾃﾗﾓﾄ ﾀﾂﾔ 京都 Rapha Cycling Club
244 1800169 吉川 英孝 ﾖｼｶﾜ ﾋﾃﾞﾀｶ 千葉 Rapha Cycling Club

第3回 JBCF きらら浜タイムトライアル



【クラスタ:F  グレード:Bt】 7名 2020.7.13
No JCF ID 氏名 カナ 登録地 チーム名
81 1701126 後藤 安佐 ｺﾞﾄｳ ｱｻ 埼玉 イナーメ信濃山形-F
82 1600018 堀江 みちこ ﾎﾘｴ ﾐﾁｺ 大阪 VC VELOCE
86 1901435 中村 友紀子 ﾅｶﾑﾗ ﾕｷｺ 東京 京浜ピストクラブ
87 1800032 森本 保乃花 ﾓﾘﾓﾄ ﾎﾉｶ 大阪 ZERO
89 1602704 久木野 衣美 ｸｷﾉ ｴﾐ 鹿児島 TEAM YOU CAN
90 2000404 徳丸 しゅう ﾄｸﾏﾙ ｼｭｳ 広島 TeamUKYO Reve
92 1600347 中塚 祐佳 ﾅｶﾂｶ ﾕｶ 山口 山口県自転車競技連盟・GRP
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