
【クラスタ:E2  グレード:Bc】 31名 2020.7.7
No JCF ID 氏名 カナ 登録地 チーム名
101 1301620 浜田 健志 ﾊﾏﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 大阪 VC VELOCE
103 1800245 近森 亮 ﾁｶﾓﾘ ﾘｮｳ 広島 エキップ ティラン
104 1101124 武久 弘太 ﾀｹﾋｻ ｺｳﾀ 京都 eNShare Cycling Team
105 0300357 一色 寛之 ｲｯｼｷ ﾋﾛﾕｷ 京都 ZIPPY CYCLE CLUB
107 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
108 1901992 田村 一暉 ﾀﾑﾗ ｶｽﾞｷ 広島 崇徳高等学校
110 1800047 笹原 純平 ｻｻﾊﾗ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 広島 Team Kermis Cross
111 1600345 重本 明彦 ｼｹﾞﾓﾄ ｱｷﾋｺ 山口 Team Kermis Cross
113 1602048 西岡 靖記 ﾆｼｵｶ ﾔｽｷ 広島 Team Kermis Cross
114 1800842 辻 康成 ﾂｼﾞ ﾔｽﾅﾘ 兵庫 Team ZERO UNO FRONTIER
115 1800122 小笠原 輝彦 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾃﾙﾋｺ 大分 TeamUKYO Reve
116 0500685 清水 一弘 ｼﾐｽﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 富山 TeamUKYO Reve
117 1800637 古谷 友一 ﾌﾙﾀﾆ ﾕｳｲﾁ 広島 TeamUKYO Reve
119 1602669 武富 正芳 ﾀｹﾄﾐ ﾏｻﾖｼ 熊本 チームGINRIN熊本
120 1800379 古澤 卓哉 ﾌﾙｻﾜ ﾀｸﾔ 熊本 チームGINRIN熊本
121 9702373 金子 彰 ｶﾈｺ ｱｷﾗ 山口 チームサイクルプラス
122 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
123 1802537 本庄 義人 ﾎﾝｼｮｳ ﾖｼﾋﾄ 愛媛 チーム大永山
125 1001247 大村 英哉 ｵｵﾑﾗ ﾌｻﾔ 熊本 パープルモンキー
126 1602688 森榮 晃彦 ﾓﾘｻｶ ｱｷﾋｺ 岡山 パラティアムTOKYO
127 1500347 川上 豪仁 ｶﾜｶﾐ ﾀｹﾋﾄ 福岡 VC福岡（エリート）
128 0000379 冨久 健太郎 ﾄﾐﾋｻ ｹﾝﾀﾛｳ 岡山 masahikomifune.com CyclingTeam
129 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
130 1900398 Sandu Ionut ｻﾝﾄﾞｩ ﾖﾉﾂ 京都 モジュマ エリアゼロナナゴ
131 1802627 大久保 剛 ｵｵｸﾎﾞ ﾂﾖｼ 山口 山口県自転車競技連盟・GRP
132 1700546 中田 辰朗 ﾅｶﾀ ﾀﾂﾛｳ 山口 山口県自転車競技連盟・GRP
133 1900078 中村 和広 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞﾋﾛ 山口 山口県自転車競技連盟・GRP
134 1400705 森野 裕太 ﾓﾘﾉﾉ ﾕｳﾀ 山口 山口県自転車競技連盟・GRP
135 1600095 前村 悟 ﾏｴﾑﾗ ｻﾄﾙ 兵庫 EURO-WORKS Racing
136 1600015 石井 和明 ｲｼｲ ｶｽﾞｱｷ 兵庫 Rapha Cycling Club
137 1800172 安田 忠勲 ﾔｽﾀﾞ ﾀﾀﾞｲｻ 兵庫 Rapha Cycling Club
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【クラスタ:E3  グレード:Cc】 35名 2020.7.7
No JCF ID 氏名 カナ 登録地 チーム名
201 1700685 菅村 篤 ｽｶﾞﾑﾗ ｱﾂｼ 広島 Aki Rising Bicycle team
202 1902155 友広 聡則 ﾄﾓﾋﾛ ｻﾄﾉﾘ 広島 Aki Rising Bicycle team
203 1500049 末冨 拓 ｽｴﾄﾐ ﾀｸ 滋賀 VC VELOCE
204 1900538 武田 真英 ﾀｹﾀﾞ ﾏｻﾋﾃﾞ 広島 voyAge cycling team
205 2001175 Julian Nunez ﾌﾘ ﾆｭｴｽﾞ 広島 voyAge cycling team
206 1702163 麻生 裕也 ｱｿｳ ﾋﾛﾔ 広島 エキップ ティラン
207 1800410 岩崎 啓太 ｲﾜｻｷ ｹｲﾀ 広島 エキップ ティラン
208 2000533 河村 陸 ｶﾜﾑﾗ ﾘｸ 広島 エキップ ティラン
209 1900036 藤井 文男 ﾌｼﾞｲ ﾌﾐｵ 広島 エキップ ティラン
210 1900215 玉仙 翔太 ｷﾞｮｸｾﾝ ｼｮｳﾀ 広島 M Labo
211 2000477 竹元 将和 ﾀｹﾓﾄ ﾏｻｶｽﾞ 広島 M Labo
212 2000324 福本 純司 ﾌｸﾓﾄ ｼﾞｭﾝｼﾞ 広島 M Labo
213 1801921 明見 聖 ﾐｮｳｹﾝ ｾｲ 広島 M Labo
214 1900016 川崎 亮 ｶﾜｻｷ ﾘｮｳ 兵庫 ALL OUT reric
216 1800342 本多 晴飛 ﾎﾝﾀﾞ ﾊﾙﾋﾄ 兵庫 ALL OUT reric
217 2000180 山本 翔也 ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳﾔ 兵庫 ALL OUT reric
218 2000102 金井 健翔 ｶﾅｲ ｹﾝｼｮｳ 鹿児島 OM VELO Coaching
219 1800356 尊田 耀介 ｿﾝﾀﾞ ﾖｳｽｹ 福岡 OM VELO Coaching
220 0101202 冨田 洋介 ﾄﾐﾀ ﾖｳ 鹿児島 OM VELO Coaching
222 2000175 城下 優 ｼﾛｼﾀ ﾏｻﾙ 愛媛 CR3W
223 2000173 波片 鉄平 ﾊｶﾞﾀ ﾃｯﾍﾟｲ 愛媛 CR3W
225 1602040 牛山 恭一 ｳｼﾔﾏ ｷｮｳｲﾁ 鹿児島 セレクシオン南九州
226 1901989 河岡 大樹 ｶﾜｵｶ ﾀｲｷ 広島 崇徳高等学校
227 1902481 野崎 真優 ﾉｻﾞｷ ﾏﾋﾛ 広島 Team Kermis Cross
228 1601461 吉岡 竜太 ﾖｼｵｶ ﾘｭｳﾀ 広島 Team Kermis Cross
229 1900187 高重 竜輔 ﾀｶｼｹﾞ ﾘｭｳｽｹ 山口 Team HIROSHIGE ATHLETE
230 1500385 桑原 悠 ｸﾜﾊﾞﾗ ﾊﾙｶ 広島 TeamUKYO Reve
231 1100108 山本 晃司 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｼﾞ 岡山 チーム岡山
232 1502761 藤原 寿照 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾄｼﾃﾙ 愛媛 TEAM LUPPI
237 1300542 大友 皓平 ｵｵﾄﾓ ｺｳﾍｲ 奈良 VC AVANZARE
238 1800365 木村 純気 ｷﾑﾗ ｼﾞｭﾝｷ 鹿児島 VC福岡（エリート）
239 1800650 千原 一馬 ﾁﾊﾗ ｶｽﾞﾏ 福岡 VC福岡（エリート）
240 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）
241 1900268 宮﨑 祐亮 ﾐﾔｻﾞｷ ﾕｳｽｹ 福岡 VC福岡（エリート）
242 1700169 瀬戸口 瑛 ｾﾄｸﾞﾁ ｱｷﾗ 鹿児島 ボンシャンスACA
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【クラスタ:F  グレード:Bc】 32名 2020.7.7
No JCF ID 氏名 カナ 登録地 チーム名
81 1701126 後藤 安佐 ｺﾞﾄｳ ｱｻ 埼玉 イナーメ信濃山形-F
82 1600018 堀江 みちこ ﾎﾘｴ ﾐﾁｺ 大阪 VC VELOCE
83 2001174 Claudia Castillo ｸﾗｳﾃﾞｨｱ ｶｽﾃｨｰｼﾞｮ 広島 voyAge cycling team
84 1800102 松下 恵子 ﾏﾂｼﾀ ｹｲｺ 広島 voyAge cycling team
85 1902733 小林 綾子 ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾔｺ 広島 eNShare Cycling Team
87 1800032 森本 保乃花 ﾓﾘﾓﾄ ﾎﾉｶ 大阪 ZERO
88 1502316 奥平 厚子 ｵｸﾀﾞｲﾗ ｱﾂｺ 兵庫 Team ZERO UNO FRONTIER
89 1602704 久木野 衣美 ｸｷﾉ ｴﾐ 鹿児島 TEAM YOU CAN
90 2000404 徳丸 しゅう ﾄｸﾏﾙ ｼｭｳ 広島 TeamUKYO Reve
91 2000386 三谷 優空 ﾐﾀﾆ ﾕﾗ 広島 TeamUKYO Reve
92 1600347 中塚 祐佳 ﾅｶﾂｶ ﾕｶ 山口 山口県自転車競技連盟・GRP
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【クラスタ:M  グレード:Bc】 32名 2020.7.7
No JCF ID 氏名 カナ 登録地 チーム名
301 0800194 上田 貴史 ｳｴﾀﾞ ﾀｶｼ 大阪 VC VELOCE
302 1301620 浜田 健志 ﾊﾏﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 大阪 VC VELOCE
303 2001365 栗山 和之 ｸﾘﾔﾏ ｶｽﾞﾕｷ 兵庫 ALL OUT reric
304 1800028 佐藤 俊雄 ｻﾄｳ ﾄｼｵ 兵庫 ALL OUT reric
305 1001625 小野 太 ｵﾉ ﾌﾄｼ 栃木 OYAMA STARPLEX
306 1600085 石井 久雄 ｲｼｲ ﾋｻｵ 兵庫 soleil de lest
307 9702244 杉野 和宏 ｽｷﾞﾉ ｶｽﾞﾋﾛ 岡山 チーム岡山
308 0400368 中西 一太郎 ﾅｶﾆｼ ｲﾁﾀﾛｳ 岡山 チーム岡山
309 1400501 蓑田 幸作 ﾐﾉﾀﾞ ｺｳｻｸ 熊本 チームGINRIN熊本
310 1802534 岡崎 由幸 ｵｶｻﾞｷ ﾖｼﾕｷ 和歌山 TEAM SANREMO
311 1500588 藤田 浩 ﾌｼﾞﾀ ﾋﾛｼ 愛媛 TEAM LUPPI
312 1502761 藤原 寿照 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾄｼﾃﾙ 愛媛 TEAM LUPPI
313 1100638 山岡 健人 ﾔﾏｵｶ ｹﾝﾄ 愛媛 TEAM LUPPI
314 0601400 大濱 篤史 ｵｵﾊﾏ ｱﾂｼ 大阪 チバポンズ
315 1700683 吉田 健太郎 ﾖｼﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 群馬 TRC PANAMAREDS
316 0000251 佐々木 健 ｻｻｷ ﾀｹｼ 愛知 天狗党
317 1500347 川上 豪仁 ｶﾜｶﾐ ﾀｹﾋﾄ 福岡 VC福岡（エリート）
318 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
319 1100616 杉山 文崇 ｽｷﾞﾔﾏ ﾌﾐﾀｶ 山口 山口県自転車競技連盟・GRP
320 1700546 中田 辰朗 ﾅｶﾀ ﾀﾂﾛｳ 山口 山口県自転車競技連盟・GRP
321 1900078 中村 和広 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞﾋﾛ 山口 山口県自転車競技連盟・GRP
322 1000714 佐々木 暖 ｻｻｷ ﾀﾞﾝ 奈良 EURO-WORKS Racing
323 1100076 角田 光隆 ｽﾐﾀﾞ ﾐﾂﾀｶ 奈良 EURO-WORKS Racing
324 1702976 中森 雅人 ﾅｶﾓﾘ ﾏｻﾄ 大阪 EURO-WORKS Racing
325 1001922 森 俊夫 ﾓﾘ ﾄｼｵ 奈良 EURO-WORKS Racing
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