
【クラスタ︓E1  グレード︓H】 53名 2019/6/11

No JCF ID ⽒名 カナ 登録地 チーム名

101 0701310 管 洋介 ｽｶﾞ ﾖｳｽｹ 茨城 AVENTURA AIKOH TOYO VICTORIA RACING
102 1200140 海保 洋平 ｶｲﾎ ﾖｳﾍｲ 千葉 AQULS内房レーシング
103 1400051 佐藤 耕司 ｻﾄｳ ｺｳｼﾞ ⼤阪 イナーメ信濃⼭形-EFT
104 0800429 菅根 利明 ｽｶﾞﾈ ﾄｼｱｷ 群⾺ イナーメ信濃⼭形-EFT
105 1200649 野⼝ 岳志 ﾉｸﾞﾁ ﾀｹｼ ⻑野 VCMS GRIDE
106 9700734 井上 登⼠哉 ｲﾉｳｴ ﾄｼﾔ 愛媛 VC VELOCE
107 1201718 ⾦⼦ 陽⼀ ｶﾈｺ ﾖｳｲﾁ ⼤阪 VC VELOCE
108 1300268 東 智博 ﾋｶﾞｼ ﾄﾓﾋﾛ 東京 MKⅢ
109 0301731 ⾦⽥ ⼀ ｶﾈﾀﾞ ﾊｼﾞﾒ 茨城 OYAMA STARPLEX
110 1500234 ⾼橋 滉太郎 ﾀｶﾊｼ ｺｳﾀﾛｳ 東京 Clichy Cycling Club
111 1600308 ⼤内 淳司 ｵｵｳﾁ ｱﾂｼ 茨城 GROWING Racing Team
112 1600449 柴沼 ⽞⼈ ｼﾊﾞﾇﾏ ｹﾞﾝﾄ 茨城 GROWING Racing Team
113 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
114 0901407 今井 基裕 ｲﾏｲ ﾓﾄﾋﾛ 東京 サイタマサイクルプロジェクト
115 1500593 奈良 祥吾 ﾅﾗ ｼｮｳｺﾞ 埼⽟ サイタマサイクルプロジェクト
116 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
117 1700502 鷲野 向⼀ ﾜｼﾉ ｺｳｲﾁ 埼⽟ 彩北ツブラーゼ
118 1000280 桑⼭ 和也 ｸﾜﾔﾏ ｶｽﾞﾔ ⼤阪 シマノドリンキング
119 1500114 ⽥⼝ 紀昭 ﾀｸﾞﾁ ﾉﾘｱｷ 埼⽟ シャークアイランド
120 1500111 中村 義之 ﾅｶﾑﾗ ﾖｼﾕｷ 埼⽟ シャークアイランド
121 1500311 番場 慶太郎 ﾊﾞﾝﾊﾞ ｹｲﾀﾛｳ 千葉 シャークアイランド
122 1300295 ⼩林 成輔 ｺﾊﾞﾔｼ ｾｲｽｹ 東京 SUBARU Cycling Team
123 1301588 ⼤杉 直敬 ｵｵｽｷﾞ ﾅｵﾀｶ 静岡 SPADE・ACE
124 0900006 杉原 和剛 ｽｷﾞﾊﾗ ｶｽﾞﾋｻ 静岡 SPADE・ACE
125 1502700 塚本 隼 ﾂｶﾓﾄ ﾊﾔﾄ ⼤阪 ZERO
126 1802143 坂⼝ 裕芳 ｻｶｸﾞﾁ ﾋﾛﾖｼ 兵庫 soleil de lest
127 0800223 ⽶内 蒼⾺ ﾖﾅｲ ｿｳﾏ 東京 TEAM YOU CAN
128 1400631 中井 雄策 ﾅｶｲ ﾕｳｻｸ 群⾺ TRC PANAMAREDS
129 0000251 佐々⽊ 健 ｻｻｷ ﾀｹｼ 愛知 天狗党
130 1301464 中村 潤 ﾅｶﾑﾗ ｼﾞｭﾝ 東京 docomo RT
131 1601955 本間 豪紀 ﾎﾝﾏ ﾋﾃﾞﾄｼ 東京 NAK Racing
132 1100042 早瀨 憲太郎 ﾊﾔｾ ｹﾝﾀﾛｳ 神奈川 ⽇本ろう⾃転⾞競技協会
133 1000400 ⼩林 秀雄 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞｵ 東京 FAST LANE Racing
134 1000071 古屋 穂⾼ ﾌﾙﾔ ﾎﾀﾞｶ 神奈川 FAST LANE Racing
135 1800462 佐々⽊ 遼 ｻｻｷ ﾘｮｳ 神奈川 PHANTOM 湘南
136 1100350 加納 篤 ｶﾉｳ ｱﾂｼ 栃⽊ VC福岡（エリート）
137 1601774 三⽥村 ⻯太 ﾐﾀﾑﾗ ﾘｭｳﾀ 東京 フィッツ
138 1700556 浅野 涼太 ｱｻﾉ ﾘｮｳﾀ 栃⽊ ブラウ・ブリッツェン
139 1602084 海藤 颯 ｶｲﾄﾞｳ ﾊﾔﾃ 栃⽊ ブラウ・ブリッツェン
140 1600451 ⽊村 紀仁 ｷﾑﾗ ﾉﾘﾋﾄ 茨城 ブラウ・ブリッツェン
141 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
142 1502775 古川 裕真 ﾌﾙｶﾜ ﾕｳﾏ 静岡 ボンシャンス
143 1996456 Enric LEBARS ｴﾝﾘｯｸ ﾙﾊﾞｰｽ フランス Yamanakako Cyclisme Formation 
144 1301795 塚本 ⼀樹 ﾂｶﾓﾄ ｲﾂｷ 静岡 Yamanakako Cyclisme Formation 
145 1600646 Tom BOSSIS ﾄﾑ ﾎﾞｼｽ 神奈川 Yamanakako Cyclisme Formation 
146 1400148 福⽥ 圭晃 ﾌｸﾀﾞ ﾖｼｱｷ 神奈川 Yamanakako Cyclisme Formation 
147 1601498 森崎 英登 ﾓﾘｻｷ ﾋﾃﾞﾄ 愛知 Yamanakako Cyclisme Formation 
148 1602061 ⼭之内 壮真 ﾔﾏﾉｳﾁ ｼｮｳﾏ 神奈川 Yamanakako Cyclisme Formation 
149 1100076 ⾓⽥ 光隆 ｽﾐﾀﾞ ﾐﾂﾀｶ 奈良 EURO-WORKS Racing
150 1500648 福吉 紳悟 ﾌｸﾖｼ ｼﾝｺﾞ 神奈川 YOKOSUKA UNO RACING
151 9700503 ⼩⼝ 英之 ｺｸﾞﾁ ﾋﾃﾞﾕｷ 栃⽊ リベルタスTOCHIGI BICYCLE CLUB
152 1600285 ⼭⽥ 貴⼀ ﾔﾏﾀﾞ ｷｲﾁ 東京 LINKVISION GIRASOLE CYCLING
153 1500251 ⽵内 貴紀 ﾀｹｳﾁ ﾀｶﾉﾘ 千葉 湾岸サイクリング・ユナイテッド
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【クラスタ︓E2  グレード︓H-2】 44名 2019/6/11

No JCF ID ⽒名 カナ 登録地 チーム名

201 1400425 相場 康雄 ｱｲﾊﾞ ﾔｽｵ 東京 AVENTURA AIKOH TOYO VICTORIA RACING
202 0900512 ⼭野内 徹 ﾔﾏﾉｳﾁ ﾄｵﾙ 神奈川 atelierFLEUVE Racing
203 1800038 伊奈 孝浩 ｲﾅ ﾀｶﾋﾛ 愛知 イナーメ信濃⼭形-EFT
204 1300541 村⽥ 哲寛 ﾑﾗﾀ ﾃﾂﾋﾛ ⽯川 イナーメ信濃⼭形-EFT
205 1101515 平⽥ 匡史 ﾋﾗﾀ ﾏｻｼ ⼤阪 VC VELOCE
206 1900482 ⻄村 基 ﾆｼﾑﾗ ﾓﾄｲ 神奈川 VENTOS FRECCIA
207 9800619 齋藤 健⼀ ｻｲﾄｳ ｹﾝｲﾁ 静岡 エルドラード東北
208 1700532 藤家 広⼤ ﾄｳｹｳ ｺｳﾀﾞｲ 栃⽊ OYAMA STARPLEX
209 1000195 川上 晃史 ｶﾜｶﾐ ｺｳｼﾞ 愛知 ｸﾗﾌﾞGiro
210 9702810 ⾼梨 真幸⼈ ﾀｶﾅｼ ﾏｺﾄ 茨城 GROWING Racing Team
211 1703521 神⾕ 正紀 ｶﾐﾔ ﾏｻﾉﾘ 静岡 シマノドリンキング
212 1800396 坂本 裕輔 ｻｶﾓﾄ ﾕｳｽｹ 埼⽟ シャークアイランド
213 1700492 柴野 剛永 ｼﾊﾞﾉ ﾀｶﾉﾘ 埼⽟ シャークアイランド
214 1600316 狩野 敦 ｶﾉｳ ｱﾂｼ 群⾺ 上⽑レーシング
215 1200352 清野 淳 ｾｲﾉ ｱﾂｼ 群⾺ SUBARU Cycling Team
216 1300031 増⽥ 弘誠 ﾏｽﾀﾞ ﾋﾛﾅｶﾞ 静岡 SPADE・ACE
217 9701444 三宅 悟史 ﾐﾔｹ ｻﾄｼ 静岡 SPADE・ACE
218 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
219 0901410 ⻫藤 英代 ｻｲﾄｳ ﾋﾃﾞｼﾛ 静岡 ⽵芝サイクルレーシング
220 1500198 國定 洋光 ｸﾆｻﾀﾞ ﾋﾛﾐﾂ 東京 Team CUORE
221 1400174 ⽯川 靖洋 ｲｼｶﾜ ﾔｽﾋﾛ 神奈川 チーム・ウォークライド
222 9702244 杉野 和宏 ｽｷﾞﾉ ｶｽﾞﾋﾛ 岡⼭ チーム岡⼭
223 0900283 徳永 易丈 ﾄｸﾅｶﾞ ﾔｽﾀｹ 愛媛 チーム⼤永⼭
224 1700682 ⼭本 真也 ﾔﾏﾓﾄ ｼﾝﾔ 群⾺ TRC PANAMAREDS
225 1700683 吉⽥ 健太郎 ﾖｼﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 群⾺ TRC PANAMAREDS
226 1400178 巽 克哉 ﾀﾂﾐ ｶﾂﾔ 栃⽊ 夏草サイクリングチーム
227 9702821 ⼾⽥ 誠 ﾄﾀﾞ ﾏｺﾄ 東京 ⽇野⾃動⾞レーシングチーム
228 1703343 ⼭⽥ 翔 ﾔﾏﾀﾞ ｼｮｳ 神奈川 HIRAKO.mode
229 1600787 ⽯原 智秀 ｲｼﾊﾗ ﾄﾓﾋﾃﾞ 神奈川 PHANTOM 湘南
230 1101171 藤崎 直哉 ﾌｼﾞｻｷ ﾅｵﾔ 神奈川 PHANTOM 湘南
231 1600786 松⽥ 健太 ﾏﾂﾀﾞ ｹﾝﾀ 神奈川 PHANTOM 湘南
232 1500271 ⽯渡 誠⼀ ｲｼﾜﾀﾘ ｾｲｲﾁ 神奈川 フィッツ
233 9800367 吉川 勝 ﾖｼｶﾜ ﾏｻﾙ 茨城 フィッツ
234 1800234 福⽥ ⿓⽣ ﾌｸﾀﾞ ﾘｭｳ 栃⽊ ブラウ・ブリッツェン
235 0300140 佐藤 善⼤ ｻﾄｳ ﾖｼﾋﾛ 愛知 Verdad
236 1201737 伊東 佑⾺ ｲﾄｳ ﾕｳﾏ 東京 MIVRO
237 1602681 原⽥ 裕貴 ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾛｷ 神奈川 YOKOSUKA UNO RACING
238 1600153 ⼭名 拳太郎 ﾔﾏﾅ ｹﾝﾀﾛｳ 和歌⼭ LALPE KF RACING
239 1700993 宇賀持 凌 ｳｶﾞﾓﾁ ﾘｮｳ 栃⽊ リベルタスTOCHIGI BICYCLE CLUB
240 0600125 岡野 賢司 ｵｶﾉ ｹﾝｼﾞ 栃⽊ リベルタスTOCHIGI BICYCLE CLUB
241 1702734 宮城 嗣秀 ﾐﾔｷﾞ ﾂｸﾞﾋﾃﾞ 埼⽟ Ｙʼｓ Ｒｏａｄ
242 1000017 村松 太陽 ﾑﾗﾏﾂ ﾀｲﾖｳ 千葉 Ｙʼｓ Ｒｏａｄ
243 1101602 若林 貴広 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾀｶﾋﾛ 東京 Ｙʼｓ Ｒｏａｄ
244 1600460 乾 悟 ｲﾇｲ ｻﾄﾙ 千葉 湾岸サイクリング・ユナイテッド
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【クラスタ︓E3  グレード︓H-3】 58名 2019/6/11

No JCF ID ⽒名 カナ 登録地 チーム名

301 1301547 藤⽥ 新⼆ ﾌｼﾞﾀ ｼﾝｼﾞ 愛知 インパルス
302 1702110 藤⽥ ⻯也 ﾌｼﾞﾀ ﾀﾂﾔ 愛知 インパルス
303 1902108 ⻲甲 真次 ｷｯｺｳ ｼﾝｼﾞ ⼤阪 VC VELOCE
304 1500049 末冨 拓 ｽｴﾄﾐ ﾀｸ 滋賀 VC VELOCE
305 0700131 ⽇野 桂 ﾋﾉ ｶﾂﾗ 兵庫 VC VELOCE
306 1702902 江⾓ 駿 ｴｽﾐ ｼｭﾝ 東京 VENTOS FRECCIA
307 1500909 佐藤 駿 ｻﾄｳ ｼｭﾝ 埼⽟ VENTOS FRECCIA
308 1300131 ⼿嶋 実樹 ﾃｼﾞﾏ ﾐｷ 神奈川 MKⅢ
309 1001625 ⼩野 太 ｵﾉ ﾌﾄｼ 栃⽊ OYAMA STARPLEX
310 1900322 野⼝ 崇 ﾉｸﾞﾁ ﾀｶｼ 東京 CROWN ROAD
311 1900453 蓑部 潔 ﾐﾉﾍﾞ ｷﾖｼ 東京 CROWN ROAD
312 1900312 村上 正敏 ﾑﾗｶﾐ ﾏｻﾄｼ 東京 CROWN ROAD
313 1700595 岩澤 庸介 ｲﾜｻﾜ ﾖｳｽｹ 東京 彩北ツブラーゼ
314 1800059 上野 武義 ｳｴﾉ ﾀｹﾖｼ 東京 サンクスサイクルラボ
315 1401920 ⽥代 亘 ﾀｼﾛ ﾜﾀﾙ ⼤阪 シマノドリンキング
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 1700490 齋藤 和正 ｻｲﾄｳ ｶｽﾞﾏｻ 埼⽟ シャークアイランド
318 1900302 ⽯⽥ 真⼤ 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
319 0300337 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
320 1900253 野⽥ 恭平 ﾉﾀﾞ ｷｮｳﾍｲ 兵庫 soleil de lest
321 1300083 五⼗嵐 誠⼈ ｲｶﾞﾗｼ ﾏｺﾄ 神奈川 ⽵芝サイクルレーシング
322 0801883 ⾕本 健 ﾀﾆﾓﾄ ﾀｹｼ 神奈川 Team BFY Racing
323 1700751 ⼩⼭⽥ 亮 ｵﾔﾏﾀﾞ ﾘｮｳ 静岡 TEAM YOU CAN
324 1900041 ⼟井 陽⼀ ﾄﾞｲ ﾖｳｲﾁ 東京 チーム オーベスト
325 1800405 藤岡 信太郎 ﾌｼﾞｵｶ ｼﾝﾀﾛｳ 岡⼭ Team Grandi Petit
326 1600157 畑上 壽太 ﾊﾀｶﾞﾐ ﾋｻﾀ 和歌⼭ TEAM SANREMO
327 1301523 ⻘⽊ 清 ｱｵｷ ｷﾖｼ 群⾺ TRC PANAMAREDS
328 1602622 中村 公紀 ﾅｶﾑﾗ ｷﾐﾉﾘ 東京 NAK Racing
329 1200516 箭内 秀平 ﾔﾅｲ ｼｭｳﾍｲ 東京 ⽇本ろう⾃転⾞競技協会
330 1702085 川勝 敦嗣 ｶﾜｶﾂ ｱﾂｼ 兵庫 ネクストリーム・うどん虹や
331 1700429 檜室 建⽃ ﾋﾑﾛ ｹﾝﾄ 福岡 ネクストリーム・うどん虹や
332 1000022 徳野 拓史 ﾄｸﾉ ﾀｸｼ 千葉 BMレーシングZUNOW
333 1500712 ⼭路 幸洋 ﾔﾏｼﾞ ﾕｷﾋﾛ 千葉 BMレーシングZUNOW
334 0300042 島﨑 晃⼀ ｼﾏｻﾞｷ ｺｳｲﾁ 東京 ⽇野⾃動⾞レーシングチーム
335 1802500 上野 真 ｳｴﾉ ｼﾝ 東京 VIVA☆ZAPPEI極
336 1000404 森⼭ 泰寛 ﾓﾘﾔﾏ ﾔｽﾋﾛ 神奈川 FAST LANE Racing
337 1900115 佐々⽊ 海 ｻｻｷ ｶｲ 神奈川 PHANTOM 湘南
338 1800460 吉安 広⼤ ﾖｼﾔｽ ｺｳﾀﾞｲ 埼⽟ VC福岡（エリート）
339 1601355 望⽉ 瑞記 ﾓﾁｽﾞｷ ﾐｽﾞｷ 静岡 フィッツ
340 1900243 秋元 碧 ｱｷﾓﾄ ｱｵ 栃⽊ ブラウ・ブリッツェン
341 1602581 ⼩林 政博 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾋﾛ 埼⽟ ブラウ・ブリッツェン
342 1700640 花嶋 泰弘 ﾊﾅｼﾏ ﾔｽﾋﾛ 茨城 FLECHA
343 1700761 堀江 ⼀葉 ﾎﾘｴ ｶｽﾞﾊ 茨城 FLECHA
344 1900068 内⽥ 優 ｳﾁﾀﾞ ﾕｳ 埼⽟ Prego Racing
345 1900096 渡部 剛 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾂﾖｼ 埼⽟ Prego Racing
346 1600365 ⼤森 尉正 ｵｵﾓﾘ ﾔｽﾏｻ 三重 BREZZA-KAMIHAGI
347 1700540 菅⾕ 真⾏ ｽｶﾞﾔ ﾏｻﾕｷ 栃⽊ Honda栃⽊ JET
348 1900511 島津 真乃介 ｼﾏﾂﾞ ｼﾝﾉｽｹ 静岡 MIVRO
349 1800062 ⽔⾕ 淳 ﾐｽﾞﾀﾆ ｼﾞｭﾝ 東京 MIVRO
350 1800360 磯部 武蔵 ｲｿﾍﾞ ﾑｻｼ 神奈川 YOKOSUKA UNO RACING
351 1600198 ⼤塚 健太郎 ｵｵﾂｶ ｹﾝﾀﾛｳ 神奈川 YOKOSUKA UNO RACING
352 1800271 中川 裕司郎 ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳｼﾞﾛｳ 神奈川 YOKOSUKA UNO RACING
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353 1801675 ⾼橋 明 ﾀｶﾊｼ ｱｷﾗ 神奈川 横浜⾼校⾃転⾞競技部
354 1802100 藤野 英志 ﾌｼﾞﾉ ｴｲｼ 神奈川 横浜⾼校⾃転⾞競技部
355 1802332 吉 宏介 ﾖｼ ｺｳｽｹ 神奈川 横浜⾼校⾃転⾞競技部
356 1800169 吉川 英孝 ﾖｼｶﾜ ﾋﾃﾞﾀｶ 千葉 Rapha Cycling Club
357 1601966 ⽥坂 圭吾 ﾀｻｶ ｹｲｺﾞ 埼⽟ LINKVISION GIRASOLE CYCLING
358 1300201 今井 明 ｲﾏｲ ｱｷﾗ 神奈川 Ｙʼｓ Ｒｏａｄ

【クラスタ︓F  グレード︓H-3】 5名 2019/6/11

No JCF ID ⽒名 カナ 登録地 チーム名

401 1500315 番場 しおり ﾊﾞﾝﾊﾞ ｼｵﾘ 千葉 シャークアイランド
402 1200092 苅⽥ 磨⼰ ｶﾘﾀ ﾏﾐ 神奈川 ⽵芝サイクルレーシング
403 1602704 久⽊野 ⾐美 ｸｷﾉ ｴﾐ ⿅児島 TEAM YOU CAN
404 1900406 栗原 裕美⼦ ｸﾘﾊﾗ ﾕﾐｺ 群⾺ TRC PANAMAREDS
405 1803042 早福 佳乃⼦ ｿｳﾌｸ ｶﾉｺ 東京 FORCE

第15回 JBCF 富⼠⼭ヒルクライム


