
38 名 38 2022/10/8

No. JCF ID 氏名 カナ 登録地 チーム名
501 1703353 植田 恒平 ｳｴﾀﾞ ｺｳﾍｲ 兵庫 Team ZERO　UNO　FRONTIER
502 1800842 辻 康成 ﾂｼﾞ ﾔｽﾅﾘ 兵庫 Team ZERO　UNO　FRONTIER
503 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

504 0100423 真鍋 英祐 ﾏﾅﾍﾞ ｴｲｽｹ 山口 山口県自転車競技連盟・我逢人

505 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・我逢人

506 0500349 井上 人志 ｲﾉｳｴ ﾋﾄｼ 滋賀 VC VELOCE
507 1800085 池川 辰哉 ｲｹｶﾞﾜ ﾀﾂﾔ 大阪 VC VELOCE
508 9700734 井上 登士哉 ｲﾉｳｴ ﾄｼﾔ 愛媛 VC VELOCE
509 1802537 本庄 義人 ﾎﾝｼｮｳ ﾖｼﾋﾄ 愛媛 VC VELOCE
510 1800650 千原 一馬 ﾁﾊﾗ ｶｽﾞﾏ 福岡 VC福岡エリート
511 2200098 山﨑 健 ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｹﾙ 愛媛 TEAM LUPPI
512 1400047 菅谷 修 ｽｶﾞﾔ ｵｻﾑ 東京 MIVRO
513 1900251 奥田 拓人 ｵｸﾀﾞ ﾀｸﾄ 東京 Roppongi Express
514 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

515 1700557 松﨑 琢仁 ﾏﾂｻﾞｷ ﾀｸﾐ 埼玉 サイタマサイクルプロジェクト

516 1800333 小林 亮 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳ 兵庫 soleil de lest
517 0000251 佐々木 健 ｻｻｷ ﾀｹｼ 愛知 天狗党

518 1800122 小笠原 輝彦 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾃﾙﾋｺ 大分 TeamUKYO Reve
519 2000924 本田 啓仁 ﾎﾝﾀﾞ ｹｲﾄ 東京 LINKVISION GIRASOLE CYCLING
520 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

521 1800649 石丸 幸士郎 ｲｼﾏﾙ ｺｳｼﾛｳ 福岡 福岡大学

522 0300357 一色 寛之 ｲｯｼｷ ﾋﾛﾕｷ 京都 ZIPPY CYCLE CLUB
523 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

524 1000280 桑山 和也 ｸﾜﾔﾏ ｶｽﾞﾔ 大阪 シマノドリンキング

525 1600432 藤岡 泰之 ﾌｼﾞｵｶ ﾔｽﾕｷ 広島 eNShare Cycling Team
526 1501603 石井 雄悟 ｲｼｲ ﾕｳｺﾞ 大阪 VC VELOCE
527 0601273 松木 健治 ﾏﾂｷ ｹﾝｼﾞ 京都 VC VELOCE
528 1601492 池田 渓人 ｲｹﾀﾞ ｹｲﾄ 熊本 VC福岡エリート
529 1700218 竹内 碧海 ﾀｹｳﾁ ｱｵｲ 福岡 VC福岡エリート
530 9900113 高橋 利明 ﾀｶﾊｼ ﾄｼｱｷ 茨城 GROWING Racing Team
531 1100638 山岡 健人 ﾔﾏｵｶ ｹﾝﾄ 愛媛 TEAM LUPPI
532 1101042 新村 拓也 ｼﾝﾑﾗ ﾀｸﾔ 東京 パナソニックレーシング

533 9901846 大倉 健一 ｵｵｸﾗ ｹﾝｲﾁ 東京 セオレーシング

534 2001365 栗山 和之 ｸﾘﾔﾏ ｶｽﾞﾕｷ 兵庫 soleil de lest
535 1700634 中村 充一 ﾅｶﾑﾗ ﾐﾂｶｽﾞ 兵庫 soleil de lest
536 1900253 野田 恭平 ﾉﾀﾞ ｷｮｳﾍｲ 兵庫 soleil de lest
537 1600153 山名 拳太郎 ﾔﾏﾅ ｹﾝﾀﾛｳ 和歌山 TeamUKYO Reve
538 0800429 菅根 利明 ｽｶﾞﾈ ﾄｼｱｷ 群馬 イナーメ信濃山形-EFT

第8回大星山ヒルクライム
【クラスタ:E1  グレード:Ah】



19 名 19 2022/10/8

No. JCF ID 氏名 カナ 登録地 チーム名
601 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・我逢人

602 2100823 松永 剛 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾀｹｼ 山口 山口県自転車競技連盟・我逢人

603 1800699 重原 優希 ｼｹﾞﾊﾗ ﾕｳｷ 京都 VC VELOCE
604 2100238 赤坂 幸一 ｱｶｻｶ ｺｳｲﾁ 福岡 VC福岡エリート
605 2200026 赤松 大貴 ｱｶﾏﾂ ﾀﾞｲｷ 兵庫 soleil de lest
606 2101749 吉田 晴登 ﾖｼﾀﾞ ﾊﾙﾄ 徳島 徳島サイクルレーシング

607 0601596 三上 強 ﾐｶﾐ ﾂﾖｼ 広島 ＴＮＧレーシング広島

608 1001200 難波 大輔 ﾅﾝﾊﾞ ﾀﾞｲｽｹ 岡山 サイファアスリートクラブ岡山

609 2000175 城下 優 ｼﾛｼﾀ ﾏｻﾙ 愛媛 CR3W
610 2000066 片岡 敏一 ｶﾀｵｶ ﾄｼｶｽﾞ 鳥取 Katasei Compagno
611 2100040 井戸田 文博 ｲﾄﾀﾞ ﾌﾐﾋﾛ 鳥取 CONQUISTA
612 1501897 岡山 優太 ｵｶﾔﾏ ﾕｳﾀ 福岡 福岡大学

613 1703403 安福 孝幸 ｱﾝﾌﾟｸ ﾀｶﾕｷ 広島 eNShare Cycling Team
614 2001671 岡本 涼 ｵｶﾓﾄ ﾘｮｳ 大阪 VC VELOCE
615 1500505 築山 元樹 ﾂｷﾔﾏ ｹﾞﾝｷ 岡山 Team Grandi Petit
616 1300234 阿部 哲也 ｱﾍﾞ ﾃﾂﾔ 兵庫 soleil de lest
617 9702244 杉野 和宏 ｽｷﾞﾉ ｶｽﾞﾋﾛ 岡山 チーム岡山

618 1300523 植田 良 ｳｴﾀ ﾘｮｳ 徳島 UNIVERS
619 1902272 能登 滉太 ﾉﾄ ｺｳﾀ 京都 京都大学自転車競技部

第8回大星山ヒルクライム
【クラスタ:E2  グレード:Bh】



22 名 22 2022/10/8

No. JCF ID 氏名 カナ 登録地 チーム名
701 2100686 末本 歩夢 ｽｴﾓﾄ ｱﾑ 広島 eNShare Cycling Team
702 1801372 平井 徳亮 ﾋﾗｲ ﾔｽｱｷ 山口 山口県自転車競技連盟・我逢人

703 2201594 浦前 貴紀 ｳﾗﾏｴ ﾀｶﾉﾘ 福岡 VC福岡エリート
704 濱田 剛志 ﾊﾏﾀﾞ ﾂﾖｼ 長崎 NEST nagasaki
705 2100691 渡部 祥太朗 ﾜﾀﾍﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ 長崎 NEST nagasaki
706 2100115 島田 晃 ｼﾏﾀﾞ ｱｷﾗ 徳島 徳島サイクルレーシング

707 2200240 三重野 翔 ﾐｴﾉ ｼｮｳ 大分 TeamUKYO Reve
708 2200045 安永 智宏 ﾔｽﾅｶﾞ ﾄﾓﾋﾛ 愛媛 Dandy Lion
709 1600808 田中 典行 ﾀﾅｶ ﾉﾘﾕｷ 兵庫 Team ZERO　UNO　FRONTIER
710 2200396 大谷 春樹 ｵｵﾀﾆ ﾊﾙｷ 山口 VC福岡エリート
711 1001925 沼野 慎平 ﾇﾏﾉ ｼﾝﾍﾟｲ 福岡 VC福岡エリート
712 2100231 太田 翔 ｵｵﾀ ｼｮｳ 岡山 Team Grandi Petit
713 0700541 佐々木 貴之 ｻｻｷ ﾀｶﾕｷ 鹿児島 セレクシオン南九州

714 2200025 飯塚 健斗 ｲｲﾂﾞｶ ｹﾝﾄ 兵庫 soleil de lest
715 1402352 板子 佑士 ｲﾀｺ ﾕｳｼﾞ 兵庫 soleil de lest
716 松村 凌雅 ﾏﾂﾑﾗ ﾘｮｳｶﾞ 大分 津末レーシング

717 2200370 西澤 直紀 ﾆｼｻﾞﾜ ﾅｵｷ 長野 FAST LANE Racing
718 1900187 高重 竜輔 ﾀｶｼｹﾞ ﾘｭｳｽｹ 山口 Team HIROSHIGE ATHLETE
719 2000345 塩見 隼祐 ｼｵﾐ ｼｭﾝｽｹ 鳥取 Katasei Compagno
720 2000558 福田 勇司 ﾌｸﾀﾞ ﾕｳｼﾞ 鳥取 CONQUISTA
721 2200292 矢野 雄太郎 ﾔﾉ ﾕｳﾀﾛｳ 愛媛 Dandy Lion
722 2200101 吉田 誠 ﾖｼﾀﾞ ﾏｺﾄ 愛媛 Dandy Lion

第8回大星山ヒルクライム
【クラスタ:E3  グレード:Ch】



10 名 10 2022/10/8

No. JCF ID 氏名 カナ 登録地 チーム名
801 1800102 松下 恵子 ﾏﾂｼﾀ ｹｲｺ 広島 voyAge cycling team
802 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

803 2100031 阿部 真由美 ｱﾍﾞ ﾏﾕﾐ 大分 TeamUKYO Reve
804 1902474 井上 美幸 ｲﾉｳｴ ﾐﾕｷ 熊本 TeamUKYO Reve
805 2000386 三谷 優空 ﾐﾀﾆ ﾕﾗ 広島 TeamUKYO Reve
806 2000683 下村 真佐美 ｼﾓﾑﾗ ﾏｻﾐ 徳島 UNIVERS
807 1602704 久木野 衣美 ｸｷﾉ ｴﾐ 鹿児島 WINGS PLUS
808 1600018 堀江 みちこ ﾎﾘｴ ﾐﾁｺ 大阪 VC VELOCE
809 2202113 谷口 彩香 ﾀﾆｸﾞﾁ ｻﾔｶ 兵庫 soleil de lest
810 2000404 徳丸 しゅう ﾄｸﾏﾙ ｼｭｳ 広島 TeamUKYO Reve

第8回大星山ヒルクライム
【クラスタ:F  グレード:Bh】



1 名 1 2022/10/8

No. JCF ID 氏名 カナ 登録地 チーム名
851 2001343 平山 雷斗 ﾋﾗﾔﾏ ﾗｲﾄ 愛知 中部大学第一高等学校

第8回大星山ヒルクライム
【クラスタ:Y1  グレード:Bh】



11 名 11 2022/10/8

No. JCF ID 氏名 カナ 登録地 チーム名
901 1502247 横手 徳広 ﾖｺﾃ ﾄｸﾋﾛ 広島 voyAge cycling team
902 1301620 浜田 健志 ﾊﾏﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 大阪 VC VELOCE
903 1400141 長妻 暁 ﾅｶﾞﾂﾏ ｱｷﾗ 神奈川 FORCE
904 1402357 吉田 勝彦 ﾖｼﾀﾞ ｶﾂﾋｺ 埼玉 サイタマサイクルプロジェクト

905 1600085 石井 久雄 ｲｼｲ ﾋｻｵ 兵庫 soleil de lest
906 2202114 小谷 尚平 ｺﾀﾆ ｼｮｳﾍｲ 兵庫 soleil de lest
907 2200041 青野 純典 ｱｵﾉ ｽﾐﾉﾘ 徳島 UNIVERS
908 2100035 夛田 賢児 ﾀﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 徳島 UNIVERS
909 2100174 松下 誠 ﾏﾂｼﾀ ﾏｺﾄ 徳島 UNIVERS
910 1100076 角田 光隆 ｽﾐﾀﾞ ﾐﾂﾀｶ 奈良 EURO-WORKS Racing
911 1500775 中村 やすし ﾅｶﾑﾗ ﾔｽｼ 福岡 VC福岡エリート

【クラスタ:M  グレード:Ch】

第8回大星山ヒルクライム


