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118 名 118 2021/6/2
No. JCF ID ⽒名 カナ 登録地 チーム名

1 4655945 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 1500367 アイラン フェルナンデス ｱｲﾗﾝ ﾌｪﾙﾅﾝﾃﾞｽ ⼤阪 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
6 0500960 ⼩森 亮平 ｺﾓﾘ ﾘｮｳﾍｲ 広島 マトリックスパワータグ
7 1101873 ⼩林 海 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾘﾉ 東京 マトリックスパワータグ
8 9700539 狩野 智也 ｶﾉｳ ﾄﾓﾔ 群⾺ マトリックスパワータグ
11 1301575 ⼤前 翔 ｵｵﾏｴ ｶｹﾙ 東京 愛三⼯業レーシングチーム
12 0901309 岡本 隼 ｵｶﾓﾄ ﾊﾔﾄ 和歌⼭ 愛三⼯業レーシングチーム
13 1000299 草場 啓吾 ｸｻﾊﾞ ｹｲｺﾞ 京都 愛三⼯業レーシングチーム
14 0400843 鈴⽊ 譲 ｽｽﾞｷ ﾕｽﾞﾙ 栃⽊ 愛三⼯業レーシングチーム
15 0701211 住吉 宏太 ｽﾐﾖｼ ｺｳﾀ 熊本 愛三⼯業レーシングチーム
16 1301199 當原 隼⼈ ﾄｳﾊﾞﾙ ﾊﾔﾄ 沖縄 愛三⼯業レーシングチーム
17 1301253 中川 拳 ﾅｶｶﾞﾜ ｹﾝ 北海道 愛三⼯業レーシングチーム
18 1101375 渡邉 歩 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾕﾑ 福島 愛三⼯業レーシングチーム
21 1000513 徳⽥ 優 ﾄｸﾀﾞ ｽｸﾞﾙ 京都 TEAM BRIDGESTONE Cycling
22 0500798 窪⽊ ⼀茂 ｸﾎﾞｷ ｶｽﾞｼｹﾞ 福島 TEAM BRIDGESTONE Cycling
23 1301144 今村 駿介 ｲﾏﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ 福岡 TEAM BRIDGESTONE Cycling
24 0900845 橋本 英也 ﾊｼﾓﾄ ｴｲﾔ 岐⾩ TEAM BRIDGESTONE Cycling
25 1601710 兒島 直樹 ｺｼﾞﾏ ﾅｵｷ 福岡 TEAM BRIDGESTONE Cycling
26 1501423 ⼭本 哲央 ﾔﾏﾓﾄ ﾃﾂｵ ⼭梨 TEAM BRIDGESTONE Cycling
27 1501582 河野 翔輝 ｶﾜﾉ ｼｮｳｷ 奈良 TEAM BRIDGESTONE Cycling
28 0801402 沢⽥ 時 ｻﾜﾀﾞ ﾄｷ 滋賀 TEAM BRIDGESTONE Cycling
31 0801747 才⽥ 直⼈ ｻｲﾀ ﾅｵﾄ 宮城 LEOMO Bellmare Racing Team
32 1702835 ⼩林 弘幸 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾕｷ ⻑野 LEOMO Bellmare Racing Team
33 9800459 ⼩畑 郁 ｵﾊﾞﾀ ｶｵﾙ 東京 LEOMO Bellmare Racing Team
34 1201865 ⾨⽥ 祐輔 ｶﾄﾞﾀ ﾕｳｽｹ 東京 LEOMO Bellmare Racing Team
41 1700821 井上 ⽂成 ｲﾉｳｴ ﾌﾐﾅﾘ 岡⼭ 弱⾍ペダル サイクリングチーム
42 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
43 1600259 ⼩川 恵佑 ｵｶﾞﾜ ｹｲｽｹ 東京 弱⾍ペダル サイクリングチーム
44 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
45 1500186 川野 碧⼰ ｶﾜﾉ ｱｵｷ 東京 弱⾍ペダル サイクリングチーム
46 1801484 久賀 壮⼤ ｸｶﾞ ｿｳﾀ 徳島 弱⾍ペダル サイクリングチーム
47 1600869 中島 渉 ﾅｶｼﾞﾏ ｱﾕﾐ 埼⽟ 弱⾍ペダル サイクリングチーム
48 1001103 ⻑塚 寿⽣ ﾅｶﾞﾂｶ ﾄｼｷ 茨城 弱⾍ペダル サイクリングチーム
51 1502291 ⽷川 典往 ｲﾄｶﾜ ﾉﾘﾕｷ 島根 eNShare Racing Team
52 0201014 ⼤塚 航 ｵｵﾂｶ ﾜﾀﾙ 京都 eNShare Racing Team
53 1100567 ⼤町 健⽃ ｵｵﾏﾁ ｹﾝﾄ 広島 eNShare Racing Team
54 0800639 河賀 雄⼤ ｶｶﾞ ﾕｳﾀﾞｲ 広島 eNShare Racing Team
56 1400758 公⽂ 拓真 ｸﾓﾝ ﾀｸﾏ ⾼知 eNShare Racing Team
57 0210120 佐藤 利英 ｻﾄｳ ﾄｼﾋﾃﾞ 岩⼿ eNShare Racing Team
58 0600791 藤岡 克磨 ﾌｼﾞｵｶ ｶﾂﾏ 徳島 eNShare Racing Team
59 1300766 茂越 ⿓哉 ﾓｺﾞｴ ﾀﾂﾔ 兵庫 eNShare Racing Team
61 1401518 尾形 尚彦 ｵｶﾞﾀ ﾀｶﾋｺ 宮城 シマノレーシング
62 1201367 ⾵間 翔眞 ｶｻﾞﾏ ｼｮｳﾏ 福島 シマノレーシング
63 0500601 ⽊村 圭佑 ｷﾑﾗ ｹｲｽｹ 奈良 シマノレーシング
64 1401137 重満 丈 ｼｹﾞﾐﾂ ｼﾞｮｳ 沖縄 シマノレーシング
65 1401433 床井 亮太 ﾄｺｲ ﾘｮｳﾀ 栃⽊ シマノレーシング
66 1201132 中井 唯晶 ﾅｶｲ ﾀﾀﾞｱｷ 滋賀 シマノレーシング
67 1600138 中⽥ 拓也 ﾅｶﾀ ﾀｸﾔ ⻑野 シマノレーシング
68 0900212 横⼭ 航太 ﾖｺﾔﾏ ｺｳﾀ ⻑野 シマノレーシング
71 0501593 内野 直也 ｳﾁﾉ ﾅｵﾔ 埼⽟ イナーメ信濃⼭形
72 1101679 佐野 千尋 ｻﾉ ﾁﾋﾛ 北海道 イナーメ信濃⼭形
73 0901542 北野 普識 ｷﾀﾉ ﾕｷﾉﾘ 東京 イナーメ信濃⼭形
74 1601498 森崎 英登 ﾓﾘｻｷ ﾋﾃﾞﾄ 愛知 イナーメ信濃⼭形
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75 1700593 荒瀧 隆公 ｱﾗﾀｷ ﾀｶﾋﾄ 東京 イナーメ信濃⼭形
76 1300540 松井 ⼤悟 ﾏﾂｲ ﾀﾞｲｺﾞ ⽯川 イナーメ信濃⼭形
77 0900524 渡邊 聡 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾄﾙ 神奈川 イナーメ信濃⼭形
78 1502777 ⽣⽥⽬ 修 ﾅﾏﾀﾒ ｵｻﾑ 栃⽊ イナーメ信濃⼭形
81 9900169 ⻘⽊ 誠 ｱｵｷ ﾏｺﾄ 東京 稲城FIETSクラスアクト
82 0900461 秋⼭ 悟郎 ｱｷﾔﾏ ｺﾞﾛｳ 東京 稲城FIETSクラスアクト
83 9702834 中村 ⽂武 ﾅｶﾑﾗ ﾌﾐﾀｹ 東京 稲城FIETSクラスアクト
84 0901755 野⼝ 悠真 ﾉｸﾞﾁ ﾕｳﾏ 東京 稲城FIETSクラスアクト
85 9702852 藤⽥ 勉 ﾌｼﾞﾀ ﾂﾄﾑ 東京 稲城FIETSクラスアクト
86 1601219 松下 直暉 ﾏﾂｼﾀ ﾅｵｷ 東京 稲城FIETSクラスアクト
87 1500164 吉⽥ 泰⼤ ﾖｼﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ 神奈川 稲城FIETSクラスアクト
88 1100483 若杉 圭祐 ﾜｶｽｷﾞ ｹｲｽｹ 愛知 稲城FIETSクラスアクト
91 1201250 古⽥ 潤 ﾌﾙﾀ ｼﾞｭﾝ 東京 群⾺グリフィンレーシングチーム
92 1601869 中村 ⿓吉 ﾅｶﾑﾗ ﾀﾂﾖｼ 福島 群⾺グリフィンレーシングチーム
93 1602211 永富 ⼀騎 ﾅｶﾞﾄﾐ ｶｽﾞｷ 東京 群⾺グリフィンレーシングチーム
94 1800163 若⽉ 隆真 ﾜｶﾂｷ ﾀｸﾏ 埼⽟ 群⾺グリフィンレーシングチーム
95 1500427 松井 敏⽂ ﾏﾂｲ ﾄｼﾌﾐ 北海道 群⾺グリフィンレーシングチーム
96 1600445 平塚 佑亮 ﾋﾗﾂｶ ﾕｳｽｹ 栃⽊ 群⾺グリフィンレーシングチーム
97 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
98 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
101 1701257 川崎 三織 ｶﾜｻｷ ﾐｵﾘ 埼⽟ EQADS
102 1501674 ⼩出 樹 ｺｲﾃﾞ ｲﾂｷ ⻑野 EQADS
103 1801371 留⽬ ⼣陽 ﾄﾄﾞﾒ ﾕｳﾋ 東京 EQADS
104 1801810 ⻑川 達哉 ﾅｶﾞｶﾜ ﾀﾂﾔ 埼⽟ EQADS

105 1701128 ⻄本 健三郎 ﾆｼﾓﾄ ｹﾝｻﾞﾌﾞﾛｳ 東京 EQADS
106 1700059 平井 光介 ﾋﾗｲ ｺｳｽｹ ⼭梨 EQADS
107 1701148 ⼭⽥ 拓海 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｸﾐ ⻑野 EQADS
108 1601077 湯浅 博貴 ﾕｱｻ ﾋﾛﾀｶ 埼⽟ EQADS
111 1802426 ⼩村 悠樹 ｺﾑﾗ ﾕｳｷ ⽯川 Team Eurasia - iRC TIRE
112 1902774 寺澤 アンドリュウ ﾃﾗｻﾜ ｱﾝﾄﾞﾘｭｳ ⻑野 Team Eurasia - iRC TIRE
113 1300495 積⽥ 連 ｾｷﾀ ﾚﾝ 福島 Team Eurasia - iRC TIRE
114 1901309 ⾊川 岳宏 ｲﾛｶﾜ ﾀｹﾋﾛ 宮城 Team Eurasia - iRC TIRE
115 1802331 ⿃海 祐甫 ﾄﾘｳﾐ ﾕｳｽｹ 北海道 Team Eurasia - iRC TIRE
116 1701615 鈴⽊ 来⼈ ｽｽﾞｷ ﾗｲﾄ ⻑野 Team Eurasia - iRC TIRE
121 0801011 ⽯橋 学 ｲｼﾊﾞｼ ﾏﾅﾌﾞ ⻘森 CIEL BLEU KANOYA
122 1200621 冨尾 ⼤地 ﾄﾐｵ ﾀﾞｲﾁ ⿅児島 CIEL BLEU KANOYA
123 1200034 ⽩川 幸希 ｼﾗｶﾜ ｺｳｷ ⿅児島 CIEL BLEU KANOYA
124 0801515 伊藤 舜紀 ｲﾄｳ ｼｭﾝｷ ⿅児島 CIEL BLEU KANOYA
125 0900699 原⽥ 裕成 ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾛｱｷ ⿅児島 CIEL BLEU KANOYA
126 1501717 真鍋 諒太 ﾏﾅﾍﾞ ﾘｮｳﾀ ⾹川 CIEL BLEU KANOYA
127 1601206 道⾒ 優太 ﾄﾞｳﾐ ﾕｳﾀ ⿅児島 CIEL BLEU KANOYA
128 1702467 ⼤河内 将泰 ｵｵｺｳﾁ ﾏｻﾋﾛ ⿅児島 CIEL BLEU KANOYA
131 0801739 阿曽 圭佑 ｱｿ ｹｲｽｹ 三重 セレクションチーム ※オープン参加
132 1201592 阿部 航⼤ ｱﾍﾞ ｺｳﾀﾞｲ 栃⽊ セレクションチーム ※オープン参加
133 1300673 ⽯井 駿平 ｲｼｲ ｼｭﾝﾍﾟｲ 静岡 セレクションチーム ※オープン参加
134 1501888 海野 晋作 ｳﾐﾉ ｼﾝｻｸ 静岡 セレクションチーム ※オープン参加
135 1401083 及川 ⼀総 ｵｲｶﾜ ｶｽﾞｻ 岩⼿ セレクションチーム ※オープン参加
136 1100488 岡 篤志 ｵｶ ｱﾂｼ 茨城 セレクションチーム ※オープン参加
137 1001927 ⾦⼦ ⼤介 ｶﾈｺ ﾀﾞｲｽｹ UCI セレクションチーム ※オープン参加
138 1000394 岸 崇仁 ｷｼ ﾀｶﾋﾄ 茨城 セレクションチーム ※オープン参加
139 0400028 ⼩坂 光 ｺｻｶ ﾋｶﾙ 栃⽊ セレクションチーム ※オープン参加
140 1500184 ⼩嶋 渓円 ｺｼﾞﾏ ｹｲｴﾝ 神奈川 セレクションチーム ※オープン参加
141 1502527 ⼩⼭ 智也 ｺﾔﾏ ﾄﾓﾔ ⼤阪 セレクションチーム ※オープン参加
142 1601055 佐藤 宇志 ｻﾄｳ ﾀｶｼ UCI セレクションチーム ※オープン参加
143 1101581 鈴⽊ ⿓ ｽｽﾞｷ ﾘｭｳ 静岡 セレクションチーム ※オープン参加
144 1701575 永塩 幸之介 ﾅｶﾞｼｵ ｺｳﾉｽｹ 群⾺ セレクションチーム ※オープン参加
145 10021099100 ⻄尾 憲⼈ ﾆｼｵ ｹｲﾄ UCI セレクションチーム ※オープン参加
146 10007747755 ⻄尾 勇⼈ ﾆｼｵ ﾊﾔﾄ UCI セレクションチーム ※オープン参加
147 1000721 ⻄村 ⼤輝 ﾆｼﾑﾗ ﾋﾛｷ 東京 セレクションチーム ※オープン参加
148 1700662 檜室 建⽃ ﾋﾑﾛ ｹﾝﾄ 福岡 セレクションチーム ※オープン参加
149 1001732 堀 孝明 ﾎﾘ ﾀｶｱｷ 栃⽊ セレクションチーム ※オープン参加
150 0000660 ⼭本 幸平 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳﾍｲ 北海道 セレクションチーム ※オープン参加
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177 名 177 2021/6/2
No. JCF ID ⽒名 カナ p チーム名

201 0701310 管 洋介 ｽｶﾞ ﾖｳｽｹ 茨城 AVENTURA VICTORIA RACING
202 1301908 ⼭⼝ 和来 ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｽﾞｷ 東京 AVENTURA VICTORIA RACING
203 1902658 権⽥ 歩⼈ ｺﾞﾝﾀﾞ ｱﾙﾄ 東京 Avenir Yamanashi Yamanakako
204 1700169 瀬⼾⼝ 瑛 ｾﾄｸﾞﾁ ｱｷﾗ ⿅児島 Avenir Yamanashi Yamanakako
205 1190055 Tom Bossis ﾄﾑ ﾎﾞｼｽ 神奈川 Avenir Yamanashi Yamanakako
206 0901489 ⽔野 恭兵 ﾐｽﾞﾉ ｷｮｳﾍｲ ⼭梨 Avenir Yamanashi Yamanakako
207 0301558 増⼦ 雄⼠ ﾏｼｺ ﾕｳｼﾞ 東京 Astama Cycling Team
208 1802984 ⼩貫 耕平 ｵﾇｷ ｺｳﾍｲ 東京 ALDINA
209 2001414 中村 太郎 ﾅｶﾑﾗ ﾀﾛｳ 北海道 ALDINA
210 0800879 成⽑ 千尋 ﾅﾙｹ ﾁﾋﾛ 東京 ALDINA
211 0800878 藤巻 真⼀ ﾌｼﾞﾏｷ ｼﾝｲﾁ 東京 ALDINA
212 0700045 岩⽉ 伸夫 ｲﾜﾂｷ ﾉﾌﾞｵ 愛知 イナーメ信濃⼭形-EFT
213 1100404 ⾹川 博 ｶｶﾞﾜ ﾋﾛｼ ⻑野 イナーメ信濃⼭形-EFT
214 1402362 ⽊村 博志 ｷﾑﾗ ﾋﾛｼ 埼⽟ イナーメ信濃⼭形-EFT
215 1800887 永野 昇海 ﾅｶﾞﾉ ｼｮｳﾐ 神奈川 イナーメ信濃⼭形-EFT
216 1301393 森 光流 ﾓﾘ ﾋｶﾙ 千葉 イナーメ信濃⼭形-EFT
217 1700502 鷲野 向⼀ ﾜｼ ｺｳｲﾁ 埼⽟ イナーメ信濃⼭形-EFT
218 1501577 渡邉 鈴 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾚｲ ⻑野 イナーメ信濃⼭形-EFT
219 2000070 髙橋 和也 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾔ 千葉 ウィンディー筑波
220 1900372 ⻄川 正隼 ﾆｼｶﾜ ﾏｻﾄｼ 茨城 ウィンディー筑波
221 1800467 ⽂倉 慎太郎 ﾌﾐｸﾗ ｼﾝﾀﾛｳ 茨城 ウィンディー筑波
222 1700859 丸⼭ 孝⾏ ﾏﾙﾔﾏ ﾀｶﾕｷ 茨城 ウィンディー筑波
223 1800085 池川 ⾠哉 ｲｹｶﾞﾜ ﾀﾂﾔ ⼤阪 VC VELOCE
224 2000166 ⽯橋 宏介 ｲｼﾊﾞｼ ｺｳｽｹ ⼤阪 VC VELOCE
225 9700734 井上 登⼠哉 ｲﾉｳｴ ﾄｼﾔ 愛媛 VC VELOCE
226 1604019 ⼤原 陸 ｵｵﾊﾗ ﾘｸ ⼤阪 VC VELOCE
227 0601273 松⽊ 健治 ﾏﾂｷ ｹﾝｼﾞ 京都 VC VELOCE
228 1700491 河村 敦⼈ ｶﾜﾑﾗ ｱﾂﾄ 滋賀 EXTENDED VAX SAYAMA
229 2000284 ⻄尾 佳明 ﾆｼｵ ﾖｼｱｷ 埼⽟ EXTENDED VAX SAYAMA
230 1402176 中原 秀昂 ﾅｶﾊﾗ ﾋﾃﾞﾀｶ 茨城 エクストリームつくば
231 1902453 佐伯 祐輔 ｻｴｷ ﾕｳｽｹ 神奈川 SBC Vertex Racing Team
232 1300487 ⼭本 敦 ﾔﾏﾓﾄ ｱﾂｼ 神奈川 SBC Vertex Racing Team
233 1501977 渡辺 拓也 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｸﾔ 愛知 SBC Vertex Racing Team
234 1402317 有益 伸⼀ ｱﾘﾏｽ ｼﾝｲﾁ 神奈川 NEBcycling
235 1700035 花⽥ ⾦之介 ﾊﾅﾀﾞ ｷﾝﾉｽｹ ⼤阪 NEBcycling
236 1902767 ⾼橋 怜⼠ ﾀｶﾊｼ ﾚｵ 新潟 F(t)麒麟⼭ Racing
237 1900468 梶⽊ 瑛⼼ ｶｼﾞｷ ｴｲｼﾝ 宮城 eNShare Cycling Team
238 9700200 梶⽊ 恒介 ｶｼﾞｷ ｺｳｽｹ 宮城 eNShare Cycling Team
239 2100704 渡辺 悠太 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾀ 埼⽟ 川⼝市⾃転⾞競技連盟
240 2100169 菊地 航 ｷｸﾁ ﾜﾀﾙ 栃⽊  Gufo Cycle Works
241 1802843 永⼭ 義⼈ ﾅｶﾞﾔﾏ ﾖｼﾋﾄ 栃⽊  Gufo Cycle Works
242 1600308 ⼤内 淳司 ｵｵｳﾁ ｱﾂｼ 茨城 GROWING Racing Team
243 9900113 ⾼橋 利明 ﾀｶﾊｼ ﾄｼｱｷ 茨城 GROWING Racing Team
244 1100570 光⼭ 英典 ﾐﾂﾔﾏ ﾋﾃﾞﾉﾘ 千葉 GROWING Racing Team
245 1802620 唐澤 ⼀瑠 ｶﾗｻﾜ ｲﾁﾙ 群⾺ 群⾺グリフィンエリート
246 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
247 1700565 本⽥ 将⽮ ﾎﾝﾀﾞ ﾏｻﾔ 群⾺ 群⾺グリフィンエリート
248 2000997 吉⽥ 愛⽃ ﾖｼﾀﾞ ｱｲﾄ 群⾺ 群⾺グリフィンエリート
249 1400191 植⽥ 春樹 ｳｴﾀﾞ ﾊﾙｷ 埼⽟ コムリン 
250 1400139 ⽊下 翔平 ｷﾉｼﾀ ｼｮｳﾍｲ 埼⽟ コムリン 
251 1800197 ⾚峰 宏典 ｱｶﾐﾈ ﾋﾛﾉﾘ 千葉 サイクルフリーダム・レーシング
252 1300237 岩佐 昭⼀ ｲﾜｻ ｼｨｳｲﾁ 千葉 サイクルフリーダム・レーシング
253 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
254 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
255 2000681 柳澤 和宏 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｶｽﾞﾋﾛ 千葉 サイクルフリーダム・レーシング
256 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
257 1401253 ⼩川 泰征 ｵｶﾞﾜ ﾀｲｾｲ 埼⽟ サイタマサイクルプロジェクト
258 0401502 武⽥ 耕⼤ ﾀｹﾀﾞ ｺｳﾀﾞｲ 埼⽟ サイタマサイクルプロジェクト
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259 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
260 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
261 2100509 ⾺場 慶三郎 ﾊﾞﾊﾞ ｹｲｻﾞﾌﾞﾛｳ 東京 埼⽟ユース⾃転⾞競技部
262 1502691 ⼤⼭ 慶 ｵｵﾔﾏ ｹｲ 栃⽊ 作新学院⼤学
263 1802069 ⼩関 創⽃ ｺｾｷ ｿｳﾄ ⼭形 作新学院⼤学
264 1901285 笹川 悠太 ｻｻｶﾞﾜ ﾕｳﾀ 栃⽊ 作新学院⼤学
265 1600871 沢野 ⼤地 ｻﾜﾉ ﾀﾞｲﾁ 埼⽟ 作新学院⼤学
266 1702052 重⽥ 倫⼀郎 ｼｹﾞﾀ ﾘﾝｲﾁﾛｳ 群⾺ 作新学院⼤学
267 1702090 髙⽥ 楓雅 ﾀｶﾀﾞ ﾌｳｶﾞ 栃⽊ 作新学院⼤学
268 1801341 中村 優太 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾀ 栃⽊ 作新学院⼤学
269 1901870 松本 輝 ﾏﾂﾓﾄ ﾋｶﾙ 栃⽊ 作新学院⼤学
270 1501411 村⼭ 浩司 ﾑﾗﾔﾏ ｺｳｼ 栃⽊ 作新学院⼤学
271 1602654 安江 永遠 ﾔｽｴ ﾄﾜ 茨城 作新学院⼤学
272 1701497 渡辺 拓海 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｸﾐ ⼭形 作新学院⼤学
273 2000091 内⼭ 智貴 ｳﾁﾔﾏ ﾄﾓｷ 埼⽟ S`fida Prego Racing
274 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
275 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
276 1602274 柏井 良太 ｶｼﾜｲ ﾘｮｳﾀ 東京 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ
277 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
278 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
279 1802826 ⽯丸 貴昭 ｲｼﾏﾙ ﾀｶｱｷ 千葉 セオレーシング
280 9901846 ⼤倉 健⼀ ｵｵｸﾗ ｹﾝｲﾁ 東京 セオレーシング
281 0600618 飯沼 誠憲 ｲｲﾇﾏ ﾏｻﾉﾘ 東京 Team CUORE
282 1200538 平賀 康⼀ ﾋﾗｶﾞ ｺｳｲﾁ 東京 Team CUORE
283 1000376 福岡 実 ﾌｸｵｶ ﾐﾉﾙ 東京 Team CUORE
284 1700751 ⼩⼭⽥ 亮 ｵﾔﾏﾀﾞ ﾘｮｳ 静岡 TEAM YOU CAN
285 1600295 佐藤 裕太 ｻﾄｳ ﾕｳﾀ 東京 TEAM YOU CAN
286 2000022 細川 健太 ﾎｿｶﾜ ｹﾝﾀ 静岡 TEAM YOU CAN
287 2100773 佐久間 崚 ｻｸﾏ ﾘｮｳ 神奈川 Team SHIDO
288 1802285 作本 敏治 ｻｸﾓﾄ ﾄｼﾊﾙ 東京 Team SHIDO
289 0901445 中曽 佑⼀ ﾅｶｿ ﾕｳｲﾁ 東京 Team SHIDO
290 1902755 川崎 嘉久 ｶﾜｻｷ ﾖｼﾋｻ 岐⾩ TeamZenko
291 1900398 Sandu Ionut ｻﾝﾄﾞｩ ﾖﾉﾂ 京都 TeamZenko
292 1101584 遠藤 健太 ｴﾝﾄﾞｳ ｹﾝﾀ 新潟 チームフィンズ
293 1902409 恩⽥ 幸⻑ ｵﾝﾀﾞ ﾕｷﾅｶﾞ 群⾺ TRC PANAMAREDS
294 2100330 霜出 祐輝 ｼﾓｲﾃﾞ ﾕｳｷ 神奈川 Defardi
295 0900227 鮎澤 誠治 ｱｲｻﾞﾜ ｾｲｼﾞ ⻑野 テクニカルパートナーサイクリングチーム
296 1301786 野上 太⼀ ﾉｶﾞﾐ ﾀｲﾁ 愛知 天狗党
297 1100571 平瀬 遼 ﾋﾗｾ ﾘｮｳ 愛知 天狗党
298 2001150 内⽥ 崇志 ｳﾁﾀﾞ ﾀｶｼ 東京 東京⼯業⼤学
299 1901719 加藤 遼 ｶﾄｳ ﾘｮｳ 東京 東京⼯業⼤学
300 1701119 落合 康⽣ ｵﾁｱｲ ｺｳｾｲ 東京 東京都⽴⼋王⼦桑志⾼等学校⾃転⾞競技部
301 2000604 今井 祐樹 ｲﾏｲ ﾕｳｷ 岐⾩ Nakatsugawa GTBC Racing Team
302 2000676 ⾕内⼝ 真吾 ﾔﾁｸﾞﾁ ｼﾝｺﾞ 岐⾩ Nakatsugawa GTBC Racing Team
303 1500265 阿島 哲夫 ｱｼﾞﾏ ﾃﾂｵ 神奈川 なるしまフレンド
304 1400135 川島 健⼈ ｶﾜｼﾏ ｹﾝﾄ 東京 なるしまフレンド
305 1900365 ⼭⽥ ⻯輔 ﾔﾏﾀﾞ ﾘｭｳｽｹ 東京 なるしまフレンド
306 1600292 鴨下 拓弥 ｶﾓｼﾀ ﾀｸﾔ 東京 ⽇本体育⼤学
307 1502368 北村 翔太 ｷﾀﾑﾗ ｼｮｳﾀ 群⾺ ⽇本体育⼤学
308 1801606 ⾼久 胡太郎 ﾀｶｸ ｺﾀﾛｳ 茨城 ⽇本体育⼤学
309 1700703 ⽟城 翔太 ﾀﾏｼﾛ ｼｮｳﾀ 沖縄 ⽇本体育⼤学
310 1701040 ⽐嘉 祐貴 ﾋｶﾞ ﾕｳｷ 沖縄 ⽇本体育⼤学
311 1801835 福⽥ 晃司 ﾌｸﾀﾞ ｺｳｼﾞ 埼⽟ ⽇本体育⼤学
312 1701262 藤井 涼介 ﾌｼﾞｲ ﾘｮｳｽｹ 埼⽟ ⽇本体育⼤学
313 1601026 松原 颯祐 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｿｳｽｹ 広島 ⽇本体育⼤学
314 1501118 渡邉 翔悟 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳｺﾞ 東京 ⽇本体育⼤学
315 1502759 ⽯神 宇 ｲｼｶﾞﾐ ﾀｶｼ 東京 パラティアムTOKYO
316 1602688 森榮 晃彦 ﾓﾘｻｶ ｱｷﾋｺ 岡⼭ パラティアムTOKYO
317 2100299 ⼤森 虹亮 ｵｵﾓﾘ ｺｳｽｹ 千葉 BMレーシングZUNOW
318 1800041 横⽮ 峻 ﾖｺﾔ ｼｭﾝ 千葉 BMレーシングZUNOW
319 1602630 ⽯塚 優太 ｲｼﾂﾞｶ ﾕｳﾀ 埼⽟ ⽇野⾃動⾞レーシングチーム
320 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
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321 1301694 ⼩貫 智紀 ｵﾇｷ ﾄﾓﾉﾘ 神奈川 PHANTOM 湘南
322 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
323 1500217 ⼋幡 光哉 ﾔﾊﾀ ﾐﾂﾔ 東京 VC福岡エリート
324 9800367 吉川 勝 ﾖｼｶﾜ ﾏｻﾙ 茨城 フィッツ
325 1600278 御堂 ⼒哉 ﾐﾄﾞｳ ﾘｷﾔ 東京 FORCE
326 1200655 ⽵内 遼 ﾀｹｳﾁ ﾘｮｳ ⻑野 FUKAYA RACING
327 1200853 松本 佑太 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳﾀ 神奈川 FUKAYA RACING
328 2100632 神⼭ 皓紀 ｶﾐﾔﾏ ｺｳｷ 栃⽊ ブラウ・ブリッツェン
329 1600451 ⽊村 紀仁 ｷﾑﾗ ﾉﾘﾋﾄ 茨城 ブラウ・ブリッツェン
330 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
331 1800234 福⽥ ⿓⽣ ﾌｸﾀﾞ ﾘｭｳ 栃⽊ ブラウ・ブリッツェン
332 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
333 1600888 ⼤澤 昌輝 ｵｵｻﾜ ﾏｻｷ 愛知 BREZZA-KAMIHAGI
334 1201285 詫間 啓耀 ﾀｸﾏ ﾀｶｱｷ 神奈川 ホダカファクトリーレーシング
335 1301936 野中 秀樹 ﾉﾅｶ ﾋﾃﾞｷ 東京 ホダカファクトリーレーシング
336 1901447 ⼩森 継⼼ ｺﾓﾘ ｹｲｼﾝ 神奈川 保⼟ケ⾕⾼校⾃転⾞競技部
337 1700601 川⽥ 翔太 ｶﾜﾀ ｼｮｳﾀ 東京 ボンシャンスACA
338 1502719 篠原 輝利 ｼﾉﾊﾗ ｷﾘ 茨城 ボンシャンスACA
339 1900883 加藤 功也 ｶﾄｳ ﾖｼﾅﾘ 三重 MAX SPEED 97
340 1702085 川勝 敦嗣 ｶﾜｶﾂ ｱﾂｼ 兵庫 MiNERVA-asahi
341 1902299 堀井 卓 ﾎﾘｲ ﾀｸ 兵庫 MiNERVA-asahi
342 2000530 堀江 郁⼈ ﾎﾘｴ ﾌﾐﾄ 静岡 MiNERVA-asahi
343 1201737 伊東 佑⾺ ｲﾄｳ ﾕｳﾏ 東京 MIVRO
344 1800034 タイサム ジョン ﾀｲｻﾑ ｼﾞｮﾝ 東京 MIVRO
345 1700605 松⽊ 匡宏 ﾏﾂｷ ﾀﾀﾞﾋﾛ 東京 MIVRO
346 2000829 森 俊明 ﾓﾘ ﾄｼｱｷ 東京 MIVRO
347 1702585 池邊 ⼑那 ｲｹﾍﾞ ｶﾀﾅ 北海道 MUUR
348 1600008 ⾼⼭ 秀樹 ﾀｶﾔﾏ ﾋﾃﾞｷ ⼤阪 MUUR
349 0400252 五百籏頭 晃 ｲｵｷﾍﾞ ｱｷﾗ 東京 MAYSTORM
350 2100241 ⼤内 康弘 ｵｵｳﾁ ﾔｽﾋﾛ 東京 MAYSTORM
351 2100290 ⼤久保 敬⼀郎 ｵｵｸﾎﾞ ｹｲｲﾁﾛｳ 栃⽊ ⽮板アローズCyclingTeam
352 2000113 古川 修 ﾌﾙｶﾜ ｵｻﾑ 栃⽊ ⽮板アローズCyclingTeam
353 1801580 ⾦⽥ 直樹 ｶﾅﾀﾞ ﾅｵｷ 静岡 Yamanakako Cycling Team
354 1301795 塚本 ⼀樹 ﾂｶﾓﾄ ｲﾂｷ 静岡 Yamanakako Cycling Team
355 1700056 渡瀬 義雄 ﾜﾀｾ ﾖｼｵ 静岡 Yamanakako Cycling Team
356 0801875 ⼩橋 勇利 ｺﾊﾞｼ ﾕｳﾘ 北海道 YURIFitCyclingTEAM
357 1500648 福吉 紳悟 ﾌｸﾖｼ ｼﾝｺﾞ 神奈川 YOKOSUKA UNO RACING
358 1901772 ⽣天⽬ 直樹 ﾅﾊﾞﾀﾒ ﾅｵｷ 神奈川 横浜⾼校⾃転⾞競技部
359 1901773 ⽣天⽬ 隼⼈ ﾅﾊﾞﾀﾒ ﾊﾔﾄ 神奈川 横浜⾼校⾃転⾞競技部
360 1702792 ⼩堀 陽⼈ ｺﾎﾞﾘ ﾊﾙﾄ 埼⽟ Rapha Cycling Club
361 2101356 江⼝ ⼀輝 ｴｸﾞﾁ ｶｽﾞｷ 千葉 LINKVISION GIRASOLE CYCLING
362 2000465 藤本 元貴 ﾌｼﾞﾓﾄ ｹﾞﾝｷ 神奈川 LINKVISION GIRASOLE CYCLING
363 2000924 本⽥ 啓仁 ﾎﾝﾀﾞ ｹｲﾄ 東京 LINKVISION GIRASOLE CYCLING
364 1600285 ⼭⽥ 貴⼀ ﾔﾏﾀﾞ ｷｲﾁ 東京 LINKVISION GIRASOLE CYCLING
365 1402273 ⾼⽊ 俊輔 ﾀｶｷﾞ ｼｭﾝｽｹ 神奈川 Racing CUBE
366 2000754 池ヶ⾕ 康平 ｲｹｶﾞﾔ ｺｳﾍｲ 静岡 LEVANTE HOPE
367 1800432 ⼩川 空⽯ ｵｶﾞﾜ ｸｼﾞｬｸ 東京 LEVANTE HOPE
368 9701455 夜野 正紀 ﾖﾉ ﾏﾉﾘ 北海道 LEVANTE HOPE
369 1801641 加藤 すばる ｶﾄｳ ｽﾊﾞﾙ 埼⽟ Ｙʼｓ Ｒｏａｄ
370 2001544 三上 ⽞ ﾐｶﾐ ｹﾞﾝ 東京 Ｙʼｓ Ｒｏａｄ
371 1800240 安宅 将貴 ｱﾀｶ ﾏｻﾀｶ 千葉 湾岸サイクリング・ユナイテッド
372 1500253 ⽯塚 将⼈ ｲｼﾂﾞｶ ﾏｻﾄ 千葉 湾岸サイクリング・ユナイテッド
373 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
374 1400096 雑賀 ⼤輔 ｻｲｶ ﾀﾞｲｽｹ 千葉 湾岸サイクリング・ユナイテッド
375 1500234 ⾼橋 滉太郎 ﾀｶﾊｼ ｺｳﾀﾛｳ 東京 湾岸サイクリング・ユナイテッド
376 1500258 前川 太⼀ ﾏｴｶﾜ ﾀｲﾁ 千葉 湾岸サイクリング・ユナイテッド
377 1601630 秋⽥ 圭佑 ｱｷﾀ ｹｲｽｹ 茨城 茨城県⽴⼟浦第⼀⾼等学校  ※オープン参加
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9 名 9 2021/6/2
No. JCF ID ⽒名 カナ 登録地 チーム名

401 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
402 2100018 森⽥ 由美⼦ ﾓﾘﾀ ﾕﾐｺ 栃⽊  Gufo Cycle Works
403 1700745 ⻄倉 陽⼦ ﾆｼｸﾗ ﾖｳｺ 埼⽟ GROWING Racing Team
404 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
405 1600876 本⽥ ⺟映 ﾎﾝﾀﾞ ﾓｴ 新潟 High Ambition ⼥⼦サイクリングアカデミー
406 1201909 ⼩⽥ 恵利花 ｵﾀﾞ ｴﾘｶ 東京 フィッツ
407 1800060 ⾦⼦ 尚代 ｶﾈｺ ﾋｻﾖ 千葉 弱⾍ペダル サイクリングチーム
408 1803052 滝川 陽希 ﾀｷｶﾜ ﾊﾙｷ 栃⽊ Live GARDEN BICI STELLE
409 1702829 植⽵ 海貴 ｳｴﾀｹ ﾐｷ 東京 Ｙʼｓ Ｒｏａｄ

【クラスタ︓F  グレード︓A】
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