
【クラスタ︓P1/E1  グレード︓ブロンズ】 121名 2019/9/2

No JCF ID ⽒名 カナ 登録地 チーム名

23 0301347 佐野 淳哉 ｻﾉ ｼﾞｭﾝﾔ 静岡 マトリックスパワータグ
25 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
27 9720491 オールイス・アルベルト ｵｰﾙｲｽ ｱﾙﾍﾞﾙﾄ ベネズエラ  マトリックスパワータグ
29 9701956 向川 尚樹 ﾑｶｲｶﾞﾜ ﾅｵｷ ⼤阪 マトリックスパワータグ
34 1501717 真鍋 諒太 ﾏﾅﾍﾞ ﾘｮｳﾀ ⾹川 マトリックスパワータグ
61 0500798 窪⽊ ⼀茂 ｸﾎﾞｷ ｶｽﾞｼｹﾞ 福島 TEAM BRIDGESTONE Cycling
62 0700889 ⿊枝 ⼠揮 ｸﾛｴﾀﾞ ｼｷ ⼤分 TEAM BRIDGESTONE Cycling
67 0801159 近⾕ 涼 ﾁｶﾀﾆ ﾘｮｳ 富⼭ TEAM BRIDGESTONE Cycling
68 0900845 橋本 英也 ﾊｼﾓﾄ ｴｲﾔ 岐⾩ TEAM BRIDGESTONE Cycling
69 1301042 沢⽥ 桂太郎 ｻﾜﾀﾞ ｹｲﾀﾛｳ 宮城 TEAM BRIDGESTONE Cycling
83 1100580 樋⼝ 峻明 ﾋｸﾞﾁ ﾀｶｱｷ 神奈川 那須ブラーゼン
101 1601347 岩瀬 照 ｲﾜｾ ｼｮｳ 新潟 LEOMO Bellmare Racing Team
102 1000394 岸 崇仁 ｷｼ ﾀｶﾋﾄ 茨城 LEOMO Bellmare Racing Team
103 0801747 才⽥ 直⼈ ｻｲﾀ ﾅｵﾄ 宮城 LEOMO Bellmare Racing Team
104 1602702 中川 由⼈ ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳﾄ 神奈川 LEOMO Bellmare Racing Team
105 9701240 宮澤 崇史 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾀｶｼ JPCA LEOMO Bellmare Racing Team
106 1001902 ⽶⾕ 隆志 ﾖﾈﾀﾆ ﾀｶｼ 東京 LEOMO Bellmare Racing Team
121 0801291 紺野 元汰 ｺﾝﾉ ｹﾞﾝﾀ 神奈川 イナーメ信濃⼭形
122 1101679 佐野 千尋 ｻﾉ ﾁﾋﾛ 北海道 イナーメ信濃⼭形
124 0001389 遠藤 積穂 ｴﾝﾄﾞｳ ｾｷﾎ 千葉 イナーメ信濃⼭形
125 1500159 ⾼杉 知彰 ﾀｶｽｷﾞ ﾄﾓｱｷ 神奈川 イナーメ信濃⼭形
126 0800592 岡 泰誠 ｵｶ ﾔｽﾏｻ 茨城 イナーメ信濃⼭形
130 0901542 北野 普識 ｷﾀﾉ ﾕｷﾉﾘ 東京 イナーメ信濃⼭形
135 6034578 サリオ ルーカス ｻﾘｵ ﾙｰｶｽ フランス イナーメ信濃⼭形
136 1502527 ⼩⼭ 智也 ｺﾔﾏ ﾄﾓﾔ ⼤阪 イナーメ信濃⼭形
141 0600791 藤岡 克磨 ﾌｼﾞｵｶ ｶﾂﾏ 徳島 VICTOIRE 広島
142 1000720 ⾺渡 伸弥 ﾏﾜﾀﾘ ｼﾝﾝﾔ 東京 VICTOIRE 広島
144 1200034 ⽩川 幸希 ｼﾗｶﾜ ｺｳｷ 岡⼭ VICTOIRE 広島
145 1400374 ⾕ 順成 ﾀﾆ ｼﾞｭﾝｾｲ 岐⾩ VICTOIRE 広島
146 1201456 中川 智 ﾅｶｶﾞﾜ ｻﾄｼ 奈良 VICTOIRE 広島
147 1200307 桂 慶浩 ｶﾂﾗ ﾖｼﾋﾛ 北海道 VICTOIRE 広島
161 0800607 前⽥ 公平 ﾏｴﾀﾞ ｺｳﾍｲ 東京 弱⾍ペダル サイクリングチーム
163 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
164 1200884 村⽥ 雄耶 ﾑﾗﾀ ﾕｳﾔ 福岡 弱⾍ペダル サイクリングチーム
166 1400152 江越 海玖也 ｴｺﾞｼ ﾐｸﾔ 神奈川 弱⾍ペダル サイクリングチーム
167 0600054 ⼤場 政登志 ｵｵﾊﾞ ﾏｻﾄｼ 茨城 弱⾍ペダル サイクリングチーム
201 0900655 ⾼⽊ 三千成 ﾀｶｷﾞ ﾐﾁﾅﾘ 埼⽟ 東京ヴェントス
202 0801515 伊藤 舜紀 ｲﾄｳ ｼｭﾝｷ 北海道 東京ヴェントス
203 1400265 野宮 ⼀朗 ﾉﾐﾔ ｲﾁﾛｳ 栃⽊ 東京ヴェントス
204 1101875 藤⽥ 涼平 ﾌｼﾞﾀ ﾘｮｳﾍｲ 埼⽟ 東京ヴェントス
205 1501888 海野 晋作 ｳﾐﾉ ｼﾝｻｸ 東京 東京ヴェントス
206 1600413 ⻑⽥ 華⼭ ﾅｶﾞﾀ ｶｻﾞﾝ 栃⽊ 東京ヴェントス
221 0901755 野⼝ 悠真 ﾉｸﾞﾁ ﾕｳﾏ 東京 FIETS GROEN ⽇本ロボティクス
222 0600568 ⽔野 貴⾏ ﾐｽﾞﾉ ﾀｶﾕｷ 愛知 FIETS GROEN ⽇本ロボティクス
223 9702834 中村 ⽂武 ﾅｶﾑﾗ ﾌﾐﾀｹ 東京 FIETS GROEN ⽇本ロボティクス
226 0900461 秋⼭ 悟郎 ｱｷﾔﾏ ｺﾞﾛｳ 東京 FIETS GROEN ⽇本ロボティクス
227 1100483 若杉 圭祐 ﾜｶｽｷﾞ ｹｲｽｹ 愛知 FIETS GROEN ⽇本ロボティクス
228 9900169 ⻘⽊ 誠 ｱｵｷ ﾏｺﾄ 東京 FIETS GROEN ⽇本ロボティクス
230 9702852 藤⽥ 勉 ﾌｼﾞﾀ ﾂﾄﾑ 東京 FIETS GROEN ⽇本ロボティクス
231 1100038 ⾹⻄ 真介 ｺｳｻﾞｲ ｼﾝｽｹ 神奈川 FIETS GROEN ⽇本ロボティクス
241 0601273 松⽊ 健治 ﾏﾂｷ ｹﾝｼﾞ 京都 VC福岡
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242 1000428 佐藤 信哉 ｻﾄｳ ｼﾝﾔ 福岡 VC福岡
245 1300170 ⼭科 ⻯⼀郎 ﾔﾏｼﾅ ﾘｭｳｲﾁﾛｳ 兵庫 VC福岡
246 1601992 前原 直幸 ﾏｴﾊﾞﾗ ﾅｵﾕｷ ⼤阪 VC福岡
247 1500217 ⼋幡 光哉 ﾔﾊﾀ ﾐﾂﾔ 東京 VC福岡
248 1700238 武井 裕 ﾀｹｲ ﾕｳ 神奈川 VC福岡
261 1201592 阿部 航⼤ ｱﾍﾞ ｺｳﾀﾞｲ 栃⽊ Honda栃⽊
262 1300075 佐川 祐太 ｻｶﾞﾜ ﾕｳﾀ 埼⽟ Honda栃⽊
263 0901551 ⽔間 健 ﾐｽﾞﾏ ﾀｹｼ 栃⽊ Honda栃⽊
264 1602074 半⽥ ⼦⻯ ﾊﾝﾀﾞ ｼﾘｭｳ 栃⽊ Honda栃⽊
265 1502782 森崎 健⾂ ﾓﾘｻｷ ｹﾝｼﾝ 栃⽊ Honda栃⽊
266 1100547 坂⼤ 恵太 ﾊﾞﾝﾀﾞｲ ｹｲﾀ 新潟 Honda栃⽊
268 1301663 ⽯原 悠希 ｲｼﾊﾗ ﾕｳｷ 栃⽊ Honda栃⽊
281 9800459 ⼩畑 郁 ｵﾊﾞﾀ ｶｵﾙ 東京 なるしまフレンド レーシングチーム
282 1600259 ⼩川 恵佑 ｵｶﾞﾜ ｹｲｽｹ 東京 なるしまフレンド レーシングチーム
283 1602063 松島 拓⼈ ﾏﾂｼﾏ ﾀｸﾄ 神奈川 なるしまフレンド レーシングチーム
284 0900524 渡邊 聡 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾄｼ 神奈川 なるしまフレンド レーシングチーム
285 1500427 松井 敏⽂ ﾏﾂｲ ﾄｼﾌﾐ 埼⽟ なるしまフレンド レーシングチーム
287 0200172 平林 昌樹 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾏｻｷ 神奈川 なるしまフレンド レーシングチーム
301 1400279 宇⽥川 陽平 ｳﾀﾞｶﾞﾜ ﾖｳﾍｲ 千葉 群⾺グリフィン
302 1600445 平塚 佑亮 ﾋﾗﾂｶ ﾕｳｽｹ 栃⽊ 群⾺グリフィン
303 1401959 佐藤 遼 ｻﾄｳ ﾘｮｳ 東京 群⾺グリフィン
304 1600232 安⽥ ⼤希 ﾔｽﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 埼⽟ 群⾺グリフィン
305 1700565 本⽥ 将⽮ ﾎﾝﾀﾞ ﾏｻﾔ 栃⽊ 群⾺グリフィン
306 0300866 渡邊 正光 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾐﾂ JPCA 群⾺グリフィン
321 0800639 河賀 雄⼤ ｶｶﾞ ﾕｳﾀﾞｲ 広島 eNShare-エルドラード
322 0901489 ⽔野 恭兵 ﾐｽﾞﾉ ｷｮｳﾍｲ ⼭梨 eNShare-エルドラード
323 1700821 井上 ⽂成 ｲﾉｳｴ ﾌﾐﾅﾘ 岡⼭ eNShare-エルドラード
324 0210120 佐藤 利英 ｻﾄｳ ﾄｼﾋﾃﾞ 岩⼿ eNShare-エルドラード
325 1200698 岡部 祐太 ｵｶﾍﾞ ﾕｳﾀ 広島 eNShare-エルドラード
326 1200890 斎藤 瞭汰 ｻｲﾄｳ ﾘｮｳﾀ 群⾺ eNShare-エルドラード
327 1400758 公⽂ 拓真 ｸﾓﾝ ﾀｸﾏ ⾼知 eNShare-エルドラード
328 1300766 茂越 ⿓哉 ﾓｺﾞｴ ﾀﾂﾔ 兵庫 eNShare-エルドラード
403 0701310 管 洋介 ｽｶﾞ ﾖｳｽｹ 茨城 AVENTURA AIKOH TOYO VICTORIA RACING
404 1700690 村⼭ 悠平 ﾑﾗﾔﾏ ﾕｳﾍｲ 千葉 AVENTURA AIKOH TOYO VICTORIA RACING
405 9801919 中⽥ 真琴 ﾅｶﾀ ﾏｺﾄ 京都 ACQUA TAMA
406 1300540 松井 ⼤悟 ﾏﾂｲ ﾀﾞｲｺﾞ ⽯川 イナーメ信濃⼭形-EFT
407 1800085 池川 ⾠哉 ｲｹｶﾞﾜ ﾀﾂﾔ ⼤阪 VC VELOCE
408 1301128 ⼩野寺 望 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾉｿﾞﾑ 東京 VENTOS FRECCIA
409 1602211 永富 ⼀騎 ﾅｶﾞﾄﾐ ｶｽﾞｷ 東京 VENTOS FRECCIA
410 1900482 ⻄村 基 ﾆｼﾑﾗ ﾓﾄｲ 神奈川 VENTOS FRECCIA
416 1700871 中川 真也 ﾅｶｶﾞﾜ ｼﾝﾔ ⽯川 Kochel V.C. Sputnik
417 1200364 ⼭⽥ 陽⼀ ﾔﾏﾀﾞ ﾖｳｲﾁ ⽯川 Kochel V.C. Sputnik
418 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
423 1300007 ⾼清⽔ 天翔 ﾀｶｼﾐｽﾞ ﾃﾝｼｮｳ 静岡 GIANT INTERNAL FELLOWS TEAM
425 1500665 ⽊村 盛義 ｷﾑﾗ ﾓﾘﾖｼ 群⾺ SUBARU Cycling Team
426 0400358 鈴⽊ ⼤忠 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾀﾀﾞ 群⾺ SUBARU Cycling Team
427 1000436 ⾼⽥ 雄太 ﾀｶﾀﾞ ﾕｳﾀ 東京 たかだフレンドレーシング
428 1501045 ⽊原 与志寛 ｷﾊﾗ ﾖｼﾋﾛ 広島 Team Kermis Cross
429 1602414 吉澤 祐介 ﾖｼｻﾞﾜ ﾕｳｽｹ 東京 Team SHIDO
430 1101584 遠藤 健太 ｴﾝﾄﾞｳ ｹﾝﾀ 新潟 チームフィンズ
433 1602287 新開 隆⼈ ｼﾝｶｲ ﾘｭｳｼﾞ 兵庫 那須ハイランドパークレーシングチーム
434 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
435 1402116 ⽊村 豊 ｷﾑﾗ ﾕﾀｶ 宮城 ハヤサカサイクルレーシングチーム
436 1201351 簑原 ⼤介 ﾐﾉﾊﾗ ﾀｲｽｹ 福岡 ハヤサカサイクルレーシングチーム



437 1602529 ⽩崎 剛 ｼﾗｻｷ ﾂﾖｼ 福井 バルバレーシングクラブ
438 0700340 寺崎 武郎 ﾃﾗｻｷ ﾀｹﾛｳ 福井 バルバレーシングクラブ
439 1502532 ⻄尾 洋介 ﾆｼｵ ﾖｳｽｹ 富⼭ バルバレーシングクラブ
440 1600276 ⾹川 宏太 ｶｶﾞﾜ ｺｳﾀ 東京 フィッツ
441 1500164 吉⽥ 泰⼤ ﾖｼﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ 神奈川 フィッツ
442 1702396 斎藤 剛 ｻｲﾄｳ ﾂﾖｼ 東京 FORCE
443 1300264 中川 祐輝 ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳｷ 東京 FORCE
444 1600278 御堂 ⼒哉 ﾐﾄﾞｳ ﾘｷﾔ 東京 FORCE
445 1602084 海藤 颯 ｶｲﾄﾞｳ ﾊﾔﾃ 栃⽊ ブラウ・ブリッツェン
446 1800308 鈴⽊ 道也 ｽｽﾞｷ ﾐﾁﾔ 栃⽊ ブラウ・ブリッツェン
447 1300346 河合 貴明 ｶﾜｲ ﾀｶｱｷ 栃⽊ Honda栃⽊ JET
448 3523389 Valentin REY ｳﾞｧﾗﾝﾀﾝ ﾚｲ フランス Yamanakako Cyclisme Formation 
449 1301795 塚本 ⼀樹 ﾂｶﾓﾄ ｲﾂｷ 静岡 Yamanakako Cyclisme Formation 
450 1400148 福⽥ 圭晃 ﾌｸﾀﾞ ﾖｼｱｷ 神奈川 Yamanakako Cyclisme Formation 
451 1602061 ⼭之内 壮真 ﾔﾏﾉｳﾁ ｼｮｳﾏ 神奈川 Yamanakako Cyclisme Formation 
452 0600361 中⾥ 仁 ﾅｶｻﾞﾄ ﾏｻﾙ 群⾺ Rapha Cycling Club



【クラスタ︓E2/E3  グレード︓B-2】 95名 2019/9/2

No JCF ID ⽒名 カナ 登録地 チーム名

201 1801296 三宅 太⽣ ﾐﾔｹ ﾀｲｾｲ 茨城 AVENTURA AIKOH TOYO VICTORIA RACING
205 1602690 吉江 元 ﾖｼｴ ﾊｼﾞﾒ 茨城 イナーメ信濃⼭形-EFT
206 1400617 ⼤内 明寿 ｵｵｳﾁ ｱｷﾄｼ 茨城 WE LOVE O2
208 0801290 齋藤 翼 ｻｲﾄｳ ﾂﾊﾞｻ 宮城 FM730
209 0601123 斎藤 光⼀ ｻｲﾄｳ ｺｳｲﾁ 茨城 F(t)麒麟⼭ Racing
211 1802270 清⽔ 嘉⼈ ｼﾐｽﾞ ﾖｼﾄ 兵庫 eNShare Cycling Team
213 1701575 永塩 幸之介 ﾅｶﾞｼｵ ｺｳﾉｽｹ 群⾺ 群⾺グリフィンエリート
215 1100545 ⾕ 直亮 ﾀﾆ ﾅｵｽｹ 福島 郡⼭サイクルフレンズ
216 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
218 1800330 宮本 ⼀輝 ﾐﾔﾓﾄ ｶｽﾞｷ 千葉 サイクルフリーダム・レーシング
219 1602630 ⽯塚 優太 ｲｼﾂﾞｶ ﾕｳﾀ 埼⽟ 彩北ツブラーゼ
220 1800390 ⽯橋 涼⼤ ｲｼﾊﾞｼ ﾘｮｳﾀ 千葉 サンクスサイクルラボ
221 9800130 鈴⽊ 良則 ｽｽﾞｷ ﾖｼﾉﾘ 東京 サンクスサイクルラボ
222 0800776 照屋 貴⼰ ﾃﾙﾔ ｱﾂｷ 東京 サンクスサイクルラボ
225 1500198 國定 洋光 ｸﾆｻﾀﾞ ﾋﾛﾐﾂ 東京 Team CUORE
227 1200148 ⼭⽥ 哲彦 ﾔﾏﾀﾞ ｱｷﾋｺ 千葉 TEAM GIRO 360
228 1900545 緒⽅ 稔 ｵｶﾞﾀ ﾐﾉﾙ 宮城 Team nacree
229 1502785 渡辺 耶⽃ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾔﾄ 東京 Team FITTE
230 1101586 池⽥ 和貴 ｲｹﾀﾞ ｶｽﾞｷ 新潟 チームフィンズ
231 1300368 関⼝ 秀正 ｾｷｸﾞﾁ ﾋﾃﾞﾏｻ 栃⽊ チバポンズ
232 1900483 棈⽊ 関⼆ ｱﾍﾞｷ ｶﾝｼﾞ 神奈川 Champion System Japan Test Team
233 1101936 梶⽥ 歩 ｶｼﾞﾀ ｱﾕﾑ 茨城 Champion System Japan Test Team
235 1700683 吉⽥ 健太郎 ﾖｼﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 群⾺ TRC PANAMAREDS
236 1000237 ⾅井 康⼆ ｳｽｲ ｺｳｼﾞ 茨城 DEVOTION BIKES
237 0400487 河井 正 ｶﾜｲ ﾀﾀﾞｼ 千葉 DEVOTION BIKES
239 1800097 ⽟仙 健⼀ ｷﾞｮｸｾﾝ ｹﾝｲﾁ 広島 DREAMER
240 1301090 真保 雅俊 ｼﾝﾎﾟ ﾏｻﾄｼ 神奈川 那須ハイランドパークレーシングチーム
243 1900210 岩本 直樹 ｲﾜﾓﾄ ﾅｵｷ 栃⽊ NAMAZU PLUS TOCHIGI
244 1400135 川島 健⼈ ｶﾜｼﾏ ｹﾝﾄ 東京 なるしまフレンド
246 1502531 松井 ⼤地 ﾏﾂｲ ﾀﾞｲﾁ 富⼭ バルバレーシングクラブ
247 1001594 伊藤 彰秀 ｲﾄｳ ｱｷﾋﾃﾞ 茨城 Pinazou Test Team
248 1602676 原⽥ 敬⽂ ﾊﾗﾀﾞ ﾀｶﾌﾐ ⼭⼝ Pinazou Test Team
250 1703343 ⼭⽥ 翔 ﾔﾏﾀﾞ ｼｮｳ 神奈川 HIRAKO.mode
251 1802049 ⼩泉 啓仁 ｺｲｽﾞﾐ ﾀｶﾋﾄ 東京 FORCE
252 1800125 ⻑島 慧明 ﾅｶﾞｼﾏ ｻﾄｱｷ 栃⽊ ブラウ・ブリッツェン
253 1800234 福⽥ ⿓⽣ ﾌｸﾀﾞ ﾘｭｳ 栃⽊ ブラウ・ブリッツェン
254 1800055 増⽥ 壮真 ﾏｽﾀﾞ ｿｳﾏ 茨城 ブラウ・ブリッツェン
255 1201737 伊東 佑⾺ ｲﾄｳ ﾕｳﾏ 東京 MIVRO
256 1800034 タイサム ジョン ﾀｲｻﾑ ｼﾞｮﾝ 東京 MIVRO
257 1500238 五⼗嵐 洸太 ｲｶﾗｼ ｺｳﾀ 神奈川 横浜⾼校⾃転⾞競技部
258 1800065 宮本 浩志 ﾐﾔﾓﾄ ﾋﾛｼ 東京 Rapha Cycling Club
259 1700993 宇賀持 凌 ｳｶﾞﾓﾁ ﾘｮｳ 栃⽊ リベルタスTOCHIGI BICYCLE CLUB
260 1000997 柳沼 ⿓佑 ﾔｷﾞﾇﾏ ﾘｭｳｽｹ 福島 LINKVISION GIRASOLE CYCLING
261 1101583 ⾦井 光春 ｶﾅｲ ﾐﾂﾊﾙ 東京 Ｙʼｓ Ｒｏａｄ
264 1401083 及川 ⼀総 ｵｲｶﾜ ｶｽﾞｻ 岩⼿ 作新学院⼤学
265 1801341 中村 優太 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾀ 栃⽊ 作新学院⼤学
266 1400144 相原 ⼠穏 ｱｲﾊﾗ ｼｵﾝ 神奈川 保⼟ケ⾕⾼校⾃転⾞競技部
No JCF ID ⽒名 カナ 登録地 チーム名

301 0900610 岩下 直貴 ｲﾜｼﾀ ﾅｵｷ ⻑野 イナーメ信濃⼭形-EFT
302 1902077 ⽚寄 陸 ｶﾀﾖｾ ﾘｸ 福島 イナーメ信濃⼭形-EFT
305 1500049 末冨 拓 ｽｴﾄﾐ ﾀｸ 滋賀 VC VELOCE
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306 1802573 荻⽥ 晴 ｵｷﾞﾀ ｾｲ 東京 VENTOS FRECCIA
307 1500909 佐藤 駿 ｻﾄｳ ｼｭﾝ 埼⽟ VENTOS FRECCIA
313 1802620 唐澤 ⼀瑠 ｶﾗｻﾜ ｲﾁﾙ 群⾺ Horizonte Amateur Cycling Team
314 1802380 室賀 貴仁 ﾑﾛｶﾞ ﾀｶﾋﾄ 栃⽊ Horizonte Amateur Cycling Team
316 1803012 鍛治ヶ澤 光紀 ｶｼﾞｶﾞｻﾜ ﾐﾂﾉﾘ 群⾺ 群⾺グリフィンエリート
317 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
318 1200411 酒井 宏幸 ｻｶｲ ﾋﾛﾕｷ 群⾺ 群⾺グリフィンエリート
319 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
320 1800303 郷間 ⼤輔 ｺﾞｳﾏ ﾀﾞｲｽｹ 東京 サンクスサイクルラボ
321 1700531 影⼭ 翔⽣ ｶｹﾞﾔﾏ ｼｮｳｲ 栃⽊ じてんしゃの杜
326 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
327 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
328 1701129 ⼩澤 拓⼈ ｵｻﾞﾜ ﾀｸﾄ 東京 たかだフレンドレーシング
329 1001835 関⼝ 美⾏ ｾｷｸﾞﾁ ﾖｼﾕｷ 東京 たかだフレンドレーシング
331 1700751 ⼩⼭⽥ 亮 ｵﾔﾏﾀﾞ ﾘｮｳ 静岡 TEAM YOU CAN
332 1900039 古賀 圭佑 ｺｶﾞ ｹｲｽｹ 東京 TEAM YOU CAN
333 1600295 佐藤 裕太 ｻﾄｳ ﾕｳﾀ 東京 TEAM YOU CAN
334 1700692 藤本 怜 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾚｲ 千葉 TEAM GIRO 360
335 1900468 林⽥ 瑛⼼ ﾊﾔｼﾀﾞ ｴｲｼﾝ 宮城 Team nacree
339 0601593 ⽩⼟ 浩 ｼﾗﾄ ﾋﾛｼ 千葉 DEVOTION BIKES
340 1601984 豊崎 正裕 ﾄﾖｻｷ ﾏｻﾋﾛ 岐⾩ DESTRA
342 1900474 永井 光 ﾅｶﾞｲ ﾋｶﾙ 千葉 那須ハイランドパークレーシングチーム
343 1703219 塚越 ⼀⽣ ﾂｶｺﾞｼ ｲｯｾｲ 東京 なるしまフレンド
344 1601609 廣井 誠 ﾋﾛｲ ﾏｺﾄ 東京 なるしまフレンド
345 1900365 ⼭⽥ ⻯輔 ﾔﾏﾀﾞ ﾘｭｳｽｹ 東京 なるしまフレンド
346 1501933 杉本 直樹 ｽｷﾞﾓﾄ ﾅｵｷ 群⾺ パラティアムTOKYO
347 1502755 ⾦森 透 ｶﾅﾓﾘ ﾄｵﾙ 富⼭ バルバレーシングクラブ
349 1601355 望⽉ 瑞記 ﾓﾁｽﾞｷ ﾐｽﾞｷ 静岡 フィッツ
350 1900193 ⻘井 誠也 ｱｵｲ ｾｲﾔ 栃⽊ ブラウ・ブリッツェン
351 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
352 1900282 廣⽊ 峻平 ﾋﾛｷ ｼｭﾝﾍﾟｲ 栃⽊ ブラウ・ブリッツェン
353 1602578 ⽔上 央渉 ﾐｽﾞｶﾐ ｶﾅﾙ 栃⽊ ブラウ・ブリッツェン
354 1800264 村井 佑圭 ﾑﾗｲ ﾕｳｷ 栃⽊ ブラウ・ブリッツェン
355 1800841 ⼭⼝ 椋末 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳﾏ 栃⽊ ブラウ・ブリッツェン
356 1900068 内⽥ 優 ｳﾁﾀﾞ ﾕｳ 埼⽟ Prego Racing
357 1300084 新井 優樹 ｱﾗｲ ﾕｳ 埼⽟ Pedalist
359 1702062 ⾅井 ⼀雅 ｳｽｲ ｶｽﾞﾏｻ 栃⽊ Honda栃⽊ JET
360 1800361 ⽥代 丈幸 ﾀｼﾛ ﾋﾛﾕｷ 栃⽊ Honda栃⽊ JET
361 1800360 磯部 武蔵 ｲｿﾍﾞ ﾑｻｼ 神奈川 YOKOSUKA UNO RACING
363 1702431 伊澤 将也 ｲｻﾞﾜ ﾏｻﾔ 神奈川 横浜⾼校⾃転⾞競技部
364 1702433 伊⾖野 廉 ｲｽﾞﾉ ﾚﾝ 神奈川 横浜⾼校⾃転⾞競技部
369 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
370 1900399 築城 賢司 ﾂｲｷ ｹﾝｼﾞ 埼⽟ LINKVISION GIRASOLE CYCLING
371 1600871 沢野 ⼤地 ｻﾜﾉ ﾀﾞｲﾁ 埼⽟ 作新学院⼤学
372 1501411 村⼭ 浩司 ﾑﾗﾔﾏ ｺｳｼ 栃⽊ 作新学院⼤学


