
80 名 80 2021/6/21
No. JCF ID ⽒名 カナ 登録地 チーム名

201 1700753 岩田 聖矢 ｲﾜﾀ ｾｲﾔ 奈良 Avenir Yamanashi Yamanakako
202 1601791 風間 竜太 ｶｻﾞﾏ ﾘｭｳﾀ 山梨 Avenir Yamanashi Yamanakako
203 0901489 水野 恭兵 ﾐｽﾞﾉ ｷｮｳﾍｲ 山梨 Avenir Yamanashi Yamanakako
204 1301128 小野寺 望 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾉｿﾞﾑ 東京 イナーメ信濃山形-EFT
205 1400051 佐藤 耕司 ｻﾄｳ ｺｳｼﾞ 大阪 イナーメ信濃山形-EFT
206 1602033 牧野 郁斗 ﾏｷﾉ ｲｸﾄｲﾄﾄ 北海道 イナーメ信濃山形-EFT
207 1500596 兼松 大和 ｶﾈﾏﾂ ﾔﾏﾄ 大阪 Infinity Style
208 2100267 北川 拓弥 ｷﾀｶﾞﾜ ﾀｸﾐ 大阪 Infinity Style
209 1700031 中治 綱太 ﾅｶｼﾞ ｺｳﾀ 大阪 Infinity Style
210 1802568 原田 将人 ﾊﾗﾀﾞ ﾏｻﾄ 兵庫 Infinity Style
211 0600568 水野 貴行 ﾐｽﾞﾉ ﾀｶﾕｷ 愛知 Infinity Style
212 1800085 池川 辰哉 ｲｹｶﾞﾜ ﾀﾂﾔ 大阪 VC VELOCE
213 1604019 大原 陸 ｵｵﾊﾗ ﾘｸ 大阪 VC VELOCE
214 0600985 二階堂 尚志 ﾆｶｲﾄﾞｳ ﾀｶｼ 大阪 VC VELOCE
215 1100274 藤田 耕志 ﾌｼﾞﾀ ﾀｶｼ 大阪 VC VELOCE
216 1802537 本庄 義人 ﾎﾝｼｮｳ ﾖｼﾋﾄ 愛媛 VC VELOCE
217 1501497 皿谷 宏人 ｻﾗｶﾞｲ ﾋﾛﾄ 広島 エキップ ティラン
218 1500390 小林 達也 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾂﾔ 広島 eNShare Cycling Team
219 1600432 藤岡 泰之 ﾌｼﾞｵｶ ﾔｽﾕｷ 広島 eNShare Cycling Team
220 1802046 吉木 匠 ﾖｼｷ ﾀｸﾐ 広島 eNShare Cycling Team
221 1500885 塩澤 魁 ｼｵｻﾞﾜ ｶｲ 愛知 ORCA CYCLING TEAM
222 1800073 橋岡 宏茂 ﾊｼｵｶ ﾋﾛｼ 愛知 KINAN AACA
223 1600308 大内 淳司 ｵｵｳﾁ ｱﾂｼ 茨城 GROWING Racing Team
224 9900113 高橋 利明 ﾀｶﾊｼ ﾄｼｱｷ 茨城 GROWING Racing Team
225 1500603 森本 玄達 ﾓﾘﾓﾄ ﾋﾛﾐﾁ 岡山 code 33
226 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

227 1301007 奥村 祐希 ｵｸﾑﾗ ﾕｳｷ 岡山 サイファアスリートクラブ岡山

228 1600871 沢野 大地 ｻﾜﾉ ﾀﾞｲﾁ 埼玉 作新学院大学

229 1801341 中村 優太 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾀ 栃木 作新学院大学

230 1402214 藤田 隼也 ﾌｼﾞﾀ ｼﾞｭﾝﾔ 大阪 ZIPPY CYCLE CLUB
231 1700189 松村 長人 ﾏﾂﾑﾗ ﾅｶﾞﾄ 奈良 ZIPPY CYCLE CLUB
232 1703521 神谷 正紀 ｶﾐﾔ ﾏｻﾉﾘ 静岡 シマノドリンキング

233 0400882 加賀 龍治 ｶｶﾞ ﾘｭｳｼﾞ 広島 SUBARU Cycling Team
234 1500665 木村 盛義 ｷﾑﾗ ﾓﾘﾖｼ 群馬 SUBARU Cycling Team
235 1301588 大杉 直敬 ｵｵｽｷﾞ ﾅｵﾀｶ 静岡 SPADE・ACE
236 1300031 増田 弘誠 ﾏｽﾀﾞ ﾋﾛﾅｶﾞ 静岡 SPADE・ACE
237 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

238 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

239 9901846 大倉 健一 ｵｵｸﾗ ｹﾝｲﾁ 東京 セオレーシング

240 1502700 塚本 隼 ﾂｶﾓﾄ ﾊﾔﾄ 大阪 ZERO BIKE FACTORY
241 1800333 小林 亮 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳ 兵庫 soleil de lest
242 1801924 掃本 康平 ﾎｳｷﾓﾄ ｺｳﾍｲ 兵庫 soleil de lest
243 1600075 坂川 達行 ｻｶｶﾞﾜ ﾀﾂﾕｷ 広島 Team Kermis Cross
244 1703353 植田 恒平 ｳｴ ｺｳﾍｲ 兵庫 Team ZERO　UNO　FRONTIER
245 1500211 高橋 叶平 ﾀｶﾊｼ ｷｮｳﾍｲ 広島 TeamUKYO Reve
246 1600153 山名 拳太郎 ﾔﾏﾅ ｹﾝﾀﾛｳ 和歌山 TeamUKYO Reve
247 1500505 築山 元樹 ﾂｷﾔﾏ ｹﾞﾝｷ 岡山 Team Grandi Petit
248 1902755 川崎 嘉久 ｶﾜｻｷ ﾖｼﾋｻ 岐阜 TeamZenko
249 1700354 城島 大樹 ｼﾞｮｳｼﾞﾏ ﾀﾞｲｷ 京都 TeamZenko
250 1400602 岩切 弘輝 ｲﾜｷﾘ ﾋﾛｷ 大分 津末レーシング

251 1700871 中川 真也 ﾅｶｶﾞﾜ ｼﾝﾔ 石川 TTG　ミトロング-V
252 1200035 三上 勇輝 ﾐｶﾐ ﾕｳｷ 大阪 Defardi
253 1100431 二俣 雄哉 ﾌﾀﾏﾀ ﾕｳﾔ 愛知 DESTRA
254 1402092 川野 健太 ｶﾜﾉ ｹﾝﾀ 東京 日本ろう自転車競技協会

255 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
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256 1001649 伊藤 隼也 ｲﾄｳ ｼｭﾝﾔ 奈良 パナソニックレーシング

257 1700026 中西 啓太 ﾅｶﾆｼ ｹｲﾀ 大阪 パナソニックレーシング

258 1502532 西尾 洋介 ﾆｼｵ ﾖｳｽｹ 富山 バルバレーシングクラブ

259 1100414 濱野 克悠 ﾊﾏﾉ ｶﾂﾕｷ 富山 バルバレーシングクラブ

260 1300170 山科 竜一郎 ﾔﾏｼﾅ ﾘｭｳｲﾁﾛｳ 兵庫 VC AVANZARE
261 1802207 秋好 佑太 ｱｷﾖｼ ﾕｳﾀ 福岡 VC福岡エリート
262 1800365 木村 純気 ｷﾑﾗ ｼﾞｭﾝｷ 鹿児島 VC福岡エリート
263 1000423 佐藤 信哉 ｻﾄｳ ｼﾝﾔ 福岡 VC福岡エリート
264 1900403 田中 亮祐 ﾀﾅｶ ﾘｮｳｽｹ 福岡 VC福岡エリート
265 1900083 中島 雅人 ﾅｶｼﾏ ﾏｻﾄ 福岡 VC福岡エリート
266 1700199 深堀 理 ﾌｶﾎﾘ ﾏｻﾙ 福岡 VC福岡エリート
267 1500217 八幡 光哉 ﾔﾊﾀ ﾐﾂﾔ 東京 VC福岡エリート
268 1400141 長妻 暁 ﾅｶﾞﾂﾏ ｱｷﾗ 神奈川 FORCE
269 1600278 御堂 力哉 ﾐﾄﾞｳ ﾘｷﾔ 東京 FORCE
270 1702931 阿部 源 ｱﾍﾞ ｹﾞﾝ 愛媛 松山学院高等学校　自転車競技

271 1703339 鎌田 晃輝 ｶﾏﾀﾞ ｺｳｷ 愛媛 松山学院高等学校　自転車競技

272 1700692 藤本 怜 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾚｲ 千葉 松山学院高等学校　自転車競技

273 1702085 川勝 敦嗣 ｶﾜｶﾂ ｱﾂｼ 兵庫 MiNERVA-asahi
274 1800057 中村 将也 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾔ 大阪 MiNERVA-asahi
275 1502775 古川 裕真 ﾌﾙｶﾜ ﾕｳﾏ 静岡 MiNERVA-asahi
276 1400047 菅谷 修 ｽｶﾞﾔ ｵｻﾑ 東京 MIVRO
277 0801875 小橋 勇利 ｺﾊﾞｼ ﾕｳﾘ 北海道 YURIFitCyclingTEAM
278 1100087 田中 信行 ﾀﾅｶ ﾉﾌﾞﾕｷ 奈良 EURO-WORKS Racing
279 1500648 福吉 紳悟 ﾌｸﾖｼ ｼﾝｺﾞ 神奈川 YOKOSUKA UNO RACING
280 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



48 名 48 2021/6/21
No. JCF ID ⽒名 カナ 登録地 チーム名

301 1800187 井上 尚也 ｲﾉｳｴ ﾅｵﾔ 広島 Aki Rising Bicycle team
302 0900003 森川 恭徳 ﾓﾘｶﾜ ﾔｽﾉﾘ 静岡 Arancia　Collina c.c
303 1200390 石井 智 ｲｼｲ ﾄﾓ 大阪 VC VELOCE
304 1301620 浜田 健志 ﾊﾏﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 大阪 VC VELOCE
305 1500511 北浦 暁 ｷﾀｳﾗ ｱｷﾗ 宮城 エルドラード東北

306 1101124 武久 弘太 ﾀｹﾋｻ ｺｳﾀ 京都 eNShare Cycling Team
307 0500435 福留 康介 ﾌｸﾄﾞﾒ ｺｳｽｹ 岡山 eNShare Cycling Team
308 1703396 初川 弘浩 ﾊﾂｶﾜ ｺｳﾋﾛ 岐阜 ORCA CYCLING TEAM
309 1900220 小坂 睦哉 ｺｻｶ ﾄｷﾔ 岡山 code 33
310 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

311 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

312 1900664 高山 雅史 ﾀｶﾔﾏ ﾏｻﾌﾐ 岡山 サイファアスリートクラブ岡山

313 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

314 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

315 0300357 一色 寛之 ｲｯｼｷ ﾋﾛﾕｷ 京都 ZIPPY CYCLE CLUB
316 1702424 黒田 拓杜 ｸﾛﾀﾞ ﾀｸﾄ 富山 シマノドリンキング

317 0400358 鈴木 大忠 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾀﾀﾞ 群馬 SUBARU Cycling Team
318 1502464 齋藤 友一 ｻｲﾄｳ ﾕｳｲﾁ 静岡 SPADE・ACE
319 1300016 藤井 一厳 ﾌｼﾞｲ ﾉﾌﾞﾋﾛ 静岡 SPADE・ACE
320 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

321 2100243 梶塚 力斗 ｶｼﾞﾂｶ ﾘｷﾄ 大阪 ZERO BIKE FACTORY
322 1000376 福岡 実 ﾌｸｵｶ ﾐﾉﾙ 東京 Team CUORE
323 1800047 笹原 純平 ｻｻﾊﾗ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 広島 Team Kermis Cross
324 2000008 中市 昌樹 ﾅｶｲﾁ ﾏｻｷ 大阪 Team Kermis Cross
325 1800842 辻 康成 ﾂｼﾞ ﾔｽﾅﾘ 兵庫 Team ZERO　UNO　FRONTIER
326 1700751 小山田 亮 ｵﾔﾏﾀﾞ ﾘｮｳ 静岡 TEAM YOU CAN
327 2000022 細川 健太 ﾎｿｶﾜ ｹﾝﾀ 静岡 TEAM YOU CAN
328 1502466 井上 健志 ｲﾉｳｴ ﾀｹｼ 熊本 チームGINRIN熊本
329 1900389 中村 一登 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞﾄ 岡山 Team Grandi Petit
330 1501201 森井 浩明 ﾓﾘｲ ﾋﾛｱｷ 岡山 Team Grandi Petit
331 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

332 0601400 大濱 篤史 ｵｵﾊﾏ ｱﾂｼ 大阪 チバポンズ

333 9702601 津末 浩平 ﾂｽｴ ｺｳﾍｲ 大分 津末レーシング

334 1400135 川島 健人 ｶﾜｼﾏ ｹﾝﾄ 東京 なるしまフレンド

335 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

336 1700969 中前 元久 ﾅｶﾏｴ ﾓﾄﾋｻ 石川 バルバレーシングクラブ

337 1703340 能口 和久 ﾉｸﾞﾁ ｶｽﾞﾋｻ 石川 バルバレーシングクラブ

338 0501388 奥田 瑛史 ｵｸﾀﾞ ｴｲｼﾞ 兵庫 BC.ANELLO
339 1701966 中村 典 ﾅｶﾑﾗ ﾂｶｻ 福岡 VC福岡エリート
340 1900661 三橋 大治郎 ﾐﾂﾊｼ ﾀﾞｲｼﾞﾛｳ 東京 VC福岡エリート
341 1802049 小泉 啓仁 ｺｲｽﾞﾐ ﾀｶﾋﾄ 東京 FORCE
342 1800234 福田 龍生 ﾌｸﾀﾞ ﾘｭｳ 栃木 ブラウ・ブリッツェン

343 1802380 室賀 貴仁 ﾑﾛｶﾞ ﾀｶﾋﾄ 栃木 ブラウ・ブリッツェン

344 0000379 冨久 健太郎 ﾄﾐﾋｻ ｹﾝﾀﾛｳ 岡山 masahikomifune.com CyclingTeam
345 1602679 森本 凛太郎 ﾓﾘﾓﾄ ﾘﾝﾀﾛｳ 愛媛 松山学院高等学校　自転車競技

346 2000033 山田 和弘 ﾔﾏﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 岐阜 名岐ベンド

347 1600860 山口 泰司 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛｼ 大阪 La Belle Équipe
348 1600015 石井 和明 ｲｼｲ ｶｽﾞｱｷ 兵庫 Rapha Cycling Club
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88 名 88 2021/6/21
No. JCF ID ⽒名 カナ 登録地 チーム名

401 2000192 柳瀬 豪 ﾔﾅｾ ｺﾞｳ 神奈川 アーティファクトレーシングチーム

402 1600298 宇根 智浩 ｳﾈ ﾄﾓﾋﾛ 広島 Aki Rising Bicycle team
403 0700045 岩月 伸夫 ｲﾜﾂｷ ﾉﾌﾞｵ 愛知 イナーメ信濃山形-EFT
404 2100107 野々山 大我 ﾉﾉﾔﾏ ﾀｲｶﾞ 愛知 イナーメ信濃山形-EFT
405 2100346 内賀嶋 駿 ｳﾁｶﾞｼﾏ ｼｭﾝ 京都 Infinity Style
406 2100263 中村 泰章 ﾅｶﾑﾗ ﾔｽｱｷ 大阪 Infinity Style
407 2100262 秦 智香 ﾊﾀ ﾄﾓﾖｼ 大阪 Infinity Style
408 1800377 木綿 崚介 ﾓﾒﾝ ﾘｮｳｽｹ 北海道 ヴィファリスト

409 2000166 石橋 宏介 ｲｼﾊﾞｼ ｺｳｽｹ 大阪 VC VELOCE
410 2001671 岡本 涼 ｵｶﾓﾄ ﾘｮｳ 大阪 VC VELOCE
411 1902453 佐伯 祐輔 ｻｴｷ ﾕｳｽｹ 神奈川 SBC Vertex Racing Team
412 2100686 末本 歩夢 ｽｴﾓﾄ ｱﾑ 広島 eNShare Cycling Team
413 1801449 水井 悠都 ﾐｽﾞｲ ﾕｳﾄ 愛知 ORCA CYCLING TEAM
414 2000066 片岡 敏一 ｶﾀｵｶ ﾄｼｶｽﾞ 鳥取 Katasei Compagno
415 2000175 城下 優 ｼﾛｼﾀ ﾏｻﾙ 愛媛 CR3W
416 2100305 長原 潤 ﾅｶﾞﾊﾗ ｼﾞｭﾝ 岡山 code 33
417 2100040 井戸田 文博 ｲﾄﾀﾞ ﾌﾐﾋﾛ 鳥取 CONQUISTA
418 2000330 大野 道源 ｵｵﾉ ﾐﾁﾓﾄ 島根 CONQUISTA
419 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

420 1802069 小関 創斗 ｺｾｷ ｿｳﾄ 山形 作新学院大学

421 1901870 松本 輝 ﾏﾂﾓﾄ ﾋｶﾙ 栃木 作新学院大学

422 1400101 菅原 友幹 ｽｶﾞﾜﾗ ﾕｳｷ 大阪 シマノドリンキング

423 2000395 岡﨑 庸祐 ｵｶｻﾞｷ ﾖｳｽｹ 和歌山 JIN CYCLING TEAM
424 1100396 森口 寛己 ﾓﾘｸﾞﾁ ﾋﾛｷ 和歌山 JIN CYCLING TEAM
425 2000217 成田 眸 ﾅﾘﾀ ﾋﾄﾐ 愛知 SPADE・ACE
426 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

427 2101197 吉田 壮良 ﾖｼﾀﾞ ｿﾗ 大阪 ZERO BIKE FACTORY
428 2100371 大橋 悠 ｵｵﾊｼ ﾕｳ 兵庫 soleil de lest
429 1900016 川崎 亮 ｶﾜｻｷ ﾘｮｳ 兵庫 soleil de lest
430 2100376 深澤 陽介 ﾌｶｻﾞﾜ ﾖｳｽｹ 兵庫 soleil de lest
431 2100251 田中 颯斗 ﾀﾅｶ ﾊﾔﾄ 大阪 チーム ＷＥＡＥＫＥＮＤ
432 2100328 安井 綸太郎 ﾔｽｲ ﾘﾝﾀﾛｳ 大阪 チーム ＷＥＡＥＫＥＮＤ
433 1902481 野崎 真優 ﾉｻﾞｷ ﾏﾋﾛ 広島 Team Kermis Cross
434 2100747 室田 竜成 ﾑﾛﾀ ﾘｭｳｾｲ 岡山 Team Kermis Cross
435 1703219 塚越 一生 ﾂｶｺﾞｼ ｲｯｾｲ 東京 TEAM SPORTS KID GoMore
436 1600808 田中 典行 ﾀﾅｶ ﾉﾘﾕｷ 兵庫 Team ZERO　UNO　FRONTIER
437 2001953 中角 直喜 ﾅｶﾂﾉ ﾅｵｷ 兵庫 Team ZERO　UNO　FRONTIER
438 2001531 西村 圭二郎 ﾑﾗ ｹｲｼﾞﾛｳ 兵庫 Team ZERO　UNO　FRONTIER
439 1600295 佐藤 裕太 ｻﾄｳ ﾕｳﾀ 東京 TEAM YOU CAN
440 1800363 山崎 秀忠 ﾔﾏｻｷ ﾋﾃﾞﾀﾀﾞ 岡山 チーム岡山

441 2100255 石松 遼 ｲｼﾏﾂ ﾘｮｳ 熊本 チームGINRIN熊本
442 2100231 太田 翔 ｵｵﾀ ｼｮｳ 岡山 Team Grandi Petit
443 1702907 岡本 秀明 ｵｶﾓﾄ ﾋﾃﾞｱｷ 千葉 TEAM GIRO 360
444 1700212 満上 亘 ﾐﾂｶﾐ ﾜﾀﾙ 大分 Team Sciroco
445 2000339 南 広樹 ﾐﾅﾐ ﾋﾛｷ 滋賀 TeamZenko
446 0301568 多端 亮 ﾀﾊﾞﾀ ﾘｮｳ 奈良 Team decoja
447 1901434 山口 智裕 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄﾓﾋﾛ 香川 Team decoja
448 2100377 久保 陽大 ｸﾎﾞ ﾖｳﾀﾞｲ 奈良 Team まんま
449 2000277 瀧 天精 ﾀｷ ﾃﾝｾｲ 兵庫 チバポンズ

450 2100268 サルマ 寛大 ｻﾙﾏ ｶﾝﾀ 大分 津末レーシング

451 1700102 高橋 学 ﾀｶﾊｼ ﾏﾅﾌﾞ 広島 ＴＮＧレーシング広島

452 2100245 高山 篤史 ﾀｶﾔﾏ ｱﾂｼ 広島 ＴＮＧレーシング広島

453 2100118 徳毛 一隆 ﾄｸﾓ ｶｽﾞﾀｶ 広島 ＴＮＧレーシング広島

454 2100042 平岡 信太郎 ﾋﾗｵｶ ｼﾝﾀﾛｳ 広島 ＴＮＧレーシング広島

455 1900033 吉海 久人 ﾖｼｶｲ ﾋｻﾄ 広島 ＴＮＧレーシング広島

第55回 JBCF ⻄⽇本ロードクラシック 広島⼤会 Day-1
【クラスタ︓E3  グレード︓C】



456 2100750 藤山 龍太 ﾌｼﾞﾔﾏ ﾘｭｳﾀ 石川 TTG　ミトロング-V
457 2100330 霜出 祐輝 ｼﾓｲﾃﾞ ﾕｳｷ 神奈川 Defardi
458 2100289 田中 航太 ﾀﾅｶ ｺｳﾀ 東京 日本ろう自転車競技協会

459 1901321 石井 康平 ｲｼｲ ｺｳﾍｲ 福岡 PARABOLAイワイシーガル
460 1300542 大友 皓平 ｵｵﾄﾓ ｺｳﾍｲ 奈良 VC AVANZARE
461 2100155 秋元 涼 ｱｷﾓﾄ ﾘｮｳ 福岡 VC福岡エリート
462 1902062 原田 翔世 ﾊﾗﾀﾞ ｼｮｳｾｲ 福岡 VC福岡エリート
463 0200278 馬場 隆広 ﾊﾞﾊﾞ ﾀｶﾋﾛ 岐阜 フィトンチッドRT
464 0901385 木下 雅貴 ｷﾉｼﾀ ﾏｻｷ 京都 masahikomifune.com CyclingTeam
465 2100261 砂原 峰男 ｽﾅﾊﾗ ﾐﾈｵ 大阪 masahikomifune.com CyclingTeam
466 0801858 永安 浩介 ﾅｶﾞﾔｽ ｺｳｽｹ 岡山 masahikomifune.com CyclingTeam
467 1902251 鈴木 澪 ｽｽﾞｷ ﾚｲ 愛媛 松山学院高等学校　自転車競技

468 1902579 山岡 秀平 ﾔﾏｵｶ ｼｭｳﾍｲ 愛媛 松山学院高等学校　自転車競技

469 0700205 宇田 裕行 ｳﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 大阪 MiNERVA-asahi
470 1900355 鉄山 智弘 ﾃﾂﾔﾏ ﾄﾓﾋﾛ 滋賀 MiNERVA-asahi
471 2000015 布田 直也 ﾌﾀﾞ ﾅｵﾔ 宮城 MiNERVA-asahi
472 2000530 堀江 郁人 ﾎﾘｴ ﾌﾐﾄ 静岡 MiNERVA-asahi
473 1702585 池邊 刀那 ｲｹﾍﾞ ｶﾀﾅ 北海道 MUUR
474 2100304 佐野 大輝 ｻﾉ ﾀﾞｲｷ 三重 名岐ベンド

475 0400252 五百籏頭 晃 ｲｵｷﾍﾞ ｱｷﾗ 東京 MAYSTORM
476 2100372 佐藤 暢亮 ｻﾄｳ ﾉﾌﾞｱｷ 東京 MAYSTORM
477 2000164 藤田 哲史 ﾌｼﾞﾀ ｻﾄｼ 京都 YURIFitCyclingTEAM
478 1900436 松本 竜太朗 ﾏﾂﾓﾄ ﾘｭｳﾀﾛｳ 奈良 EURO-WORKS Racing
479 1300523 植田 良 ｳｴﾀ ﾘｮｳ 徳島 UNIVERS
480 2100165 岸本 聖也 ｷｼﾓﾄ ｾｲﾔ 徳島 UNIVERS
481 1900668 中司 大輔 ﾅｶﾂｶｻ ﾀﾞｲｽｹ 滋賀 La Belle Équipe
482 1900647 山崎 咲斗 ﾔﾏｻﾞｷ ｻｷﾄ 大阪 La Belle Équipe
483 1702021 石井 望 ｲｼｲ ﾉｿﾞﾐ 東京 LINKVISION GIRASOLE CYCLING
484 1902661 小笠原 豊 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾕﾀｶ 東京 LINKVISION GIRASOLE CYCLING
485 1902684 中村 陸 ﾅｶﾑﾗ ﾘｸ 東京 LINKVISION GIRASOLE CYCLING
486 2000465 藤本 元貴 ﾌｼﾞﾓﾄ ｹﾞﾝｷ 神奈川 LINKVISION GIRASOLE CYCLING
487 1402273 高木 俊輔 ﾀｶｷﾞ ｼｭﾝｽｹ 神奈川 Racing CUBE
488 2100306 峯俊 友哉 ﾐﾈﾄｼ ﾕｳﾔ 大阪 Lots cycling



17 名 17 2021/6/21
No. JCF ID ⽒名 カナ 登録地 チーム名

501 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

502 1301654 中原 恭恵 ﾅｶﾊﾗ ﾔｽｴ 広島 AVENTURA VICTORIA RACING

503 1010013 沼田 信子 ﾇﾏﾀ ﾉﾌﾞｺ 静岡 Arancia　Collina c.c

504 1600558 川上 唯 ｶﾜｶﾐ ﾕｲ 徳島 instinct

505 2100848 合田 史子 ｺﾞｳﾀﾞ ﾌﾐｺ 愛媛 CR3W

506 1700745 西倉 陽子 ﾆｼｸﾗ ﾖｳｺ 埼玉 GROWING Racing Team

507 1700729 伊藤 優以 ｲﾄｳ ﾕｲ 兵庫 Team ZERO　UNO　FRONTIER

508 1801662 片山 葉月 ｶﾀﾔﾏ ﾊｽﾞｷ 奈良 Team ZERO　UNO　FRONTIER

509 1902474 井上 美幸 ｲﾉｳｴ ﾐﾕｷ 熊本 TeamUKYO Reve

510 2000458 木下 遥奈 ｷﾉｼﾀ ﾊﾙﾅ 岡山 Team Grandi Petit

511 2100315 田所 紗弥 ﾀﾄﾞｺﾛ ｻﾔ 大分 津末レーシング

512 1600133 近藤 由美 ｺﾝﾄﾞｳ ﾕﾐ 佐賀 バルバレーシングクラブ

513 1400019 野上 ひろみ ﾉｶﾞﾐ ﾋﾛﾐ 富山 バルバレーシングクラブ

514 1402138 安藤 沙弥 ｱﾝﾄﾞｳ ｻﾔ 東京 フィッツ

515 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

516 1803052 滝川 陽希 ﾀｷｶﾜ ﾊﾙｷ 栃木 Live GARDEN BICI STELLE

517 1702829 植竹 海貴 ｳｴﾀｹ ﾐｷ 東京 Ｙ’ｓ Ｒｏａｄ

第55回 JBCF ⻄⽇本ロードクラシック 広島⼤会 Day-1

【クラスタ︓F  グレード︓A】

第10回 JBCF ⼥⼦チャンピオンシップ



13 名 13 2021/6/21
No. JCF ID ⽒名 カナ 登録地 チーム名

601 2100120 大石 哲平 ｵｵｲｼ ﾃｯﾍﾟｲ 静岡 伊豆CSC
602 2101458 伊藤 幹将 ｲﾄｳ ﾏｻﾕｷ 愛媛 エキップuレーシング
603 2000236 武西 憲進 ﾀｹﾆｼ ｹﾝｼﾝ 愛媛 エキップｕレーシング

604 2000288 沢野 司 ｻﾜﾉ ﾂｶｻ 埼玉 埼玉ユース自転車競技部

605 2100443 新藤 大翔 ｼﾝﾄﾞｳﾀｲﾄ 埼玉 埼玉ユース自転車競技部

606 1500385 桑原 悠 ｸﾜﾊﾞﾗ ﾊﾙｶ 広島 TeamUKYO Reve
607 2100163 福永 航平 ﾌｸﾅｶﾞ ｺｳﾍｲ 広島 TeamUKYO Reve
608 1900317 安川 尚吾 ﾔｽｶﾜ ｼｮｳｺﾞ 愛知 TEAM  ORCA
609 1702094 広野 達徳 ﾋﾛﾉ ﾀﾂﾉﾘ 熊本 チームGINRIN熊本
610 2001343 平山 雷斗 ﾋﾗﾔﾏ ﾗｲﾄ 愛知 BUCYO COFFEE/CLT Cycling Team
611 2000337 中尾 涼介 ﾅｶｵ ﾘｮｳｽｹ 兵庫 フォアライン

612 2100331 井上 悠喜 ｲﾉｳｴﾕｳｷ 山口 山口県ジュニアサイクルスポーツクラブ

613 2100347 泉 遥樹 ｲｽﾞﾐ ﾊﾙｷ 北海道 YURIFitCyclingTEAM

第55回 JBCF ⻄⽇本ロードクラシック 広島⼤会 Day-1
【クラスタ︓U15  グレード︓OPEN】


