
55 名 55 2022/9/25

No. JCF ID 氏名 カナ 登録地 チーム名

1 2100479 フランシスコ マンセボ ﾌﾗﾝｼｽｺ ﾏﾝｾﾎﾞﾍﾟﾚｽ スペイン マトリックスパワータグ

2 1500370 ホセ ビセンテ トリビオ ﾎｾﾋﾞｾﾝﾃ ﾄﾘﾋﾞｵ 大阪 マトリックスパワータグ

3 9720491 レオネル キンテロ ﾚｵﾈﾙ ｷﾝﾃﾛ ベネズエラマトリックスパワータグ

4 0301043 吉田 隼人 ﾖｼﾀﾞ ﾊﾔﾄ 奈良 マトリックスパワータグ

5 0700546 安原 大貴 ﾔｽﾊﾗ ﾀﾞｲｷ 大阪 マトリックスパワータグ

11 1000513 徳田 優 ﾄｸﾀﾞ ｽｸﾞﾙ 京都 TEAM BRIDGESTONE Cycling
12 1501423 山本 哲央 ﾔﾏﾓﾄ ﾃﾂｵ 山梨 TEAM BRIDGESTONE Cycling
13 1501582 河野 翔輝 ｶﾜﾉ ｼｮｳｷ 奈良 TEAM BRIDGESTONE Cycling
14 0801402 沢田 時 ｻﾜﾀﾞ ﾄｷ 滋賀 TEAM BRIDGESTONE Cycling
31 0500601 入部 正太朗 ｲﾘﾍﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ 奈良 弱虫ペダル サイクリングチーム
32 1601996 香山 飛龍 ｶﾔﾏ ﾋﾘｭｳ 神奈川 弱虫ペダル サイクリングチーム
34 1500238 五十嵐 洸太 ｲｶﾗｼ ｺｳﾀ 神奈川 弱虫ペダル サイクリングチーム
35 1500013 内田 宇海 ｳﾁﾀﾞ ﾀｶﾐ 大阪 弱虫ペダル サイクリングチーム
36 2000022 細川 健太 ﾎｿｶﾜ ｹﾝﾀ 静岡 弱虫ペダル サイクリングチーム
41 0900861 湊 諒 ﾐﾅﾄ ﾘｮｳ 青森 シマノレーシング

42 1600024 天野 壮悠 ｱﾏﾉ ﾀｹﾊﾙ 大阪 シマノレーシング

43 1201367 風間 翔眞 ｶｻﾞﾏ ｼｮｳﾏ 福島 シマノレーシング

44 佐藤 宇志 ｻﾄｳ ﾀｶｼ 大阪 シマノレーシング

45 1401518 尾形 尚彦 ｵｶﾞﾀ ﾀｶﾋｺ 宮城 シマノレーシング

51 1200621 冨尾 大地 ﾄﾐｵ ﾀﾞｲﾁ 鹿児島 CIEL BLEU KANOYA
52 1200034 白川 幸希 ｼﾗｶﾜ ｺｳｷ 鹿児島 CIEL BLEU KANOYA
54 0400563 伊藤 雅和 ｲﾄｳ ﾏｻｶｽﾞ 鹿児島 CIEL BLEU KANOYA
55 1702467 大河内 将泰 ｵｵｺｳﾁ ﾏｻﾋﾛ 鹿児島 CIEL BLEU KANOYA
57 1800365 木村 純気 ｷﾑﾗ ｼﾞｭﾝｷ 鹿児島 CIEL BLEU KANOYA
61 1200122 平林 楓輝 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾌｳｷ 愛媛 備後しまなみeNShare
62 1300766 茂越 龍哉 ﾓｺﾞｴ ﾀﾂﾔ 兵庫 備後しまなみeNShare
63 1601026 松原 颯祐 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｿｳｽｹ 広島 備後しまなみeNShare
64 1400155 平林 飛都 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾀｶﾄ 愛媛 備後しまなみeNShare
65 1700212 満上 亘 ﾐﾂｶﾐ ﾜﾀﾙ 滋賀 備後しまなみeNShare
81 0801747 才田 直人 ｻｲﾀ ﾅｵﾄ 宮城 LEOMO Bellmare Racing Team
82 1001902 米谷 隆志 ﾖﾈﾀﾆ ﾀｶｼ 東京 LEOMO Bellmare Racing Team
83 9800459 小畑 郁 ｵﾊﾞﾀ ｶｵﾙ 東京 LEOMO Bellmare Racing Team
84 2001472 関口 拓真 ｾｷｸﾞ ﾀｸﾏ 神奈川 LEOMO Bellmare Racing Team
85 1900663 池田 隆人 ｲｹﾀﾞ ﾀｶﾄ 東京 LEOMO Bellmare Racing Team
92 1301007 奥村 祐希 ｵｸﾑﾗ ﾕｳｷ 岡山 イナーメ信濃山形

94 1300075 佐川 祐太 ｻｶﾞﾜ ﾕｳﾀ 埼玉 イナーメ信濃山形

95 2200159 加藤 辰之介 ｶﾄｳ ｼﾝﾉｽｹ 三重 イナーメ信濃山形

96 1500159 高杉 知彰 ﾀｶｽｷﾞ ﾄﾓｱｷ 神奈川 イナーメ信濃山形

97 1500885 塩澤 魁 ｼｵｻﾞﾜ ｶｲ 愛知 イナーメ信濃山形

101 1200760 伊藤 大地 ｲﾄｳ ﾀﾞｲﾁ 岩手 群馬グリフィンレーシングチーム

102 1000442 小山 貴大 ｺﾔﾏ ﾀｶﾋﾛ 群馬 群馬グリフィンレーシングチーム

103 1502103 金子 宗平 ｶﾈｺ ｿｳﾍｲ 群馬 群馬グリフィンレーシングチーム

104 1401959 佐藤 遼 ｻﾄｳ ﾘｮｳ 東京 群馬グリフィンレーシングチーム

105 1700530 篠崎 蒼平 ｼﾉｻﾞｷ ｿｳﾍｲ 東京 群馬グリフィンレーシングチーム

111 1502111 相原 晴一朗 ｱｲﾊﾗ ｾｲｲﾁﾛｳ 神奈川 稲城FIETSクラスアクト
112 1602371 佐藤 光 ｻﾄｳ ﾋｶﾙ 沖縄 稲城FIETSクラスアクト
114 1601219 松下 直暉 ﾏﾂｼﾀ ﾅｵｷ 東京 稲城FIETSクラスアクト
117 0901531 中鶴 友樹 ﾅｶﾂﾙ ﾄﾓｷ 沖縄 稲城FIETSクラスアクト
118 9702852 藤田 勉 ﾌｼﾞﾀ ﾂﾄﾑ 東京 稲城FIETSクラスアクト
121 0701489 水野 恭兵 ﾐｽﾞﾉ ｷｮｳﾍｲ 山梨 アヴニールサイクリング山梨

123 1800163 若月 隆真 ﾜｶﾂｷ ﾀｸﾏ 埼玉 アヴニールサイクリング山梨

125 1301908 山口 和来 ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｽﾞｷ 東京 アヴニールサイクリング山梨

127 1900554 渡邉 和貴 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞｷ 東京 アヴニールサイクリング山梨

151 1701575 永塩 幸之介 ﾅｶﾞｼｵ ｺｳﾉｽｹ 群馬 SWEET NICE CONTINENTAL　※オープン

152 Aria Kiani ｱﾘｱ ｷｱﾆ 大阪 TEAM ILLUMINATE　※オープン

まえばし赤城山ヒルクライム
【クラスタ:P  グレード:Bronze】



64 名 64 2022/9/25

No. JCF ID 氏名 カナ 登録地 チーム名

201 1200538 平賀 康一 ﾋﾗｶﾞ ｺｳｲﾁ 東京 Team CUORE
202 1000376 福岡 実 ﾌｸｵｶ ﾐﾉﾙ 東京 Team CUORE
203 1800085 池川 辰哉 ｲｹｶﾞﾜ ﾀﾂﾔ 大阪 VC VELOCE
204 1501603 石井 雄悟 ｲｼｲ ﾕｳｺﾞ 大阪 VC VELOCE
205 1502415 古谷 寛世 ﾌﾙﾔ ｶﾝｾｲ 茨城 GROWING Racing Team
206 1600308 大内 淳司 ｵｵｳﾁ ｱﾂｼ 茨城 GROWING Racing Team
207 9900113 高橋 利明 ﾀｶﾊｼ ﾄｼｱｷ 茨城 GROWING Racing Team
208 2000694 安富 友裕 ﾔｽﾄﾐ ﾄﾓﾋﾛ 東京 名岐ベンド

209 1400047 菅谷 修 ｽｶﾞﾔ ｵｻﾑ 東京 MIVRO
210 9901846 大倉 健一 ｵｵｸﾗ ｹﾝｲﾁ 東京 セオレーシング

211 1800333 小林 亮 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳ 兵庫 soleil de lest
212 0000251 佐々木 健 ｻｻｷ ﾀｹｼ 愛知 天狗党

213 1600285 山田 貴一 ﾔﾏﾀﾞ ｷｲﾁ 東京 LINKVISION GIRASOLE CYCLING
214 0210120 佐藤 利英 ｻﾄｳ ﾄｼﾋﾃﾞ 岩手 エルドラード東北

215 1702085 川勝 敦嗣 ｶﾜｶﾂ ｱﾂｼ 兵庫 MiNERVA-asahi
216 2000015 布田 直也 ﾌﾀﾞ ﾅｵﾔ 宮城 MiNERVA-asahi
259 1802380 室賀 貴仁 ﾑﾛｶﾞ ﾀｶﾋﾄ 栃木 ブラウ・ブリッツェン

260 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

261 9700734 井上 登士哉 ｲﾉｳｴ ﾄｼﾔ 愛媛 VC VELOCE
262 0001698 福原 大 ﾌｸﾊﾗ ﾀﾞｲ 埼玉 サイタマサイクルプロジェクト

263 2000924 本田 啓仁 ﾎﾝﾀﾞ ｹｲﾄ 東京 LINKVISION GIRASOLE CYCLING
264 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

265 1500603 森本 玄達 ﾓﾘﾓﾄ ﾋﾛﾐﾁ 岡山 code 33
272 1800041 横矢 峻 ﾖｺﾔ ｼｭﾝ 千葉 BMレーシングZUNOW
273 0301731 金田 一 ｶﾈﾀﾞ ﾊｼﾞﾒ 茨城 OYAMA STARPLEX
274 1500665 木村 盛義 ｷﾑﾗ ﾓﾘﾖｼ 群馬 SUBARU Cycling Team
275 0400882 加賀 龍治 ｶｶﾞ ﾘｭｳｼﾞ 広島 SUBARU Cycling Team
276 1300031 増田 弘誠 ﾏｽﾀﾞ ﾋﾛﾅｶﾞ 静岡 SPADE・ACE
277 1502464 齋藤 友一 ｻｲﾄｳ ﾕｳｲﾁ 静岡 SPADE・ACE
278 0800429 菅根 利明 ｽｶﾞﾈ ﾄｼｱｷ 群馬 イナーメ信濃山形-EFT
279 1100404 香川 博 ｶｶﾞﾜ ﾋﾛｼ 長野 イナーメ信濃山形-EFT
280 橋本 晴哉 ﾊｼﾓ ｾｲﾔ 東京 TRYCLE.ing
302 1001579 若林 幹夫 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾐｷｵ 栃木 ブラウ・ブリッツェン

303 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

304 2101897 酒井 昭 ｻｶｲ ｱｷﾗ 千葉 サイクルフリーダム・レーシング

305 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

306 1500648 福吉 紳悟 ﾌｸﾖｼ ｼﾝｺﾞ 神奈川 YOKOSUKA UNO RACING
307 9900092 後藤 輝朗 ｺﾞﾄｳ ﾃﾙｱｷ 千葉 湾岸サイクリング・ユナイテッド

308 1301464 中村 潤 ﾅｶﾑﾗ ｼﾞｭﾝ 東京 docomo RT
309 1000280 桑山 和也 ｸﾜﾔﾏ ｶｽﾞﾔ 大阪 シマノドリンキング

310 1702306 齊藤 伸吾 ｻｲﾄｳ ｼﾝｺﾞ 茨城 エクストリームつくば

311 1101584 遠藤 健太 ｴﾝﾄﾞｳ ｹﾝﾀ 新潟 チームフィンズ

312 1601774 三田村 竜太 ﾐﾀﾑﾗ ﾘｭｳﾀ 東京 フィッツ

313 0200172 平林 昌樹 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾏｻｷ 神奈川 なるしまフレンド

314 1900251 奥田 拓人 ｵｸﾀﾞ ﾀｸﾄ 東京 Roppongi Express
315 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

316 1900271 池内 真治 ｲｹｳﾁ ｼﾝｼﾞ 埼玉 シャークアイランド

317 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

318 1502291 糸川 典往 ｲﾄｶﾞﾜ ﾉﾘﾕｷ 島根 soleil de lest
319 2001365 栗山 和之 ｸﾘﾔﾏ ｶｽﾞﾕｷ 兵庫 soleil de lest
320 1900253 野田 恭平 ﾉﾀﾞ ｷｮｳﾍｲ 兵庫 soleil de lest
321 1301588 大杉 直敬 ｵｵｽｷﾞ ﾅｵﾀｶ 静岡 SPADE・ACE
322 1300016 藤井 一厳 ﾌｼﾞｲ ﾉﾌﾞﾋﾛ 静岡 SPADE・ACE
323 1400631 中井 雄策 ﾅｶｲ ﾕｳｻｸ 群馬 TRC PANAMAREDS
324 1700683 吉田 健太郎 ﾖｼﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 群馬 TRC PANAMAREDS
325 0400076 中井 光博 ﾅｶｲ ﾐﾂﾋﾛ 岐阜 イナーメ信濃山形-EFT

まえばし赤城山ヒルクライム
【クラスタ:E1 グレード:Ah】



326 0100069 奈良 浩 ﾅﾗ ﾋﾛｼ 埼玉 イナーメ信濃山形-EFT
327 1900545 緒方 稔 ｵｶﾞﾀ ﾐﾉﾙ 宮城 Team nacree
328 2000113 古川 修 ﾌﾙｶﾜ ｵｻﾑ 栃木 矢板アローズCyclingTeam
329 2100158 大島 義昭 ｵｵｼﾏ ﾖｼｱｷ 北海道 Promotion x Athletes CYCLING
404 1902556 生天目 隼人 ﾅﾊﾞﾀﾒ ﾊﾔﾄ 神奈川 PHANTOM 湘南
410 2001054 夏目 天斗 ﾅﾂﾒ ﾀｶﾄ 静岡 LEVANTE HOPE
451 2200165 加藤 光雄 ｶﾄｳ ﾐﾂｵ 埼玉 EXTENDED VAX SAYAMA
487 2200087 市村 直生 ｲﾁﾑﾗ ﾅｵｷ 千葉 湾岸サイクリング・ユナイテッド



54 名 54 2022/9/25

No. JCF ID 氏名 カナ 登録地 チーム名

401 1801641 加藤 すばる ｶﾄｳ ｽﾊﾞﾙ 埼玉 ブラウ・ブリッツェン

402 1900070 田崎 蓮 ﾀｻｷ ﾚﾝ 埼玉 EXTENDED VAX SAYAMA
403 1000195 川上 晃史 ｶﾜｶﾐ ｺｳｼﾞ 愛知 ｸﾗﾌﾞGiro
405 2100371 大橋 悠 ｵｵﾊｼ ﾕｳ 兵庫 soleil de lest
406 2200026 赤松 大貴 ｱｶﾏﾂ ﾀﾞｲｷ 兵庫 soleil de lest
407 0700045 岩月 伸夫 ｲﾜﾂｷ ﾉﾌﾞｵ 愛知 イナーメ信濃山形-EFT
408 0001649 福士 達朗 ﾌｸｼ ﾀﾂﾛｳ 東京 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ

409 1901068 駒井 裕太 ｺﾏｲ ﾕｳﾀ 東京 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ

411 1902299 堀井 卓 ﾎﾘｲ ﾀｸ 兵庫 MiNERVA-asahi
412 2000213 小林 将人 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾄ 福島 MiNERVA-asahi
413 1902758 能戸 雄大 ﾉﾄ ﾕｳﾀﾞｲ 埼玉 MiNERVA-asahi
414 2001674 島崎 将男 ｼﾏｻﾞｷ ﾏｻｵ 北海道 北海道帯広南商業高等学校

436 2200177 星場 正輝 ﾎｼﾊﾞ ﾏｻｷ 埼玉 EXTENDED VAX SAYAMA
437 0200198 村田 隆 ﾑﾗﾀ ﾀｶｼ 長野 テクニカルパートナーサイクリングチーム

450 1400805 忍田 基明 ｵｼﾀﾞ ﾓﾄｱｷ 東京 Team CUORE
452 9800367 吉川 勝 ﾖｼｶﾜ ﾏｻﾙ 茨城 フィッツ

453 1600008 高山 秀樹 ﾀｶﾔﾏ ﾋﾃﾞｷ 大阪 Ｔｒｉ－Ｘ　ＪＡＰＡＮ

454 0400358 鈴木 大忠 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾀﾀﾞ 群馬 SUBARU Cycling Team
455 0900006 杉原 和剛 ｽｷﾞﾊﾗ ｶｽﾞﾋｻ 静岡 SPADE・ACE
456 9802134 中島 義基 ﾅｶｼﾏ ﾖｼｷ 福岡 チーム・チェブロ

457 2101763 岩本 悠真 ｲﾜﾓﾄ ﾕｳﾏ 埼玉 Greeen Lights Racing Team
458 1802980 近藤 和史 ｺﾝﾄﾞｳ ｶｽﾞｼ 群馬 群馬グリフィンエリート

459 1500908 三浦 隆也 ﾐｳﾗ ﾀｶﾔ 静岡 MiNERVA-asahi
460 2100058 常富 柾生 ﾂﾈﾄﾐ ﾏｻｷ 静岡 MiNERVA-asahi
461 2100241 大内 康弘 ｵｵｳﾁ ﾔｽﾋﾛ 東京 MAYSTORM
484 2100348 松島 煌和 ﾏﾂｼﾏ ｺｳﾜ 埼玉 COW GUMMA
485 1400139 木下 翔平 ｷﾉｼﾀ ｼｮｳﾍｲ 埼玉 コムリン 
486 1500198 國定 洋光 ｸﾆｻﾀﾞ ﾋﾛﾐﾂ 東京 Team CUORE
488 1900468 梶木 瑛心 ｶｼﾞｷ ｴｲｼﾝ 宮城 eNShare Cycling Team
489 9700200 梶木 恒介 ｶｼﾞｷ ｺｳｽｹ 宮城 eNShare Cycling Team
490 1700855 武笠 展大 ﾑｶｻ ﾉﾌﾞﾋﾛ 茨城 エクストリームつくば

491 1802500 上野 真 ｳｴﾉ ｼﾝ 東京 VIVA☆ZAPPEI極
492 9702810 高梨 真幸人 ﾀｶﾅｼ ﾏｺﾄ 茨城 GROWING Racing Team
493 2200137 栗田 拓美 ｸﾘﾀ ﾀｸﾐ 栃木 Honda栃木
494 2000217 成田 眸 ﾅﾘﾀ ﾋﾄﾐ 愛知 KINAN AACA
495 1502746 中野 雄太 ﾅｶﾉ ﾕｳﾀ 滋賀 PRT KOSEKI　金生堂
496 1900661 三橋 大治郎 ﾐﾂﾊｼ ﾀﾞｲｼﾞﾛｳ 東京 MIVRO
497 1700532 藤家 広大 ﾄｳｹｳ ｺｳﾀﾞｲ 栃木 OYAMA STARPLEX
498 1800396 坂本 裕輔 ｻｶﾓﾄ ﾕｳｽｹ 埼玉 シャークアイランド

499 1101602 若林 貴広 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾀｶﾋﾛ 東京 Ｙ’ｓ Ｒｏａｄ
500 9702244 杉野 和宏 ｽｷﾞﾉ ｶｽﾞﾋﾛ 岡山 チーム岡山

501 2000289 大徳 繁騎 ﾀﾞｲﾄｸ ｼｹﾞｷ 埼玉 LINKVISION GIRASOLE CYCLING
502 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

503 2000016 丸渕 聖悟 ﾏﾙﾌﾞﾁ ｼｮｳｺﾞ 東京 FAST LANE Racing
504 2100303 坂本 裕昭 ｻｶﾓﾄ ﾋﾛｱｷ 茨城 Greeen Lights Racing Team
505 2000091 内山 智貴 ｳﾁﾔﾏ ﾄﾓｷ 埼玉 S`fida Prego Racing
506 2000108 山岡 俊和 ﾔﾏｵｶ ﾄｼｶｽﾞ 埼玉 S`fida Prego Racing
507 2000448 小塚 智大 ｺﾂｶ ﾄﾓﾋﾛ 長野 MiNERVA-asahi
508 1902658 権田 歩人 ｺﾞﾝﾀﾞ ｱﾙﾄ 東京 Avenir Yamanashi Yamanakako
509 9990002 山田 竜輔 ﾔﾏﾀﾞ ﾘｭｳｽｹ 東京 なるしまフレンド　※オープン

601 1901772 生天目 直樹 ﾅﾊﾞﾀ ﾅｵｷ 神奈川 PHANTOM 湘南
606 2202141 山口 瑛志 ﾔﾏｸﾞﾁ ｴｲｼﾞ 静岡 LEVANTE HOPE
671 1802908 長谷川 大 ﾊｾｶﾞﾜ ﾏｻﾙ 東京 イナーメ信濃山形-EFT
706 2200246 三澤 暁 ﾐｻﾜ ｱｷﾗ 長野 シャークアイランド

まえばし赤城山ヒルクライム
【クラスタ:E2  グレード:Bh】



42 名 42 2022/9/25

No. JCF ID 氏名 カナ 登録地 チーム名

602 1000961 鹿島 裕生 ｶｼﾏ ﾋﾛｷ 千葉 セオレーシング

603 2100054 石井 佑樹 ｲｼｲ ﾕｳｷ 埼玉 セオレーシング

604 2200035 石川 裕彬 ｲｼｶﾜ ﾋﾛｱｷ 沖縄 TEAM OKINAWA
605 2101355 丹波 星那 ﾀﾝﾊﾞ ｾﾅ 東京 イナーメ信濃山形-EFT
607 2200141 八重樫 裕一 ﾔｴｶﾞｼ ﾕｳｲﾁ 岩手 エルドラード東北

608 1902037 高橋 光明 ﾀｶﾊｼ ﾋｶﾙ 岩手 エルドラード東北

650 2202056 岡村 和弥 ｵｶﾑﾗ ｶｽﾞﾔ 長野 イナーメ信濃山形-EFT
651 2100734 浅野 晃一 ｱｻﾉ ｺｳｲﾁ 埼玉 S`fida Prego Racing
652 2200036 増田 有輝 ﾏｽﾀﾞ ﾕｳｷ 埼玉 TEAM MILANO
653 2200139 長島 諒 ﾅｶﾞｼﾏ ﾘｮｳ 埼玉 CYCLOCLUB
668 2100686 末本 歩夢 ｽｴﾓﾄ ｱﾑ 広島 eNShare Cycling Team
669 2200245 末柄 嘉之 ｽｴｶﾞﾗ ﾖｼﾕｷ 栃木 OYAMA STARPLEX
670 2100279 金屋 洋一郎 ｶﾅﾔ ﾖｳｲﾁﾛｳ 東京 シャークアイランド

695 1800255 大塚 尭 ｵｵﾂｶ ﾀｶｼ 群馬 COW GUMMA
696 1602681 原田 裕貴 ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾛｷ 神奈川 YOKOSUKA UNO RACING
697 1601948 豊田 豊 ﾄﾖﾀﾞ ﾕﾀｶ 東京 Team CUORE
698 福元 啓太 ﾌｸﾓﾄ ｹｲﾀ 大阪 CWASPアタリ前田
699 2200038 佐久間 毅 ｻｸﾏ ﾂﾖｼ 千葉 湾岸サイクリング・ユナイテッド

700 根本 和典 ﾈﾓﾄ ｶｽﾞﾉﾘ 茨城 エクストリームつくば

701 1502190 齋藤 寛太 ｻｲﾄｳ ｶﾝﾀ 茨城 ウィンディー筑波

702 1702724 高橋 勇二 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｼﾞ 栃木 ウィンディー筑波

703 0700326 小林 孝幸 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶﾕｷ 東京 チームリマサンズ

704 1900511 島津 真乃介 ｼﾏﾂﾞ ｼﾝﾉｽｹ 静岡 MIVRO
705 1300545 斉藤 徳聡 ｻｲﾄｳ ﾉﾘｱｷ 群馬 SUBARU Cycling Team
707 1402352 板子 佑士 ｲﾀｺ ﾕｳｼﾞ 兵庫 soleil de lest
708 2202114 小谷 尚平 ｺﾀﾆ ｼｮｳﾍｲ 兵庫 soleil de lest
709 1902333 江澤 秀朋 ｴｻﾞﾜ ｼｭｳﾎｳ 埼玉 Ｙ’ｓ Ｒｏａｄ
710 2200370 西澤 直紀 ﾆｼｻﾞﾜ ﾅｵｷ 長野 FAST LANE Racing
711 2200185 遠藤 友樹 ｴﾝﾄﾞｳ ﾄﾓｷ 群馬 Greeen Lights Racing Team
712 2100089 先崎 薫 ｾﾝｻﾞｷ ｶｵﾙ 埼玉 S`fida Prego Racing
713 1902106 西村 朝陽 ﾆｼﾑﾗ ｱｻﾋ 山梨 ALL RIGHT
714 2200037 大岩 零治 ｵｵｲﾜ ﾚｲｼﾞ 千葉 JR East United
715 三浦 大輝 ﾐｳﾗ ﾀﾞｲｷ 東京 TEAM EMMA Cycling
716 荻野 仁志 ｵｷﾞﾉ ﾋﾄｼ 東京 TRYCLE.ing
717 安藤 弘樹 ｱﾝﾄﾞｳ ﾋﾛｷ 東京 HOT STAFF
718 2200878 大高 裕生 ｵｵﾀｶ ﾕｳｷ 東京 HOT STAFF
719 9990001 中尾 涼介 ﾅｶｵ ﾘｮｳｽｹ 大阪 VC AVANZARE ※オープン

まえばし赤城山ヒルクライム
【クラスタ:E3  グレード:Ch】



7 名 7 2022/9/25

No. JCF ID 氏名 カナ 登録地 チーム名

851 9701485 唐見 実世子 ｶﾗﾐ ﾐﾖｺ 茨城 弱虫ペダル サイクリングチーム
852 小林 あか里 ｺﾊﾞﾔｼ ｱｶﾘ 長野 弱虫ペダル サイクリングチーム
855 1900279 岡本 彩那 ｵｶﾓﾄ ｱﾔﾅ 栃木 ブラウ・ブリッツェン

864 1800718 千野 あゆみ ﾁﾉ ｱﾕﾐ 埼玉 サイタマサイクルプロジェクト

865 1700509 橋本 弘子 ﾊｼﾓﾄ ﾋﾛｺ 埼玉 サイタマサイクルプロジェクト

866 2202113 谷口 彩香 ﾀﾆｸﾞﾁ ｻﾔｶ 兵庫 soleil de lest
867 1301645 渡邊 瑛里 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｴﾘ 神奈川 松輪塾

まえばし赤城山ヒルクライム
【クラスタ:F  グレード:Bh】


