
98 名 98 2022/3/26

No. JCF ID 氏名 カナ 登録地 チーム名

201 2000033 山田 和弘 ﾔﾏﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 岐阜 名岐ベンド

202 1702085 川勝 敦嗣 ｶﾜｶﾂ ｱﾂｼ 兵庫 MiNERVA-asahi

203 2100123 小林 毅瑠 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｹﾙ 東京 MiNERVA-asahi

204 1800028 佐藤 俊雄 ｻﾄｳ ﾄｼｵ 兵庫 MiNERVA-asahi

205 1900355 鉄山 智弘 ﾃﾂﾔﾏ ﾄﾓﾋﾛ 滋賀 MiNERVA-asahi

206 1902732 永友 宏樹 ﾅｶﾞﾄﾓ ﾋﾛｷ 東京 MiNERVA-asahi

207 1800057 中村 将也 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾔ 大阪 MiNERVA-asahi

208 2000015 布田 直也 ﾌﾀﾞ ﾅｵﾔ 宮城 MiNERVA-asahi

209 1502775 古川 裕真 ﾌﾙｶﾜ ﾕｳﾏ 静岡 MiNERVA-asahi

210 1700751 小山田 亮 ｵﾔﾏﾀﾞ ﾘｮｳ 静岡 TEAM YOU CAN

211 1902755 川崎 嘉久 ｶﾜｻｷ ﾖｼﾋｻ 岐阜 TeamZenko

212 1700354 城島 大樹 ｼﾞｮｳｼﾞﾏ ﾀﾞｲｷ 京都 TeamZenko

213 2000339 南 広樹 ﾐﾅﾐ ﾋﾛｷ 滋賀 TeamZenko

214 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

215 1100396 森口 寛己 ﾓﾘｸﾞﾁ ﾋﾛｷ 和歌山 JIN CYCLING TEAM

216 1802534 岡崎 由幸 ｵｶｻﾞｷ ﾖｼﾕｷ 和歌山 ミルキーウェイ和歌山

217 1001917 小林 孝臣 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶｵﾐ 和歌山 ミルキーウェイ和歌山

218 1601622 野間田 一浩 ﾉﾏﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 和歌山 ミルキーウェイ和歌山

219 1400047 菅谷 修 ｽｶﾞﾔ ｵｻﾑ 東京 MIVRO

220 1700601 川田 翔太 ｶﾜﾀﾞ ｼｮｳﾀ 東京 AVENTURA VICTORIA RACING

221 1502719 篠原 輝利 ｼﾉﾊﾗ ｷﾘ 茨城 AVENTURA VICTORIA RACING

222 701310 管 洋介 ｽｶﾞ ﾖｳｽｹ 茨城 AVENTURA VICTORIA RACING

223 1800649 石丸 幸士郎 ｲｼﾏﾙ ｺｳｼﾛｳ 福岡 福岡大学

224 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

225 1401536 小川 修 ｵｶﾞﾜ ｵｻﾑ 三重 MAX SPEED 97

226 1900883 加藤 功也 ｶﾄｳ ﾖｼﾅﾘ 三重 MAX SPEED 97

227 1600860 山口 泰司 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛｼ 大阪 SNIFF・OUTDOORLIFE Racing

228 1300125 石井 晋也 ｲｼｲ ｼﾝﾔ 奈良 EURO-WORKS Racing

229 1100087 田中 信行 ﾀﾅｶ ﾉﾌﾞﾕｷ 奈良 EURO-WORKS Racing

230 1200364 山田 陽一 ﾔﾏﾀﾞ ﾖｳｲﾁ 石川 TTG ミトロング-V

231 1500217 八幡 光哉 ﾔﾊﾀ ﾐﾂﾔ 東京 TEAM EMMA Cycling

232 1800073 橋岡 宏茂 ﾊｼｵｶ ﾋﾛｼ 愛知 KINAN AACA

233 1502464 齋藤 友一 ｻｲﾄｳ ﾕｳｲﾁ 静岡 SPADE・ACE

234 1300031 増田 弘誠 ﾏｽﾀﾞ ﾋﾛﾅｶﾞ 静岡 SPADE・ACE

235 1402092 川野 健太 ｶﾜﾉ ｹﾝﾀ 東京 日本ろう自転車競技協会

236 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

237 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

238 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

239 1501497 皿谷 宏人 ｻﾗｶﾞｲ ﾋﾛﾄ 広島 エキップ ティラン

240 1502726 松浦 正己 ﾏﾂｳﾗ ﾏｻｷ 広島 エキップ ティラン

241 1500505 築山 元樹 ﾂｷﾔﾏ ｹﾞﾝｷ 岡山 Team Grandi Petit

242 1501201 森井 浩明 ﾓﾘｲ ﾋﾛｱｷ 岡山 Team Grandi Petit

243 1502700 塚本 隼 ﾂｶﾓﾄ ﾊﾔﾄ 大阪 ZERO BIKE FACTORY

244 1600285 山田 貴一 ﾔﾏﾀﾞ ｷｲﾁ 東京 LINKVISION GIRASOLE CYCLING

245 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
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246 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

247 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

248 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

249 1500596 兼松 大和 ｶﾈﾏﾂ ﾔﾏﾄ 大阪 Infinity Style

250 1702239 河田 恭司郎 ｶﾜﾀﾞ ｷｮｳｼﾛｳ 愛知 Infinity Style

251 1700031 中治 綱太 ﾅｶｼﾞ ｺｳﾀ 大阪 Infinity Style

252 600568 水野 貴行 ﾐｽﾞﾉ ﾀｶﾕｷ 愛知 Infinity Style

253 1500951 奥山 太郎 ｵｸﾔﾏ ﾀﾛｳ 北海道 YURIFitCyclingTEAM

254 801875 小橋 勇利 ｺﾊﾞｼ ﾕｳﾘ 北海道 YURIFitCyclingTEAM

255 1401920 田代 亘 ﾀｼﾛ ﾜﾀﾙ 大阪 シマノドリンキング

256 1600153 山名 拳太郎 ﾔﾏﾅ ｹﾝﾀﾛｳ 和歌山 TeamUKYO Reve

257 500435 福留 康介 ﾌｸﾄﾞﾒ ｺｳｽｹ 岡山 Team Kermis Cross

258 2000120 山内 怜旺 ﾔﾏｳﾁ ﾚｵ 愛知 イナーメ信濃山形-EFT

259 9701689 福田 透 ﾌｸﾀﾞ ﾄｵﾙ 滋賀 ナカガワAS・Kʼデザイン

260 1800085 池川 辰哉 ｲｹｶﾞﾜ ﾀﾂﾔ 大阪 VC VELOCE

261 2000166 石橋 宏介 ｲｼﾊﾞｼ ｺｳｽｹ 大阪 VC VELOCE

262 500349 井上 人志 ｲﾉｳｴ ﾋﾄｼ 滋賀 VC VELOCE

263 1604019 大原 陸 ｵｵﾊﾗ ﾘｸ 大阪 VC VELOCE

264 1100274 藤田 耕志 ﾌｼﾞﾀ ﾀｶｼ 大阪 VC VELOCE

265 1802537 本庄 義人 ﾎﾝｼｮｳ ﾖｼﾋﾄ 愛媛 VC VELOCE

266 601273 松木 健治 ﾏﾂｷ ｹﾝｼﾞ 京都 VC VELOCE

267 1100453 山野井 哲実 ﾔﾏﾉｲ ｻﾄﾐ 大阪 VC VELOCE

268 601400 大濱 篤史 ｵｵﾊﾏ ｱﾂｼ 大阪 チバポンズ

269 1703353 植田 恒平 ｳｴ ｺｳﾍｲ 兵庫 Team ZERO UNO FRONTIER

270 1800842 辻 康成 ﾂｼﾞ ﾔｽﾅﾘ 兵庫 Team ZERO UNO FRONTIER

271 1600085 石井 久雄 ｲｼｲ ﾋｻｵ 兵庫 soleil de lest

272 1800333 小林 亮 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳ 兵庫 soleil de lest

273 2100376 深澤 陽介 ﾌｶｻﾞﾜ ﾖｳｽｹ 兵庫 soleil de lest

274 1801924 掃本 康平 ﾎｳｷﾓﾄ ｺｳﾍｲ 兵庫 soleil de lest

275 1802984 小貫 耕平 ｵﾇｷ ｺｳﾍｲ 東京 ALDINA

276 800879 成毛 千尋 ﾅﾙｹ ﾁﾋﾛ 東京 ALDINA

277 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

278 100206 酒井 紀章 ｻｶｲ ﾉﾘｱｷ 福井 バルバサイクルレーシングチーム

279 2000370 高橋 海成 ﾀｶﾊｼ ｶｲｾｲ 福井 バルバサイクルレーシングチーム

280 1802869 髙橋 拓也 ﾀｶﾊｼ ﾀｸﾔ 福井 バルバサイクルレーシングチーム

281 700340 寺崎 武郎 ﾃﾗｻｷ ﾀｹﾛｳ 福井 バルバサイクルレーシングチーム

282 1600432 藤岡 泰之 ﾌｼﾞｵｶ ﾔｽﾕｷ 広島 eNShare Cycling Team

283 9901846 大倉 健一 ｵｵｸﾗ ｹﾝｲﾁ 東京 セオレーシング

284 1400602 岩切 弘輝 ｲﾜｷﾘ ﾋﾛｷ 大分 VC福岡エリート

285 1900403 田中 亮祐 ﾀﾅｶ ﾘｮｳｽｹ 福岡 VC福岡エリート

286 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

287 1700199 深堀 理 ﾌｶﾎﾘ ﾏｻﾙ 福岡 VC福岡エリート

288 1500813 堀田 耕司 ﾎｯﾀ ｺｳｼﾞ 愛知 BREZZA-KAMIHAGI

289 300357 一色 寛之 ｲｯｼｷ ﾋﾛﾕｷ 京都 ZIPPY CYCLE CLUB

290 1402214 藤田 隼也 ﾌｼﾞﾀ ｼﾞｭﾝﾔ 大阪 ZIPPY CYCLE CLUB

291 1700189 松村 ⾧人 ﾏﾂﾑﾗ ﾅｶﾞﾄ 奈良 ZIPPY CYCLE CLUB

292 300337 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

293 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



294 1400141 ⾧妻 暁 ﾅｶﾞﾂﾏ ｱｷﾗ 神奈川 FORCE

295 1900398 Sandu Ionut ｻﾝﾄﾞｩ ﾖﾉﾂ 京都 TeamZenko

296 1001922 森 俊夫 ﾓﾘ ﾄｼｵ 奈良 EURO-WORKS Racing

297 1000714 佐々木 暖 ｻｻｷ ﾀﾞﾝ 奈良 EURO-WORKS Racing

298 1100076 角田 光隆 ｽﾐﾀﾞ ﾐﾂﾀｶ 奈良 EURO-WORKS Racing



58 名 58 2022/3/26

No. JCF ID 氏名 カナ 登録地 チーム名

301 2000066 片岡 敏一 ｶﾀｵｶ ﾄｼｶｽﾞ 鳥取 Katasei Compagno

302 1000195 川上 晃史 ｶﾜｶﾐ ｺｳｼﾞ 愛知 ｸﾗﾌﾞGiro

303 2100330 霜出 祐輝 ｼﾓｲﾃﾞ ﾕｳｷ 神奈川 Defardi

304 1502746 中野 雄太 ﾅｶﾉ ﾕｳﾀ 滋賀 PRT KOSEKI 金生堂

305 1902299 堀井 卓 ﾎﾘｲ ﾀｸ 兵庫 MiNERVA-asahi

306 2000530 堀江 郁人 ﾎﾘｴ ﾌﾐﾄ 静岡 MiNERVA-asahi

307 1700212 満上 亘 ﾐﾂｶﾐ ﾜﾀﾙ 大分 Team Sciroco

308 1900303 中村 圭吾 ﾅｶﾑﾗ ｹｲｺﾞ 富山 バルバクラブタカオカ

309 1000013 吉村 裕 ﾖｼﾑﾗ ﾕﾀｶ 大阪 VC AVANZARE

310 1900153 萩谷 蒼風 ﾊｷﾞﾔ ｿﾗ 茨城 ボンシャンスACA

311 1800411 岩崎 礼緒 ｲﾜｻｷ ﾚｵ 和歌山 JIN CYCLING TEAM

312 9702244 杉野 和宏 ｽｷﾞﾉ ｶｽﾞﾋﾛ 岡山 チーム岡山

313 1800363 山崎 秀忠 ﾔﾏｻｷ ﾋﾃﾞﾀﾀﾞ 岡山 チーム岡山

314 1501125 吉野 拓海 ﾖｼﾉ ﾀｸﾐ 鳥取 アーティファクトレーシングチーム

315 2000330 大野 道源 ｵｵﾉ ﾐﾁﾓﾄ 島根 CONQUISTA

316 1500375 齋藤 俊輔 ｻｲﾄｳ ｼｭﾝｽｹ 広島 H.H.C

317 1900436 松本 竜太朗 ﾏﾂﾓﾄ ﾘｭｳﾀﾛｳ 奈良 EURO-WORKS Racing

318 1700869 中村 勝彦 ﾅｶﾑﾗ ｶﾂﾋｺ 石川 TTG ミトロング-V

319 2100750 藤山 龍太 ﾌｼﾞﾔﾏ ﾘｭｳﾀ 石川 TTG ミトロング-V

320 1801309 池上 徹 ｲｹｶﾞﾐ ﾄｵﾙ 和歌山 KINAN AACA

321 2000217 成田 眸 ﾅﾘﾀ ﾋﾄﾐ 愛知 KINAN AACA

322 1101885 鶴田 和弘 ﾂﾙﾀ ｶｽﾞﾋﾛ 神奈川 チーム大永山

323 900006 杉原 和剛 ｽｷﾞﾊﾗ ｶｽﾞﾋｻ 静岡 SPADE・ACE

324 1800245 近森 亮 ﾁｶﾓﾘ ﾘｮｳ 広島 エキップ ティラン

325 1801461 松浦 広明 ﾏﾂｳﾗ ﾋﾛｱｷ 広島 エキップ ティラン

326 9802134 中島 義基 ﾅｶｼﾏ ﾖｼｷ 福岡 チーム・チェブロ

327 1703346 金田 歩 ｶﾈﾀﾞ ｱﾕﾑ 北海道 AXIS Cycling Team

328 2100241 大内 康弘 ｵｵｳﾁ ﾔｽﾋﾛ 東京 MAYSTORM

329 2000465 藤本 元貴 ﾌｼﾞﾓﾄ ｹﾞﾝｷ 神奈川 Promotion x Athletes CYCLING

330 高山 遼 ﾀｶﾔﾏ ﾘｮｳ 千葉 サイクルフリーダム・レーシング

331 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

332 2100346 内賀嶋 駿 ｳﾁｶﾞｼﾏ ｼｭﾝ 京都 Infinity Style

333 1702424 黒田 拓杜 ｸﾛﾀﾞ ﾀｸﾄ 富山 シマノドリンキング

334 700045 岩月 伸夫 ｲﾜﾂｷ ﾉﾌﾞｵ 愛知 イナーメ信濃山形-EFT

335 1900668 中司 大輔 ﾅｶﾂｶｻ ﾀﾞｲｽｹ 滋賀 イナーメ信濃山形-EFT

336 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

337 2101749 吉田 晴登 ﾖｼﾀﾞ ﾊﾙﾄ 徳島 徳島サイクルレーシング

338 2001671 岡本 涼 ｵｶﾓﾄ ﾘｮｳ 大阪 VC VELOCE

339 2001953 中角 直喜 ﾅｶﾂﾉ ﾅｵｷ 兵庫 Team ZERO UNO FRONTIER

340 2001531 西村 圭二郎 ﾑﾗ ｹｲｼﾞﾛｳ 兵庫 Team ZERO UNO FRONTIER

341 1300234 阿部 哲也 ｱﾍﾞ ﾃﾂﾔ 兵庫 soleil de lest

342 2100371 大橋 悠 ｵｵﾊｼ ﾕｳ 兵庫 soleil de lest

343 2001365 栗山 和之 ｸﾘﾔﾏ ｶｽﾞﾕｷ 兵庫 soleil de lest

344 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

345 2000175 城下 優 ｼﾛｼﾀ ﾏｻﾙ 愛媛 CR3W
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346 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

347 2100245 高山 篤史 ﾀｶﾔﾏ ｱﾂｼ 広島 ＴＮＧレーシング広島

348 601596 三上 強 ﾐｶﾐ ﾂﾖｼ 広島 ＴＮＧレーシング広島

349 1900033 吉海 久人 ﾖｼｶｲ ﾋｻﾄ 広島 ＴＮＧレーシング広島

350 1800187 井上 尚也 ｲﾉｳｴ ﾅｵﾔ 広島 Aki Rising Bicycle team

351 1902155 友広 聡則 ﾄﾓﾋﾛ ｻﾄﾉﾘ 広島 Aki Rising Bicycle team

352 2001552 石川 哲章 ｲｼｶﾜ ﾃﾂｱｷ 静岡 Leap Hamamatsu Cycling Team

353 2100377 久保 陽大 ｸﾎﾞ ﾖｳﾀﾞｲ 大阪 VC福岡エリート

354 1700218 竹内 碧海 ﾀｹｳﾁ ｱｵｲ 福岡 VC福岡エリート

355 2100237 辻野 壱哉 ﾂｼﾞﾉ ｶｽﾞﾔ 福岡 VC福岡エリート

356 1300132 河内 博行 ｶﾜﾁ ﾋﾛﾕｷ 大阪 ZIPPY CYCLE CLUB

357 1600007 橋本 陽介 ﾊｼﾓﾄ ﾖｳｽｹ 大阪 ZIPPY CYCLE CLUB

358 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



71 名 71 2022/3/26

No. JCF ID 氏名 カナ 登録地 チーム名

401 2102059 竹中 智貴 ﾀｹﾅｶ ﾄﾓｷ 奈良 MiNERVA-asahi

402 2101819 天野 康輝 ｱﾏﾉ ｺｳｷ 富山 バルバクラブタカオカ

403 2102106 梅基 真也 ｳﾒﾓﾄ ｼﾝﾔ 富山 バルバクラブタカオカ

404 2200171 村嶋 智明 ﾑﾗｼﾏ ﾄﾓｱｷ 愛媛 Dandy Lion

405 2200045 安永 智宏 ﾔｽﾅｶﾞ ﾄﾓﾋﾛ 愛媛 Dandy Lion

406 1701199 勝水 拓也 ｶﾂﾐｽﾞ ﾀｸﾔ 奈良 TeamZenko

407 2000395 岡﨑 庸祐 ｵｶｻﾞｷ ﾖｳｽｹ 和歌山 JIN CYCLING TEAM

408 1001270 松本 尚平 ﾏﾂﾓﾄ ｼﾖｳﾍｲ 和歌山 JIN CYCLING TEAM

409 2000396 森 克之 ﾓﾘ ｶﾂﾕｷ 和歌山 JIN CYCLING TEAM

410 1501897 岡山 優太 ｵｶﾔﾏ ﾕｳﾀ 福岡 福岡大学

411 2000558 福田 勇司 ﾌｸﾀﾞ ﾕｳｼﾞ 鳥取 CONQUISTA

412 2200271 加藤 貴大 ｶﾄｳ ﾀｶﾋﾛ 三重 MAX SPEED 97

413 竹内 勇輝 ﾀｹｳﾁ ﾕｳｷ 兵庫 SNIFF・OUTDOORLIFE Racing

414 小林 靖幸 ｺﾊﾞﾔｼ ﾔｽﾕｷ 福井 TTG ミトロング-V

415 2100122 橋元 崚馬 ﾊｼﾓﾄ ﾘｮｳﾏ 大阪 AXIS Cycling Team

416 1502254 木村 就広 ｷﾑﾗ ﾅﾘﾋﾛ 大阪 パナソニックレーシング

417 2100263 中村 泰章 ﾅｶﾑﾗ ﾔｽｱｷ 大阪 Infinity Style

418 2200056 水本 賢太 ﾐｽﾞﾓﾄ ｹﾝﾀ 奈良 Team Kermis Cross

419 2101544 山村 悠介 ﾔﾏﾑﾗ ﾕｳｽｹ 大阪 Team Kermis Cross

420 2200287 和田 直也 ﾜﾀﾞ ﾅｵﾔ 奈良 Team Kermis Cross

421 1501603 石井 雄悟 ｲｼｲ ﾕｳｺﾞ 大阪 VC VELOCE

422 2100130 岡 晃邦 ｵｶ ﾃﾙｸﾆ 京都 VC VELOCE

423 1800699 重原 優希 ｼｹﾞﾊﾗ ﾕｳｷ 京都 VC VELOCE

424 1801397 安藤 賢二 ｱﾝﾄﾞｳ ｹﾝｼﾞ 兵庫 Team ZERO UNO FRONTIER

425 300682 樫尾 一知 ｶｼｵ ｲｯﾁ 兵庫 Team ZERO UNO FRONTIER

426 2200040 木山 雄平 ｷﾔﾏ ﾕｳﾍｲ 大阪 Team ZERO UNO FRONTIER

427 2200026 赤松 大貴 ｱｶﾏﾂ ﾀﾞｲｷ 兵庫 soleil de lest

428 1700634 中村 充一 ﾅｶﾑﾗ ﾐﾂｶｽﾞ 兵庫 soleil de lest

429 2200027 古田 雅樹 ﾌﾙﾀ ﾏｻｷ 兵庫 soleil de lest

430 秋田 佳輝 ｱｷﾀ ﾖｼｷ 神奈川 ALDINA

431 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

432 2100261 砂原 峰男 ｽﾅﾊﾗ ﾐﾈｵ 大阪 masahikomifune.com CyclingTeam

433 1601028 清水 敏郎 ｼﾐｽﾞ ﾄｼﾛｳ 愛媛 CR3W

434 2200044 森川 大護 ﾓﾘｶﾜ ﾀﾞｲｺﾞ 愛媛 CR3W

435 1802682 板倉 祐聖 ｲﾀｸﾗ ﾕｳｾｲ 静岡 Leap Hamamatsu Cycling Team

436 1200359 小山 恭平 ｺﾔﾏ ｷｮｳﾍｲ 石川 バルバクラブカナザワ

437 1201496 橋本 青空 ﾊｼﾓﾄ ｿﾗ 石川 バルバクラブカナザワ

438 1300542 大友 皓平 ｵｵﾄﾓ ｺｳﾍｲ 大阪 VC AVANZARE

439 1301583 小嶋 太郎 ｺｼﾞﾏ ﾀﾛｳ 東京 日本ろう自転車競技協会

440 1401684 小野 尊之 ｵﾉ ﾀｶﾕｷ 香川 eNShare Cycling Team

441 1602040 牛山 恭一 ｳｼﾔﾏ ｷｮｳｲﾁ 鹿児島 VC福岡エリート

442 1700323 坂本 恭平 ｻｶﾓﾄ ｷｮｳﾍｲ 徳島 SNIFF・OUTDOORLIFE Racing

443 1701564 島野 翔汰 ｼﾏﾉ ｼｮｳﾀ 北海道 YURIFitCyclingTEAM

444 1702016 尾田 悠空 ｵﾀﾞ ﾕﾀｶ 広島 近畿大学

445 1702932 山岡 由幸 ﾔﾏｵｶ ﾕｳｷ 北海道 AXIS Cycling Team
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446 1703291 頓宮 康生 ﾄﾝｸﾞｳ ｺｳｾｲ 広島 近畿大学

447 1802142 檜井 誉樹 ﾋﾉｲ ﾀｶｷ 広島 近畿大学

448 1803057 中里 良平 ﾅｶｻﾄ ﾘｮｳﾍｲ 北海道 YURIFitCyclingTEAM

449 1901508 清水 稜太郎 ｼﾐｽﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ ⾧崎 NEST nagasaki

450 2000084 大山 航平 ｵｵﾔﾏ ｺｳﾍｲ 愛知 イナーメ信濃山形-EFT

451 2000384 山本 大貴 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛｷ 三重 MAX SPEED 97

452 2000694 安富 友裕 ﾔｽﾄﾐ ﾄﾓﾋﾛ 東京 名岐ベンド

453 2001912 佐久間 一稀 ｻｸﾏ ｲﾂｷ 富山 バルバクラブトヤマ

454 2100040 井戸田 文博 ｲﾄﾀﾞ ﾌﾐﾋﾛ 鳥取 CONQUISTA

455 2100231 太田 翔 ｵｵﾀ ｼｮｳ 岡山 Team Grandi Petit

456 2100686 末本 歩夢 ｽｴﾓﾄ ｱﾑ 広島 eNShare Cycling Team

457 2101571 鈴木 洋介 ｽｽﾞｷ ﾖｳｽｹ 福井 バルバクラブエチゼン

458 2101811 佐々木 陸 ｻｻｷ ﾘｸ 富山 バルバクラブトヤマ

459 2200011 猪谷 丈夫 ｲﾀﾆ ﾀｹｵ 大阪 TEAM CSK

460 2200025 飯塚 健斗 ｲｲﾂﾞｶ ｹﾝﾄ 兵庫 soleil de lest

461 2200097 北川 魁之介 ｷﾀｶﾞﾜ ｶｲﾉｽｹ 東京 LEOMO Bellmare Elite Team

462 2200159 加藤 辰之介 ｶﾄｳ ｼﾝﾉｽｹ 三重 イナーメ信濃山形-EFT

463 2200173 河西 秀介 ｶﾜﾆｼ ｼｭｳｽｹ 大阪 SNIFF・OUTDOORLIFE Racing

464 2200175 岩崎 拓 ｲﾜｻｷ ﾀｸ 石川 バルバクラブカナザワ

465 2200215 武内 匡一 ﾀｹｳﾁ ｷｮｳｲﾁ 大阪 SNIFF・OUTDOORLIFE Racing

466 2200224 坊 神 ﾎﾞｳ ｼﾝ 兵庫 SNIFF・OUTDOORLIFE Racing

467 2200256 右近 悠斗 ｳｺﾝ ﾕｳﾄ 岡山 VC AVANZARE

468 2200356 古川 裕斗 ﾌﾙｶﾜ ﾕｳﾄ 千葉 サイクルフリーダム・レーシング

481 2101219 岡嶋 大洋 ｵｶｼﾞﾏ ﾀｲﾖｳ 京都 田辺高校自転車競技部 ※オープン

482 宇井陽平 ｳｲ ﾖｳﾍｲ Team MAX41 ※オープン

483 2001137 佐藤后嶺 ｻﾄｳ ｺｳﾘｮｳ 北海道 石狩南高等学校 ※オープン



17 名 17 2022/3/26

No. JCF ID 氏名 カナ 登録地 チーム名

501 1700511 島橋 由美子 ｼﾏﾊｼ ﾕﾐｺ 富山 バルバクラブタカオカ

502 2101998 河野 典子 ｺｳﾉ ﾉﾘｺ 大阪 TeamZenko

503 2001942 南 芙美子 ﾐﾅﾐ ﾌﾐｺ 滋賀 TeamZenko

504 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

505 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

506 1702829 植竹 海貴 ｳｴﾀｹ ﾐｷ 東京 Ｙʼｓ Ｒｏａｄ

507 杉浦 佳子 ｽｷﾞｳﾗ ｹｲｺ 東京 TEAM EMMA Cycling

508 1200505 簑原 由加利 ﾐﾉﾊﾗ ﾕｶﾘ 東京 日本ろう自転車競技協会

509 1803052 滝川 陽希 ﾀｷｶﾜ ﾊﾙｷ 栃木 Live GARDEN BICI STELLE

510 2101890 野添 晴菜 ﾉｿﾞｴ ﾊﾙﾅ 福井 バルバクラブエチゼン

511 1900318 佐野 歩 ｻﾉ ｱﾕﾐ 大阪 Infinity Style

512 2000386 三谷 優空 ﾐﾀﾆ ﾕﾗ 広島 TeamUKYO Reve

513 1800032 森本 保乃花 ﾓﾘﾓﾄ ﾎﾉｶ 大阪 VC VELOCE

514 1700729 伊藤 優以 ｲﾄｳ ﾕｲ 兵庫 Team ZERO UNO FRONTIER

515 2200070 福山 舞 ﾌｸﾔﾏ ﾏｲ 千葉 湾岸サイクリング・ユナイテッド

516 2100358 江崎 結衣 ｴｻｷ ﾕｲ 熊本 VC福岡エリート

517 川上 唯 ｶﾜｶﾐ ﾕｲ 徳島 公益財団法人徳島県スポーツ協会 ※オープン
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11 名 11 2022/3/26

No. JCF ID 氏名 カナ 登録地 チーム名

601 1902352 三浦 一真 ﾐｳﾗ ｶｽﾞﾏ 神奈川 Team BFY Racing

602 2000337 中尾 涼介 ﾅｶｵ ﾘｮｳｽｹ 大阪 VC AVANZARE

603 2101329 濱田 聖月 ﾊﾏﾀﾞ ﾐﾂｷ 和歌山 JIN CYCLING TEAM

604 2200016 山本 蓮 ﾔﾏﾓﾄ ﾚﾝ 和歌山 JIN CYCLING TEAM

605 2100120 大石 哲平 ｵｵｲｼ ﾃｯﾍﾟｲ 静岡 AVENTURA VICTORIA RACING

606 1800847 風間 大和 ｶｻﾞﾏ ﾔﾏﾄ 東京 淑徳巣鴨高等学校

607 2001388 望月 蓮 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾚﾝ 神奈川 Avenir Yamanashi Yamanakako

608 2100182 高橋 駿斗 ﾀｶﾊｼ ﾊﾔﾄ 北海道 YURIFitCyclingTEAM

609 2101421 村田 駿 ﾑﾗﾀ ｼｭﾝ 静岡 Leap Hamamatsu Cycling Team

610 2101364 吉中 美空 ﾖｼﾅｶ ﾐｸ 佐賀 VC福岡エリート

611 2100175 和泉颯真 ｲｽﾞﾐ ｼﾘｮｳﾏ 大阪 teamスクアドラ ※オープン
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6 名 6 2022/3/26

No. JCF ID 氏名 カナ 登録地 チーム名

612 1902777 野村 慧晴 ﾉﾑﾗ ｹｲｾｲ 神奈川 AVENTURA VICTORIA RACING

613 2101458 伊藤 幹将 ｲﾄｳ ﾏｻﾕｷ 愛媛 E'quipe ｕ Racing

614 2000236 武西 憲進 ﾀｹﾆｼ ｹﾝｼﾝ 愛媛 E'quipe ｕ Racing

615 1901288 飯干 智章 ｲｲﾎﾞｼ ﾄﾓｱｷ 福岡 VC福岡ユース

616 2100331 井上 悠喜 ｲﾉｳｴ ﾕｳｷ 福岡 VC福岡ユース

617 2000164 永留 優 ﾅｶﾞﾄﾒ ﾕｳ 北海道 YURIFitCyclingTEAM ※オープン
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13 名 13 2022/3/26

No. JCF ID 氏名 カナ 登録地 チーム名

702 9700528 横田 正美 ﾖｺﾀ ﾏｻﾐ 栃木 リベルタスTOCHIGI BICYCLE CLUB

703 1902446 曾根 謙一 ｿﾈ ｹﾝｲﾁ 大阪 エコサイクル

704 2200143 兵惠 利充 ﾋｮｳｴ ﾄｼﾐﾂ 和歌山 エコサイクル

709 2100262 秦 智香 ﾊﾀ ﾄﾓﾖｼ 大阪 Infinity Style

710 2000164 藤田 哲史 ﾌｼﾞﾀ ｻﾄｼ 京都 YURIFitCyclingTEAM

711 2100045 和泉 潤 ｲｽﾞﾐ ｼﾞｭﾝ 京都 VC VELOCE

712 800652 辻 邦浩 ﾂｼﾞ ｸﾆﾋﾛ 京都 VC VELOCE

713 9702636 三船 雅彦 ﾐﾌﾈ ﾏｻﾋｺ 京都 masahikomifune.com CyclingTeam

714 2000173 波片 鉄平 ﾊｶﾞﾀ ﾃｯﾍﾟｲ 愛媛 CR3W

715 1500775 中村 やすし ﾅｶﾑﾗ ﾔｽｼ 福岡 VC福岡エリート

716 1802119 原 直人 ﾊﾗ ﾅｵﾄ 山口 山口県自転車競技連盟・我逢人

717 9702244 福江昌重 ﾌｸｴ ﾏｻｼｹﾞ 岡山 チーム岡山 ※オープン

718 尾崎 光正 ｵｻﾞｷ ﾐﾂﾏｻ 岡山 チーム岡山 ※オープン
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