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84 名 84 2021/6/30
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
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
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 1701287 津⽯ 康平 ﾂｲｼ ｺｳﾍｲ 奈良 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
55 1501045 ⽊原 与志寛 ｷﾊﾗ ﾖｼﾋﾛ 広島 eNShare Racing Team
56 1400758 公⽂ 拓真 ｸﾓﾝ ﾀｸﾏ ⾼知 eNShare Racing Team
57 0600791 藤岡 克磨 ﾌｼﾞｵｶ ｶﾂﾏ 徳島 eNShare Racing Team
58 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 0900861 湊 諒 ﾐﾅﾄ ﾘｮｳ ⻘森 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 1300056 ⽐護 任 ﾋｺﾞ ｱﾀﾙ ⼤阪 イナーメ信濃⼭形
72 1300540 松井 ⼤悟 ﾏﾂｲ ﾀﾞｲｺﾞ ⽯川 イナーメ信濃⼭形
73 1300075 佐川 祐太 ｻｶﾞﾜ ﾕｳﾀ 埼⽟ イナーメ信濃⼭形
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74 0900524 渡邊 聡 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾄﾙ 神奈川 イナーメ信濃⼭形
75 1502777 ⽣⽥⽬ 修 ﾅﾏﾀﾒ ｵｻﾑ 栃⽊ イナーメ信濃⼭形
76 1900364 神村 泰輝 ｶﾐﾑﾗ ﾀｲｷ 東京 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 1100038 ⾹⻄ 真介 ｺｳｻﾞｲ ｼﾝｽｹ 神奈川 稲城FIETSクラスアクト
84 9702834 中村 ⽂武 ﾅｶﾑﾗ ﾌﾐﾀｹ 東京 稲城FIETSクラスアクト
85 0901755 野⼝ 悠真 ﾉｸﾞﾁ ﾕｳﾏ 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
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 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
94 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
95 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
96 0300866 渡邊 正光 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾐﾂ JPCA 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 1801371 留⽬ ⼣陽 ﾄﾄﾞﾒ ﾕｳﾋ 東京 EQADS
102 1801810 ⻑川 達哉 ﾅｶﾞｶﾜ ﾀﾂﾔ 埼⽟ EQADS
103 1601077 湯浅 博貴 ﾕｱｻ ﾋﾛﾀｶ 埼⽟ EQADS
111 1802426 ⼩村 悠樹 ｺﾑﾗ ﾊﾙｷ 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 ﾂﾐﾀ ﾚﾝ 福島 Team Eurasia - iRC TIRE
114 1800308 鈴⽊ 道也 ｽｽﾞｷ ﾐﾁﾔ 福島 Team Eurasia - iRC TIRE
115 1601904 古林 ⼀夢 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾄﾑ ⽯川 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
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59 名 59 2021/6/30
No. JCF ID ⽒名 カナ 登録地 チーム名

201 1000463 ⽯井 祥平 ｲｼｲ ｼｮｳﾍｲ 神奈川 アーティファクトレーシングチーム
202 1301908 ⼭⼝ 和来 ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｽﾞｷ 東京 AVENTURA VICTORIA RACING
203 1601791 ⾵間 ⻯太 ｶｻﾞﾏ ﾘｭｳﾀ ⼭梨 Avenir Yamanashi Yamanakako
204 1201451 下島 将輝 ｼﾓｼﾞﾏ ﾏｻｷ 兵庫 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
211 1301393 森 光流 ﾓﾘ ﾋｶﾙ 千葉 イナーメ信濃⼭形-EFT
212 1700502 鷲野 向⼀ ﾜｼ ｺｳｲﾁ 埼⽟ イナーメ信濃⼭形-EFT
213 1800085 池川 ⾠哉 ｲｹｶﾞﾜ ﾀﾂﾔ ⼤阪 VC VELOCE
214 9700734 井上 登⼠哉 ｲﾉｳｴ ﾄｼﾔ 愛媛 VC VELOCE
215 0500349 井上 ⼈志 ｲﾉｳｴ ﾋﾄｼ 滋賀 VC VELOCE
216 1800028 佐藤 俊雄 ｻﾄｳ ﾄｼｵ 兵庫 VC VELOCE
217 0600985 ⼆階堂 尚志 ﾆｶｲﾄﾞｳ ﾀｶｼ ⼤阪 VC VELOCE
218 1300487 ⼭本 敦 ﾔﾏﾓﾄ ｱﾂｼ 神奈川 SBC Vertex Racing Team
219 1501977 渡辺 拓也 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｸﾔ 愛知 SBC Vertex Racing Team
220 1100547 坂⼤ 恵太 ﾊﾞﾝﾀﾞｲ ｹｲﾀ 新潟 F(t)麒麟⼭ Racing
223 0301731 ⾦⽥ ⼀ ｶﾈﾀﾞ ﾊｼﾞﾒ 茨城 OYAMA STARPLEX
225 1600308 ⼤内 淳司 ｵｵｳﾁ ｱﾂｼ 茨城 GROWING Racing Team
226 9900113 ⾼橋 利明 ﾀｶﾊｼ ﾄｼｱｷ 茨城 GROWING Racing Team
227 1502415 古⾕ 寛世 ﾌﾙﾔ ｶﾝｾｲ 茨城 GROWING Racing Team
228 1100570 光⼭ 英典 ﾐﾂﾔﾏ ﾋﾃﾞﾉﾘ 千葉 GROWING Racing Team
231 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
232 1500327 家崎 隆 ｲｴｻﾞｷ ﾀｶｼ 千葉 サイクルフリーダム・レーシング
233 1500324 佐野 勇⼈ ｻﾉ ﾊﾔﾄ 千葉 サイクルフリーダム・レーシング
239 1600871 沢野 ⼤地 ｻﾜﾉ ﾀﾞｲﾁ 埼⽟ 作新学院⼤学
241 1801341 中村 優太 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾀ 栃⽊ 作新学院⼤学
243 1900271 池内 真治 ｲｹｳﾁ ｼﾝｼﾞ 埼⽟ シャークアイランド
244 0901458 尾形 尚紀 ｵｶﾞﾀ ﾅｵｷ 埼⽟ シャークアイランド
245 1700492 柴野 剛永 ｼﾊﾞﾉ ﾀｶﾉﾘ 埼⽟ シャークアイランド
246 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
248 0400882 加賀 ⿓治 ｶｶﾞ ﾘｭｳｼﾞ 広島 SUBARU Cycling Team
249 1500665 ⽊村 盛義 ｷﾑﾗ ﾓﾘﾖｼ 群⾺ SUBARU Cycling Team
253 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
254 9901846 ⼤倉 健⼀ ｵｵｸﾗ ｹﾝｲﾁ 東京 セオレーシング
255 1502700 塚本 隼 ﾂｶﾓﾄ ﾊﾔﾄ ⼤阪 ZERO BIKE FACTORY
257 1001902 ⽶⾕ 隆志 ﾖﾈﾀﾆ ﾀｶｼｼ 東京 たかだフレンドレーシング
259 1001877 重⽥ 兼吾 ｼｹﾞﾀ ｹﾝｺﾞ 千葉 Team CUORE
262 1400148 福⽥ 圭晃 ﾌｸﾀﾞ ﾖｼｱｷ 神奈川 Team BFY Racing
265 1900545 緒⽅ 稔 ｵｶﾞﾀ ﾐﾉﾙ 宮城 Team nacree
266 1101586 安⽴ 和貴 ｱﾀﾞﾁ ｶｽﾞｷ 新潟 チームフィンズ
268 1301464 中村 潤 ﾅｶﾑﾗ ｼﾞｭﾝ 東京 docomo RT
269 1802602 物井 ⾢ ﾓﾉｲ ﾕｳ 栃⽊ 夏草サイクリングチーム
271 1402092 川野 健太 ｶﾜﾉ ｹﾝﾀ 東京 ⽇本ろう⾃転⾞競技協会
272 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
273 1101882 ⻘⼭ ⾼⼠ ｱｵﾔﾏ ﾀｶﾋﾄ 宮城 ハヤサカサイクルレーシングチーム
274 1001745 畠⼭ 和也 ﾊﾀｹﾔﾏ ｶｽﾞﾔ 宮城 ハヤサカサイクルレーシングチーム
276 1602688 森榮 晃彦 ﾓﾘｻｶ ｱｷﾋｺ 岡⼭ パラティアムTOKYO
277 0100206 酒井 紀章 ｻｶｲ ﾉﾘｱｷ 福井 バルバレーシングクラブ
281 1700686 井狩 聖貴 ｲｶﾘ ﾄｼｷ 千葉 BMレーシングZUNOW
288 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
289 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
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294 1800034 タイサム ジョン ﾀｲｻﾑ ｼﾞｮﾝ 東京 MIVRO
295 1301795 塚本 ⼀樹 ﾂｶﾓﾄ ｲﾂｷ 静岡 Yamanakako Cycling Team
296 1700056 渡瀬 義雄 ﾜﾀｾ ﾖｼｵ 静岡 Yamanakako Cycling Team
297 1500648 福吉 紳悟 ﾌｸﾖｼ ｼﾝｺﾞ 神奈川 YOKOSUKA UNO RACING
298 9700988 ⾼岡 亮寛 ﾀｶｵｶ ｱｷﾋﾛ 東京 Roppongi Express
301 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
302 1300216 ⽯橋 利晃 ｲｼﾊﾞｼ ﾄｼｱｷ 千葉 湾岸サイクリング・ユナイテッド
304 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
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22 名 22 2021/6/30
No. JCF ID ⽒名 カナ 登録地 チーム名

801 1700753 岩⽥ 聖⽮ ｲﾜﾀ ｾｲﾔ 奈良 Avenir Yamanashi Yamanakako
802 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
803 1800101 ⼭崎 寧⼤ ﾔﾏｻﾞｷ ﾈｵ 茨城 ウィンディー筑波
804 1902767 ⾼橋 怜⼠ ﾀｶﾊｼ ﾚｵ 新潟 F(t)麒麟⼭ Racing
805 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
809 1703219 塚越 ⼀⽣ ﾂｶｺﾞｼ ｲｯｾｲ 東京 TEAM SPORTS KID GoMore
812 1702902 江⾓ 駿 ｴｽﾐ ｼｭﾝ 東京 TeamUKYO Reve
815 2100299 ⼤森 虹亮 ｵｵﾓﾘ ｺｳｽｹ 千葉 BMレーシングZUNOW
817 0000034 篠﨑 翔太 ｼﾉｻﾞｷ ｼｮｳﾀ 栃⽊ ブラウ・ブリッツェン
818 1902687 ⽥中 太陽 ﾀﾅｶ ﾋﾅﾀ 千葉 ブラウ・ブリッツェン
820 1801580 ⾦⽥ 直樹 ｶﾅﾀﾞ ﾅｵｷ 静岡 Yamanakako Cycling Team
823 1900249 林 伶⾳ ﾊﾔｼ ﾚｵﾝ 千葉 横浜⾼校⾃転⾞競技部
824 2000465 藤本 元貴 ﾌｼﾞﾓﾄ ｹﾞﾝｷ 神奈川 LINKVISION GIRASOLE CYCLING
825 2000924 本⽥ 啓仁 ﾎﾝﾀﾞ ｹｲﾄ 東京 LINKVISION GIRASOLE CYCLING
826 2001147 ⽯井 蓮 ｲｼｲ ﾚﾝ 福島 学法⽯川⾼校 ※オープン参加
827 1800244 菅野 蒼羅 ｽｹﾞﾉ ｱｲﾗ 福島 学法⽯川⾼校 ※オープン参加
828 1900895 千葉 勇真 ﾁﾊﾞﾕｳﾏ 福島 学法⽯川⾼校 ※オープン参加
829 1901887 ⾓⽥ 吏 ﾂﾉﾀﾞ ﾂｶｻ 福島 学法⽯川⾼校 ※オープン参加
830 1902086 町⽥ 朝陽 ﾏﾁﾀﾞ ｱｻﾋ 福島 学法⽯川⾼校 ※オープン参加
831 1902033 吉⽥ 唯⽃ ﾖｼﾀﾞ ﾕｲﾄ 福島 学法⽯川⾼校 ※オープン参加
832 2001962 渡部 仁 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾞﾝ 福島 学法⽯川⾼校 ※オープン参加
833 1901017 鈴⽊ 紳之助 ｽｽﾞｷ ｼﾝﾉｽｹ 東京 佼成学園⾼等学校 ※オープン参加
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第1回 JBCF ⽯川クリテリウム


