
49 名 49 2022/4/10
No. JCF ID 氏名 カナ 登録地 チーム名
101 1702085 川勝 敦嗣 ｶﾜｶﾂ ｱﾂｼ 兵庫 MiNERVA-asahi
102 1800057 中村 将也 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾔ 大阪 MiNERVA-asahi
103 1700871 中川 真也 ﾅｶｶﾞﾜ ｼﾝﾔ 石川 TTG　ミトロング-V
104 1500648 福吉 紳悟 ﾌｸﾖｼ ｼﾝｺﾞ 神奈川 YOKOSUKA UNO RACING
105 2000033 山田 和弘 ﾔﾏﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 岐阜 名岐ベンド

106 1700212 満上 亘 ﾐﾂｶﾐ ﾜﾀﾙ 大分 Team Sciroco
107 1000280 桑山 和也 ｸﾜﾔﾏ ｶｽﾞﾔ 大阪 シマノドリンキング

108 501388 奥田 瑛史 ｵｸﾀﾞ ｴｲｼﾞ 兵庫 BC.ANELLO
109 1600308 大内 淳司 ｵｵｳﾁ ｱﾂｼ 茨城 GROWING Racing Team
110 9900113 高橋 利明 ﾀｶﾊｼ ﾄｼｱｷ 茨城 GROWING Racing Team
111 1600860 山口 泰司 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛｼ 大阪 SNIFF・OUTDOORLIFE Racing
112 1400047 菅谷 修 ｽｶﾞﾔ ｵｻﾑ 東京 MIVRO
113 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

114 700340 寺崎 武郎 ﾃﾗｻｷ ﾀｹﾛｳ 福井 バルバサイクルレーシングチーム

115 1700993 宇賀持 凌 ｳｶﾞﾓﾁ ﾘｮｳ 埼玉 サイタマサイクルプロジェクト

116 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

117 1301588 大杉 直敬 ｵｵｽｷﾞ ﾅｵﾀｶ 静岡 SPADE・ACE
118 387 大橋 克弘 ｵｵﾊｼ ｶﾂﾋﾛ 静岡 SPADE・ACE
119 1600015 石井 和明 ｲｼｲ ｶｽﾞｱｷ 兵庫 Rapha Cycling Club
120 2000078 黒澤 明 ｸﾛｻﾜ ｱｷﾗ 東京 Rapha Cycling Club
121 1900302 石田 眞大 ｲｼﾀﾞ ﾏﾋﾛ 東京 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ

122 300337 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

123 1700199 深堀 理 ﾌｶﾎﾘ ﾏｻﾙ 福岡 VC福岡エリート
124 1702062 臼井 一雅 ｳｽｲ ｶｽﾞﾏｻ 栃木 Honda栃木
125 1500211 高橋 叶平 ﾀｶﾊｼ ｷｮｳﾍｲ 広島 TeamUKYO Reve
126 1600153 山名 拳太郎 ﾔﾏﾅ ｹﾝﾀﾛｳ 和歌山 TeamUKYO Reve
127 600048 奥野 浩和 ｵｸﾉ ﾋﾛｶｽﾞ 大阪 ナカガワAS・K’デザイン
128 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

129 1800063 佐々木 友輔 ｻｻｷ ﾕｳｽｹ 千葉 サイクルフリーダム・レーシング

130 1500324 佐野 勇人 ｻﾉ ﾊﾔﾄ 千葉 サイクルフリーダム・レーシング

131 2001565 日置江 草太 ﾋｷｴ ｿｳﾀ 千葉 サイクルフリーダム・レーシング

132 1200140 海保 洋平 ｶｲﾎ ﾖｳﾍｲ 千葉 湾岸サイクリング・ユナイテッド

133 900156 浅野 真則 ｱｻﾉ ﾏｻﾉﾘ 三重 VC VELOCE
134 1800085 池川 辰哉 ｲｹｶﾞﾜ ﾀﾂﾔ 大阪 VC VELOCE
135 1604019 大原 陸 ｵｵﾊﾗ ﾘｸ 大阪 VC VELOCE
136 1000512 佐井 輝久 ｻｲ ﾃﾙﾋｻ 京都 VC VELOCE
137 1301620 浜田 健志 ﾊﾏﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 大阪 VC VELOCE
138 601273 松木 健治 ﾏﾂｷ ｹﾝｼﾞ 京都 VC VELOCE
139 251 佐々木 健 ｻｻｷ ﾀｹｼ 愛知 天狗党

140 1800333 小林 亮 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳ 兵庫 soleil de lest
141 1802143 坂口 裕芳 ｻｶｸﾞﾁ ﾋﾛﾖｼ 兵庫 soleil de lest
142 1600722 辻川 涼兵 ﾂｼﾞｶﾜ ﾘｮｳﾍｲ 岡山 サイファアスリートクラブ岡山

143 700204 大原 勇生 ｵｵﾊﾗ ﾕｳｷ 大阪 チーム  スクアドラ
144 900367 隅原 秀年 ｽﾐﾊﾗ ﾋﾃﾞﾄｼ 大阪 チーム  スクアドラ
145 1600502 宮本 訓寛 ﾐﾔﾓﾄ ｸﾆﾋﾛ 大阪 チーム  スクアドラ
146 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

147 1500603 森本 玄達 ﾓﾘﾓﾄ ﾋﾛﾐﾁ 岡山 code 33
148 9901846 大倉 健一 ｵｵｸﾗ ｹﾝｲﾁ 東京 セオレーシング

149 2200159 加藤 辰之介 ｶﾄｳ ｼﾝﾉｽｹ 三重 イナーメ信濃山形-EFT

第13回伊吹山ドライブウェイヒルクライム
【クラスタ:E1  グレード:Bh】



28 名 28 2022/4/10
No. JCF ID 氏名 カナ 登録地 チーム名
201 9702244 杉野 和宏 ｽｷﾞﾉ ｶｽﾞﾋﾛ 岡山 チーム岡山

203 1902350 野畑 太志 ﾉﾊﾞﾀ ﾀｲｼ 大阪 MiNERVA-asahi
204 1902299 堀井 卓 ﾎﾘｲ ﾀｸ 兵庫 MiNERVA-asahi
205 1902658 権田 歩人 ｺﾞﾝﾀﾞ ｱﾙﾄ 東京 Avenir Yamanashi Yamanakako
206 2000016 丸渕 聖悟 ﾏﾙﾌﾞﾁ ｼｮｳｺﾞ 東京 FAST LANE Racing
207 1802500 上野 真 ｳｴﾉ ｼﾝ 東京 VIVA☆ZAPPEI極
208 1000013 吉村 裕 ﾖｼﾑﾗ ﾕﾀｶ 大阪 VC AVANZARE
209 1200566 濱口 浩紀 ﾊﾏｸﾞﾁ ﾋﾛｷ 愛知 BREZZA-KAMIHAGI
210 9702810 高梨 真幸人 ﾀｶﾅｼ ﾏｺﾄ 茨城 GROWING Racing Team
211 1000007 林 岳 ﾊﾔｼ ﾀｶｼ 大阪 FUKADAまじりんぐ
212 9701444 三宅 悟史 ﾐﾔｹ ｻﾄｼ 静岡 SPADE・ACE
213 9802134 中島 義基 ﾅｶｼﾏ ﾖｼｷ 福岡 チーム・チェブロ

214 1900436 松本 竜太朗 ﾏﾂﾓﾄ ﾘｭｳﾀﾛｳ 奈良 EURO-WORKS Racing
215 2001675 箱家 泰平 ﾊｺﾔ ﾀｲﾍｲ 埼玉 TEAM MILANO
216 2100111 大野 宗哲 ｵｵﾉ ｿｳﾃﾂ 東京 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ

217 1800383 黒川 学 ｸﾛｶﾜ ﾏﾅﾌﾞ 栃木 Honda栃木
218 901385 木下 雅貴 ｷﾉｼﾀ ﾏｻｷ 京都 masahikomifune.com CyclingTeam
219 2100056 吉田 敬 ﾖｼﾀﾞ ｹｲ 埼玉 ホダカファクトリーレーシング

220 2101197 吉田 壮良 ﾖｼﾀﾞ ｿﾗ 大阪 TEAM CSK
221 1702932 山岡 由幸 ﾔﾏｵｶ ﾕｳｷ 北海道 AXIS Cycling Team
222 1200390 石井 智 ｲｼｲ ﾄﾓ 大阪 VC VELOCE
223 2001671 岡本 涼 ｵｶﾓﾄ ﾘｮｳ 大阪 VC VELOCE
224 2001365 栗山 和之 ｸﾘﾔﾏ ｶｽﾞﾕｷ 兵庫 soleil de lest
225 1700634 中村 充一 ﾅｶﾑﾗ ﾐﾂｶｽﾞ 兵庫 soleil de lest
226 1900253 野田 恭平 ﾉﾀﾞ ｷｮｳﾍｲ 兵庫 soleil de lest
227 1300523 植田 良 ｳｴﾀ ﾘｮｳ 徳島 UNIVERS
228 1502126 杭田 翔太 ｸｴﾀﾞ ｼｮｳﾀ 岡山 code 33
229 2000175 城下 優 ｼﾛｼﾀ ﾏｻﾙ 愛媛 CR3W

第13回伊吹山ドライブウェイヒルクライム
【クラスタ:E2  グレード:Bh】



37 名 37 2022/4/10
No. JCF ID 氏名 カナ 登録地 チーム名
301 1900251 奥田 拓人 ｵｸﾀﾞ ﾀｸﾄ 東京 Roppongi Express
302 2102108 榊原 喬大 ｻｶｷﾊﾞﾗ ｷｮｳﾀ 愛知 イナーメ信濃山形-EFT
303 2000448 小塚 智大 ｺﾂｶ ﾄﾓﾋﾛ 長野 MiNERVA-asahi
304 2200449 小林 靖幸 ｺﾊﾞﾔｼ ﾔｽﾕｷ 福井 TTG　ミトロング-V
305 2000604 今井 祐樹 ｲﾏｲ ﾕｳｷ 岐阜 Nakatsugawa GTBC Racing Team
306 2200370 西澤 直紀 ﾆｼｻﾞﾜ ﾅｵｷ 長野 FAST LANE Racing
307 2200055 朝井 陽介 ｱｻｲ ﾖｳｽｹ 奈良 VIVA☆ZAPPEI極
308 2200454 山本 将司 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻｼ 愛知 名岐ベンド

309 2100116 多喜田 吉人 ﾀｷﾀ ﾖｼﾄ 徳島 instinct
310 1500190 山田 大樹 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛｷ 徳島 instinct
311 1802680 井戸田 直樹 ｲﾄﾞﾀ ﾅｵｷ 愛知 BREZZA-KAMIHAGI
312 2101634 粟野 勝 ｱﾜﾉ ﾏｻﾙ 福井 バルバクラブエチゼン

313 2101519 奥東 亮太 ｵｸﾋｶﾞｼ ﾘｮｳﾀ 福井 バルバクラブエチゼン

314 2101572 左近 知也 ｻｺﾝ ﾄﾓﾔ 福井 バルバクラブエチゼン

315 2101571 鈴木 洋介 ｽｽﾞｷ ﾖｳｽｹ 福井 バルバクラブエチゼン

316 2101500 爲永 誠 ﾀﾒﾅｶﾞ ﾏｺﾄ 福井 バルバクラブエチゼン

317 2000468 寺本 尚平 ﾃﾗﾓﾄ ｼｮｳﾍｲ 福井 バルバクラブエチゼン

318 2101522 馬場 直哉 ﾊﾞﾊﾞ ﾅｵﾔ 福井 バルバクラブエチゼン

319 2101520 宮下 拓翔 ﾐﾔｼﾀ ﾀｸﾄ 福井 バルバクラブエチゼン

320 2101521 山内 一登与 ﾔﾏｳﾁ ｶｽﾞﾄﾖ 福井 バルバクラブエチゼン

321 500522 丹下 真人 ﾀﾝｹﾞ ﾏｻﾄ 滋賀 FUKADAまじりんぐ
322 2200036 増田 有輝 ﾏｽﾀﾞ ﾕｳｷ 埼玉 TEAM MILANO
323 2100249 シャルマ クシュアルグ ｼｬﾙﾏ ｸｼｭｱﾙｸﾞ 埼玉 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ

324 2100261 砂原 峰男 ｽﾅﾊﾗ ﾐﾈｵ 大阪 masahikomifune.com CyclingTeam
325 200998 小賀野 晃 ｵｶﾞﾉ ｱｷﾗ 滋賀 ナカガワAS・K’デザイン
326 2000526 笹内 秀法 ｻｻｳﾁ ﾋﾃﾞﾉﾘ 大阪 ナカガワAS・K’デザイン
327 2200011 猪谷 丈夫 ｲﾀﾆ ﾀｹｵ 大阪 TEAM CSK
328 2200013 清丘 俊 ｷﾖｵｶ ｼｭﾝ 大阪 TEAM CSK
329 2101874 廣瀬 享 ﾋﾛｾ ﾄｵﾙ 福井 バルバクラブフクイ

330 2101819 天野 康輝 ｱﾏﾉ ｺｳｷ 富山 バルバクラブタカオカ

331 900153 岩城 和宏 ｲﾜｷ ｶｽﾞﾋﾛ 大阪 VC VELOCE
332 2100130 岡 晃邦 ｵｶ ﾃﾙｸﾆ 京都 VC VELOCE
333 1902204 米徳 清志郎 ﾖﾈﾄｸ ｷﾖｼﾛｳ 大阪 VC VELOCE
334 2200026 赤松 大貴 ｱｶﾏﾂ ﾀﾞｲｷ 兵庫 soleil de lest
335 2101544 山村 悠介 ﾔﾏﾑﾗ ﾕｳｽｹ 大阪 Team Kermis Cross
336 2100320 木村 祐貴 ｷﾑﾗ ﾕｳｷ 埼玉 シャークアイランド

337 2200246 三澤 暁 ﾐｻﾜ ｱｷﾗ 長野 シャークアイランド

第13回伊吹山ドライブウェイヒルクライム
【クラスタ:E3  グレード:Bh】



9 名 9 2022/4/10
No. JCF ID 氏名 カナ 登録地 チーム名
401 2101890 野添 晴菜 ﾉｿﾞｴ ﾊﾙﾅ 福井 バルバクラブエチゼン

402 1700050 望月 美和子 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾐﾜｺ 静岡 ORCA CYCLING TEAM
403 1801202 廣瀬 博子 ﾋﾛｾ ﾋﾛｺ 埼玉 サイタマサイクルプロジェクト

404 2101873 豊岡 多恵 ﾄﾖｵｶ ﾀｴ 福井 バルバクラブフクイ

405 1700511 島橋 由美子 ｼﾏﾊｼ ﾕﾐｺ 富山 バルバクラブタカオカ

406 2000073 室崎 友紀 ﾑﾛｻｷ ﾕｷ 富山 バルバクラブタカオカ

407 1700119 山崎 友里 ﾔﾏｻﾞｷ ﾕﾘ 富山 バルバクラブタカオカ

408 2000683 下村 真佐美 ｼﾓﾑﾗ ﾏｻﾐ 徳島 UNIVERS
409 1402101 田島 洋子 ﾀｼﾞﾏ ﾖｳｺ 埼玉 シャークアイランド

第13回伊吹山ドライブウェイヒルクライム
【クラスタ:F  グレード:Bh】



3 名 3 2022/4/10
No. JCF ID 氏名 カナ 登録地 チーム名
501 2100502 新藤 想真 ｼﾝﾄﾞｳ ｿｳﾏ 東京 G.S.POSITIVO
502 2000337 中尾 涼介 ﾅｶｵ ﾘｮｳｽｹ 大阪 VC AVANZARE
503 1800847 風間 大和 ｶｻﾞﾏ ﾔﾏﾄ 東京 淑徳巣鴨高等学校

第13回伊吹山ドライブウェイヒルクライム
【クラスタ:Y  グレード:Bh】



8 名 8 2022/4/10
No. JCF ID 氏名 カナ 登録地 チーム名
601 9700528 横田 正美 ﾖｺﾀ ﾏｻﾐ 栃木 リベルタスTOCHIGI BICYCLE CLUB
602 1800405 藤岡 信太郎 ﾌｼﾞｵｶ ｼﾝﾀﾛｳ 岡山 Team Grandi Petit
603 2200143 兵惠 利充 ﾋｮｳｴ ﾄｼﾐﾂ 和歌山 エコサイクル

604 700359 清水 琢矢 ｼﾐｽﾞ ﾀｸﾔ 香川 SPADE・ACE
605 2101837 橘 辰雄 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾀﾂｵ 富山 バルバクラブタカオカ

606 1802119 原 直人 ﾊﾗ ﾅｵﾄ 山口 山口県自転車競技連盟・我逢人

607 1300487 山本 敦 ﾔﾏﾓﾄ ｱﾂｼ 神奈川 SBC Vertex Racing Team
608 1600298 宇根 智浩 ｳﾈ ﾄﾓﾋﾛ 広島 Aki Rising Bicycle team

第13回伊吹山ドライブウェイヒルクライム
【クラスタ:M  グレード:Bh】


