
【クラスタ:P1  グレード:ブロンズ】 131名 2020/8/8
No. JCF ID 氏名 カナ 登録地 チーム名
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 9720491 レオネル キンテロ ﾚｵﾈﾙ ｷﾝﾃﾛ ベネズエラ マトリックスパワータグ
5 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
6 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
7 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
8 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
9 9700539 狩野 智也 ｶﾉｳ ﾄﾓﾔ 群馬 マトリックスパワータグ
21 1301144 今村 駿介 ｲﾏﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ 福岡 TEAM BRIDGESTONE Cycling
22 0700889 黒枝 士揮 ｸﾛｴﾀﾞ ｼｷ 大分 TEAM BRIDGESTONE Cycling
23 0801011 石橋 学 ｲｼﾊﾞｼ ﾏﾅﾌﾞ 青森 TEAM BRIDGESTONE Cycling
24 0800444 孫崎 大樹 ﾏｺﾞｻｷ ﾀﾞｲｷ 京都 TEAM BRIDGESTONE Cycling
26 1000513 徳田 優 ﾄｸﾀﾞ ｽｸﾞﾙ 京都 TEAM BRIDGESTONE Cycling
27 0801159 近谷 涼 ﾁｶﾀﾆ ﾘｮｳ 富山 TEAM BRIDGESTONE Cycling
28 0900845 橋本 英也 ﾊｼﾓﾄ ｴｲﾔ 岐阜 TEAM BRIDGESTONE Cycling
29 1301042 沢田 桂太郎 ｻﾜﾀﾞ ｹｲﾀﾛｳ 宮城 TEAM BRIDGESTONE Cycling
41 0400861 増田 成幸 ﾏｽﾀﾞ ﾅﾘﾕｷ 栃木 宇都宮ブリッツェン
42 0400843 鈴木 譲 ｽｽﾞｷ ﾕｽﾞﾙ 栃木 宇都宮ブリッツェン
43 0600844 阿部 嵩之 ｱﾍﾞ ﾀｶﾕｷ 栃木 宇都宮ブリッツェン
44 0400470 大久保 陣 ｵｵｸﾎﾞ ｼﾞﾝ 鹿児島 宇都宮ブリッツェン
45 0400028 小坂 光 ｺｻｶ ﾋｶﾙ 栃木 宇都宮ブリッツェン
47 1101581 鈴木 龍 ｽｽﾞｷ ﾘｭｳ 宮城 宇都宮ブリッツェン
48 1000721 西村 大輝 ﾆｼﾑﾗ ﾋﾛｷ 東京 宇都宮ブリッツェン
49 1100355 小野寺 玲 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾚｲ 栃木 宇都宮ブリッツェン
81 0600791 藤岡 克磨 ﾌｼﾞｵｶ ｶﾂﾏ 徳島 VICTOIRE 広島
82 1200034 白川 幸希 ｼﾗｶﾜ ｺｳｷ 岡山 VICTOIRE 広島
83 0900699 原田 裕成 ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾛｱｷ 鹿児島 VICTOIRE 広島
84 1000442 小山 貴大 ｺﾔﾏ ﾀｶﾋﾛ 群馬 VICTOIRE 広島
85 1200621 冨尾 大地 ﾄﾐｵ ﾀﾞｲﾁ 鹿児島 VICTOIRE 広島
86 1201456 中川 智 ﾅｶｶﾞﾜ ｻﾄｼ 奈良 VICTOIRE 広島
87 1200307 桂 慶浩 ｶﾂﾗ ﾖｼﾋﾛ 北海道 VICTOIRE 広島
88 1501717 真鍋 諒太 ﾏﾅﾍﾞ ﾘｮｳﾀ 香川 VICTOIRE 広島
101 0601352 織田 聖 ｵﾀﾞ ﾋｼﾞﾘ 埼玉 弱虫ペダル サイクリングチーム
102 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
103 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
104 1001103 ⾧塚 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
105 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
106 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
107 1602063 松島 拓人 ﾏﾂｼﾏ ﾀｸﾄ 神奈川 弱虫ペダル サイクリングチーム
108 9702838 西谷 雅史 ﾆｼﾀﾆ ﾏｻﾌﾐ 東京 弱虫ペダル サイクリングチーム
121 1101679 佐野 千尋 ｻﾉ ﾁﾋﾛ 北海道 イナーメ信濃山形
124 0901542 北野 普識 ｷﾀﾉ ﾕｷﾉﾘ 東京 イナーメ信濃山形
127 0900524 渡邊 聡 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾄｼ 神奈川 イナーメ信濃山形
129 1300075 佐川 祐太 ｻｶﾞﾜ ﾕｳﾀ 埼玉 イナーメ信濃山形
132 1502777 生田目 修 ﾅﾏﾀﾒ ｵｻﾑ 栃木 イナーメ信濃山形
135 1300056 比護 任 ﾋｺﾞ ｱﾀﾙ 大阪 イナーメ信濃山形
141 1000264 小石 祐馬 ｺｲｼ ﾕｳﾏ 京都 TeamUKYO
142 0100115 畑中 勇介 ﾊﾀﾅｶ ﾕｳｽｹ 東京 TeamUKYO
143 0400572 内間 康平 ｳﾁﾏ ｺｳﾍｲ 沖縄 TeamUKYO
144 0800942 吉岡 直哉 ﾖｼｵｶ ﾅｵﾔ 京都 TeamUKYO
145 1500194 横塚 浩平 ﾖｺﾂｶ ｺｳﾍｲ 東京 TeamUKYO
146 1301346 武山 晃輔 ﾀｹﾔﾏ ｺｳｽｹ 山梨 TeamUKYO
147 1501841 依田 翔大 ﾖﾀﾞ ｼｮｳﾀ 山梨 TeamUKYO
161 1001902 米谷 隆志 ﾖﾈﾀﾆ ﾀｶｼ 東京 Hincapie LEOMO Bellmare Racing Team
162 801747 才田 直人 ｻｲﾀ ﾅｵﾄ 宮城 Hincapie LEOMO Bellmare Racing Team
163 1701575 永塩 幸之介 ﾅｶﾞｼｵ ｺｳﾉｽｹｽｹ 群馬 Hincapie LEOMO Bellmare Racing Team
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164 1702835 小林 弘幸 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾕｷ ⾧野 Hincapie LEOMO Bellmare Racing Team
165 9800459 小畑 郁 ｵﾊﾞﾀ ｶｵﾙ 東京 Hincapie LEOMO Bellmare Racing Team
166 1502527 小山 智也 ｺﾔﾏ ﾄﾓﾔ 大阪 Hincapie LEOMO Bellmare Racing Team
167 1301663 石原 悠希 ｲｼﾊﾗ ﾕｳｷ 栃木 Hincapie LEOMO Bellmare Racing Team
168 1201865 門田 祐輔 ｶﾄﾞﾀ ﾕｳｽｹ 東京 Hincapie LEOMO Bellmare Racing Team
182 0600568 水野 貴行 ﾐｽﾞﾉ ﾀｶﾕｷ 愛知 稲城FIETSクラスアクト
184 9900169 青木 誠 ｱｵｷ ﾏｺﾄ 東京 稲城FIETSクラスアクト
185 0900461 秋山 悟郎 ｱｷﾔﾏ ｺﾞﾛｳ 東京 稲城FIETSクラスアクト
186 1502783 宇賀 隆貴 ｳｶﾞ ﾘｭｳｷ 東京 稲城FIETSクラスアクト
189 1100038 香西 真介 ｺｳｻﾞｲ ｼﾝｽｹ 神奈川 稲城FIETSクラスアクト
190 1601219 松下 直暉 ﾏﾂｼﾀ ﾅｵｷ 東京 稲城FIETSクラスアクト
193 1500164 吉田 泰大 ﾖｼﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ 神奈川 稲城FIETSクラスアクト
194 1500186 川野 碧己 ｶﾜﾉ ｱｵｷ 神奈川 稲城FIETSクラスアクト
201 1201451 下島 将輝 ｼﾓｼﾞﾏ ﾏｻｷ 兵庫 那須ブラーゼン
202 0900066 西尾 憲人 ﾆｼｵ ｹｲﾄ 北海道 那須ブラーゼン
203 0900064 西尾 勇人 ﾆｼｵ ﾊﾔﾄ 北海道 那須ブラーゼン
204 1301587 柴田 雅之 ｼﾊﾞﾀ ﾏｻﾕｷ 京都 那須ブラーゼン
205 1000950 渡邊 翔太郎 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ 岐阜 那須ブラーゼン
208 1400374 谷 順成 ﾀﾆ ｼﾞｭﾝｾｲ 岐阜 那須ブラーゼン
209 1601004 佐藤 大志 ｻﾄｳ ﾋﾛｼ ⾧野 那須ブラーゼン
210 1601005 佐藤 宇志 ｻﾄｳ ﾀｶｼ ⾧野 那須ブラーゼン
221 1700238 武井 裕 ﾀｹｲ ﾕｳ 神奈川 VC福岡
222 1300170 山科 竜一郎 ﾔﾏｼﾅ ﾘｭｳｲﾁﾛｳ 兵庫 VC福岡
223 1000428 佐藤 信哉 ｻﾄｳ ｼﾝﾔ 福岡 VC福岡
224 1401314 花田 凱成 ﾊﾅﾀﾞ ｶｲｾｲ 福岡 VC福岡
225 1800239 松田 真和 ﾏﾂﾀﾞ ﾏｻｶｽﾞ 福岡 VC福岡
226 1001679 早川 祐司 ﾊﾔｶﾜ ﾕｳｼﾞ 栃木 VC福岡
227 1900677 持留 叶汰郎 ﾓﾁﾄﾞﾒ ｷｮｳﾀﾛｳ 埼玉 VC福岡
228 1500217 八幡 光哉 ﾔﾊﾀ ﾐﾂﾔ 東京 VC福岡
241 0301347 佐野 淳哉 ｻﾉ ｼﾞｭﾝﾔ 静岡 レバンテフジ静岡
242 0801515 伊藤 舜紀 ｲﾄｳ ｼｭﾝｷ 静岡 レバンテフジ静岡
243 1400265 野宮 一朗 ﾉﾐﾔ ｲﾁﾛｳ 静岡 レバンテフジ静岡
244 1401959 佐藤 遼 ｻﾄｳ ﾘｮｳ 静岡 レバンテフジ静岡
245 1900482 西村 基 ﾆｼﾑﾗ ﾓﾄｲ 静岡 レバンテフジ静岡
246 1300673 石井 駿平 ｲｼｲ ｼｭﾝﾍﾟｲ 静岡 レバンテフジ静岡
247 1501888 海野 晋作 ｳﾐﾉ ｼﾝｻｸ 静岡 レバンテフジ静岡
248 1600413 ⾧田 華山 ﾅｶﾞﾀ ｶｻﾞﾝ 静岡 レバンテフジ静岡
261 0800639 河賀 雄大 ｶｶﾞ ﾕｳﾀﾞｲ 広島 eNShare Racing Team
262 0901489 水野 恭兵 ﾐｽﾞﾉ ｷｮｳﾍｲ 山梨 eNShare Racing Team
263 1400758 公文 拓真 ｸﾓﾝ ﾀｸﾏ 高知 eNShare Racing Team
265 1300766 茂越 龍哉 ﾓｺﾞｴ ﾀﾂﾔ 兵庫 eNShare Racing Team
266 0210120 佐藤 利英 ｻﾄｳ ﾄｼﾋﾃﾞ 岩手 eNShare Racing Team
267 1502291 糸川 典往 ｲﾄｶﾜ ﾉﾘﾕｷ 島根 eNShare Racing Team
268 1600379 嶋田 祥 ｼﾏﾀﾞﾀﾞ ｼｮｳ 愛知 eNShare Racing Team
270 0801739 阿曽 圭佑 ｱｿ ｹｲｽｹ 三重 eNShare Racing Team
281 0001063 中島 康晴 ﾅｶｼﾞﾏ ﾔｽﾊﾙ 福井 KINAN Cycling Team
282 0700705 山本 元喜 ﾔﾏﾓﾄ ｹﾞﾝｷ 三重 KINAN Cycling Team
283 0701585 椿 大志 ﾂﾊﾞｷ ﾋﾛｼ 東京 KINAN Cycling Team
284 1100960 新城 雄大 ｱﾗｼﾛ ﾕｳﾀﾞｲ 沖縄 KINAN Cycling Team
285 1001773 山本 大喜 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻｷ 奈良 KINAN Cycling Team
288 5595264 トマ ルバ ﾄﾏ ﾙﾊﾞ フランス KINAN Cycling Team
302 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
304 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
305 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
306 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
307 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
308 1502782 森崎 健臣 ﾓﾘｻｷ ｹﾝｼﾝ 栃木 群馬グリフィンレーシングチーム
309 1602211 永富 一騎 ﾅｶﾞﾄﾐ ｶｽﾞｷ 東京 群馬グリフィンレーシングチーム
310 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
321 0400563 伊藤 雅和 ｲﾄｳ ﾏｻｶｽﾞ 鹿児島 愛三工業レーシングチーム



322 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
323 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
324 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
325 1301575 大前 翔 ｵｵﾏｴ ｶｹﾙ 神奈川 愛三工業レーシングチーム
326 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
327 1301199 當原 隼人 ﾄﾊﾞﾙ ﾊﾔﾄ 沖縄 愛三工業レーシングチーム
328 1301139 貝原 涼太 ｶｲﾊﾗ ﾘｮｳﾀ 福岡 愛三工業レーシングチーム
341 1400279 宇田川 陽平 ｳﾀﾞｶﾞﾜ ﾖｳﾍｲ 千葉 さいたまディレーブ
342 0000283 辻 善光 ﾂｼﾞ ﾖｼﾐﾂ 京都 さいたまディレーブ
343 0900655 高木 三千成 ﾀｶｷﾞ ﾐﾁﾅﾘ 埼玉 さいたまディレーブ
344 1000394 岸 崇仁 ｷｼ ﾀｶﾋﾄ 茨城 さいたまディレーブ
347 1101875 藤田 涼平 ﾌｼﾞﾀ ﾘｮｳﾍｲ 埼玉 さいたまディレーブ
348 1602074 半田 子竜 ﾊﾝﾀﾞ ｼﾘｭｳ 栃木 さいたまディレーブ
349 1100641 渡邉 慶太 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲﾀ 埼玉 さいたまディレーブ
350 1400838 安彦 統賀 ｱﾋﾞｺ ﾑﾈﾖｼ 埼玉 さいたまディレーブ



【クラスタ:E1  グレード:Ac】 91名 2020/8/8
No. JCF ID 氏名 カナ 登録地 チーム名
101 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
102 1500951 奥山 太郎 ｵｸﾔﾏ ﾀﾛｳ 北海道 アーティファクトレーシングチーム
103 0701310 管 洋介 ｽｶﾞ ﾖｳｽｹ 茨城 AVENTURA VICTORIA RACING
104 1301908 山口 和来 ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｽﾞｷ 東京 AVENTURA VICTORIA RACING
105 1700507 奥澤 優也 ｵｸｻﾞﾜ ﾕｳﾔ 埼玉 AutoBahnGotemba
107 0210018 小室 雅成 ｺﾑﾛ ﾏｻﾅﾘﾅﾘ 埼玉 イナーメ信濃山形-EFT
108 1402251 白石 光 ｼﾗｲｼ ﾋｶﾙ 神奈川 イナーメ信濃山形-EFT
109 1301393 森 光流 ﾓﾘ ﾋｶﾙ 千葉 イナーメ信濃山形-EFT
110 1800085 池川 辰哉 ｲｹｶﾞﾜ ﾀﾂﾔ 大阪 VC VELOCE
111 9700734 井上 登士哉 ｲﾉｳｴ ﾄｼﾔ 愛媛 VC VELOCE
112 0601273 松木 健治 ﾏﾂｷ ｹﾝｼﾞ 京都 VC VELOCE
113 1301128 小野寺 望 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾉｿﾞﾑ 東京 VENTOS ACT2
114 1701257 川崎 三織 ｶﾜｻｷ ﾐｵﾘ 埼玉 EQADS
115 1500398 津田 悠義 ﾂﾀﾞ ﾕｳｷﾞ 愛知 EQADS
116 1700059 平井 光介 ﾋﾗｲ ｺｳｽｹ 山梨 EQADS
117 1601077 湯浅 博貴 ﾕｱｻ ﾋﾛﾀｶ 埼玉 EQADS
118 1101375 渡辺 歩 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾕﾑ 福島 EQADS
119 0801291 紺野 元汰 ｺﾝﾉ ｹﾞﾝﾀ 神奈川 SBC Vertex Racing Team
120 1300007 高清水 天翔 ﾀｶｼﾐｽﾞ ﾃﾝｼｮｳ 静岡 SBC Vertex Racing Team
121 1700413 鳥倉 必勝 ﾄﾘｸﾗ ﾋｯｼｮｳ 神奈川 SBC Vertex Racing Team
122 1300487 山本 敦 ﾔﾏﾓﾄ ｱﾂｼ 神奈川 SBC Vertex Racing Team
123 1501977 渡辺 拓也 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｸﾔ 愛知 SBC Vertex Racing Team
126 1800003 植田 恒平 ｳｴﾀﾞﾀﾞ ｺｳﾍｲ 兵庫 ALL OUT reric
127 1800333 小林 亮 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳ 兵庫 ALL OUT reric
128 1802143 坂口 裕芳 ｻｶｸﾞﾁ ﾋﾛﾖｼ 兵庫 ALL OUT reric
129 1800028 佐藤 俊雄 ｻﾄｳ ﾄｼｵ 兵庫 ALL OUT reric
130 1800057 中村 将也 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾔ 大阪 ALL OUT reric
131 1800073 橋岡 宏茂 ﾊｼｵｶ ﾋﾛｼ 愛知 ALL OUT reric
132 1802568 原田 将人 ﾊﾗﾀﾞ ﾏｻﾄ 兵庫 ALL OUT reric
133 1800342 本多 晴飛 ﾎﾝﾀﾞ ﾊﾙﾋ 兵庫 ALL OUT reric
134 0301731 金田 一 ｶﾈﾀﾞ ﾊｼﾞﾒ 茨城 OYAMA STARPLEX
135 1600308 大内 淳司 ｵｵｳﾁ ｱﾂｼ 茨城 GROWING Racing Team
136 9900113 高橋 利明 ﾀｶﾊｼ ﾄｼｱｷ 茨城 GROWING Racing Team
137 1502415 古谷 寛世 ﾌﾙﾔ ｶﾝｾｲ 茨城 GROWING Racing Team
138 1100570 光山 英典 ﾐﾂﾔﾏ ﾋﾃﾞﾉﾘ 千葉 GROWING Racing Team
139 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
140 1702102 奥秋 篤 ｵｸｱｷ ｱﾂｼ 東京 コムリン 
141 1900428 酒井 凛 ｻｶｲ ﾘﾝ 千葉 サイクルフリーダム・レーシング
143 1700489 井出 貴士 ｲﾃﾞ ﾀｶｼ 埼玉 サイタマサイクルプロジェクト
144 1700993 宇賀持 凌 ｳｶﾞﾓﾁ ﾘｮｳ 栃木 サイタマサイクルプロジェクト
145 1001524 猿田 匠 ｻﾙﾀ ﾀｸﾐ 埼玉 サイタマサイクルプロジェクト
146 1600233 高橋 史朗 ﾀｶﾊｼ ｼﾛｳ 埼玉 サイタマサイクルプロジェクト
148 1700557 松﨑 琢仁 ﾏﾂｻﾞｷ ﾀｸﾐ 埼玉 サイタマサイクルプロジェクト
149 1700502 鷲野 向一 ﾜｼﾉ ｺｳｲﾁ 埼玉 彩北ツブラーゼ
150 1401083 及川 一総 ｵｲｶﾜ ｶｽﾞｻ 岩手 作新学院大学
151 1702090 髙田 楓雅 ﾀｶﾀﾞ ﾌｳｶﾞ 栃木 作新学院大学
152 1801341 中村 優太 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾀ 栃木 作新学院大学
153 0800776 照屋 貴己 ﾃﾙﾔ ｱﾂｷ 東京 サンクスサイクルラボ
154 1001777 伊藤 晋一 ｲﾄｳ ｼﾝｲﾁ 神奈川 G.S.POSITIVO
155 1500665 木村 盛義 ｷﾑﾗ ﾓﾘﾖｼ 群馬 SUBARU Cycling Team
156 1301588 大杉 直敬 ｵｵｽｷﾞ ﾅｵﾀｶ 静岡 SPADE・ACE
157 1300031 増田 弘誠 ﾏｽﾀﾞ ﾋﾛﾅｶﾞ 静岡 SPADE・ACE
158 9901846 大倉 健一 ｵｵｸﾗ ｹﾝｲﾁ 東京 セオレーシング
159 1502700 塚本 隼 ﾂｶﾓﾄ ﾊﾔﾄ 大阪 ZERO
160 1500885 塩澤 魁 ｼｵｻﾞﾜ ｶｲ 愛知 TEAM ORCA
161 0944102 森﨑 英登 ﾓﾘｻｷ ﾋﾃﾞﾄ 愛知 TEAM ORCA
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164 1502785 渡辺 耶斗 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾔﾄ 東京 Team FITTE
165 1101584 遠藤 健太 ｴﾝﾄﾞｳ ｹﾝﾀ 新潟 チームフィンズ
167 1164976 中島 渉 ﾅｶｼﾞﾏ ｱﾕﾐ 埼玉 DEVOTION BIKES
168 0900227 鮎澤 誠治 ｱｲｻﾞﾜ ｾｲｼﾞ ⾧野 テクニカルパートナーサイクリングチーム
170 1801371 留目 夕陽 ﾄﾄﾞﾒ ﾕｳﾋ 東京 東京都立八王子桑志高等学校自転車競技部
171 1701128 西本 健三郎 ﾆｼﾓﾄ ｹﾝｻﾞﾌﾞﾛｳ 東京 東京都立八王子桑志高等学校自転車競技部
172 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
173 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
174 1602676 原田 敬文 ﾊﾗﾀﾞ ﾀｶﾌﾐ 山口 Pinazou Test Team
175 1000400 小林 秀雄 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞｵ 東京 FAST LANE Racing
176 1701988 東 優仁 ｱｽﾞﾏ ﾕｳﾄ 大阪 VC福岡（エリート）
178 1700662 檜室 建斗 ﾋﾑﾛ ｹﾝﾄ 大阪 VC福岡（エリート）
180 1702396 斎藤 剛 ｻｲﾄｳ ﾂﾖｼ 東京 FORCE
181 1600278 御堂 力哉 ﾐﾄﾞｳ ﾘｷﾔ 東京 FORCE
182 1600451 木村 紀仁 ｷﾑﾗ ﾉﾘﾋﾄ 茨城 ブラウ・ブリッツェン
183 1703537 Jason Richardson ｼﾞｪｲｿﾝ ﾘﾁｬｰﾄﾞｿﾝ 栃木 ブラウ・ブリッツェン
184 1800308 鈴木 道也 ｽｽﾞｷ ﾐﾁﾔ 福島 ブラウ・ブリッツェン
185 1400772 宮田 琢視 ﾐﾔﾀ ﾀｸﾐ 栃木 ブラウ・ブリッツェン
186 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
187 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
188 1502775 古川 裕真 ﾌﾙｶﾜ ﾕｳﾏ 静岡 ボンシャンスACA
190 1401536 小川 修 ｵｶﾞﾜ ｵｻﾑ 三重 MAX SPEED 97
191 1500184 小嶋 渓円 ｺｼﾞﾏ ｹｲｴﾝ 神奈川 MiNERVA-asahi
192 1400047 菅谷 修 ｽｶﾞﾔ ｵｻﾑ 東京 MIVRO
193 1800034 タイサム ジョン ﾀｲｻﾑ ｼﾞｮﾝ 東京 MIVRO
194 0811534 香山 飛龍 ｶﾔﾏ ﾋﾘｭｳ 神奈川 Yamanakako Cyclisme Formation 
195 1301795 塚本 一樹 ﾂｶﾓﾄ ｲﾂｷ 静岡 Yamanakako Cyclisme Formation 
196 1400148 福田 圭晃 ﾌｸﾀﾞ ﾖｼｱｷ 神奈川 Yamanakako Cyclisme Formation 
197 1100076 角田 光隆 ｽﾐﾀﾞ ﾐﾂﾀｶ 奈良 EURO-WORKS Racing
198 1001922 森 俊夫 ﾓﾘ ﾄｼｵ 奈良 EURO-WORKS Racing
202 0601614 松尾 修作 ﾏﾂｵ ｼｭｳｻｸ 東京 Roppongi Express
203 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
204 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
206 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
207 1500258 前川 太一 ﾏｴｶﾜ ﾀｲﾁ 千葉 湾岸サイクリング・ユナイテッド



【クラスタ:E2  グレード:Bc】 69名 2020/8/8
No. JCF ID 氏名 カナ 登録地 チーム名
302 1700601 川田 翔太 ｶﾜﾀﾞ ｼｮｳﾀ 東京 AVENTURA VICTORIA RACING
303 0700758 西沢 倭義 ﾆｼｻﾞﾜ ｲﾖﾘ 京都 AVENTURA VICTORIA RACING
304 1700700 日暮 将和 ﾋｸﾞﾗｼ ﾏｻｶｽﾞ 千葉 AutoBahnGotemba
305 1800452 舟山 祥弘 ﾌﾅﾔﾏ ﾖｼﾋﾛ 東京 AKIRUNO CYCLING ACADEMY PROJECT
308 0900512 山野内 徹 ﾔﾏﾉｳﾁ ﾄｵﾙ 神奈川 atelierFLEUVE Racing
309 900003 森川 恭徳 ﾓﾘｶﾜ ﾔｽﾉﾘ 静岡 Arancia Collina c.c
311 1602140 小林 昴心 ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳｼﾝ 神奈川 イナーメ信濃山形-EFT
312 1900199 中野 圭 ﾅｶﾉ ｹｲ 愛知 イナーメ信濃山形-EFT
320 9901555 岡野 陽一 ｵｶﾉ ﾖｳｲﾁ 栃木 エルニーニョ・ケンポク
321 1800234 福田 龍生 ﾌｸﾀﾞ ﾘｭｳ 東京 ElecTFew Cycling
322 9700200 梶木 恒介 ｶｼﾞｷ ｺｳｽｹ 宮城 eNShare Cycling Team
323 1901347 野田 恭平 ﾉﾀﾞ ｷｮｳﾍｲ 兵庫 ALL OUT reric
324 1600461 小林 崇 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶｼ 千葉 オッティモ・JMSDF下総
325 1802380 室賀 貴仁 ﾑﾛｶﾞ ﾀｶﾋﾄ 栃木 Horizonte Amateur Cycling Team
326 1001913 梅野 秀哉 ｳﾒﾉ ﾋﾃﾞﾔ 東京 北本サイクリングクラブ
327 0901784 梅野 優哉 ｳﾒﾉ ﾏｻﾔ 埼玉 北本サイクリングクラブ
328 0400296 渋谷 秀俊 ｼﾌﾞﾔ ﾋﾃﾞﾄｼ 山形 クラブ二輪倶
329 1800661 遠藤 裕太 ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾀ 福島 郡山サイクルフレンズ
330 1400191 植田 春樹 ｳｴﾀﾞ ﾊﾙｷ 埼玉 コムリン 
332 1500222 斉藤 茂 ｻｲﾄｳ ｼｹﾞﾙ 東京 コムリン 
335 1600679 谷脇 正一 ﾀﾆﾜｷ ﾏｻｶｽﾞ 千葉 サイクルフリーダム・レーシング
336 1402357 吉田 勝彦 ﾖｼﾀﾞ ｶﾂﾋｺ 埼玉 サイタマサイクルプロジェクト
338 1700561 石下 翔太 ｲｼｹﾞ ｼｮｳﾀ 栃木 作新学院大学
339 1600871 沢野 大地 ｻﾜﾉ ﾀﾞｲﾁ 埼玉 作新学院大学
340 1501411 村山 浩司 ﾑﾗﾔﾏ ｺｳｼ 栃木 作新学院大学
341 1400073 水田 昌宏 ﾐｽﾞﾀ ﾏｻﾋﾛ 大阪 CWASPアタリ前田
343 0000387 大橋 克弘 ｵｵﾊｼ ｶﾂﾋﾛ 静岡 SPADE・ACE
344 0900006 杉原 和剛 ｽｷﾞﾊﾗ ｶｽﾞﾋｻ 静岡 SPADE・ACE
345 9800627 安川 智一朗 ﾔｽｶﾜ ﾄﾓｲﾁﾛｳ 栃木 SPADE・ACE
346 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
347 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
348 1100689 丸田 友之 ﾏﾙﾀ ﾄﾓﾕｷ 東京 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ
350 1700033 鍛治 功 ｶｼﾞ ｲｻｵ 大阪 ZERO
351 0600912 竹内 正宏 ﾀｹｳﾁ ﾏｻﾋﾛ 神奈川 たかだフレンドレーシング
353 1703441 塩野 淳平 ｼｵﾉ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 東京 TEAM SPORTS KID GoMore
354 1800842 辻 康成 ﾂｼﾞ ﾔｽﾅﾘ 兵庫 Team ZERO UNO FRONTIER
355 1700751 小山田 亮 ｵﾔﾏﾀﾞ ﾘｮｳ 静岡 TEAM YOU CAN
356 9702623 普久原 奨 ﾌｸﾊﾗ ﾏｻﾙ 沖縄 Team Ashiviva
357 1702907 岡本 秀明 ｵｶﾓﾄ ﾋﾃﾞｱｷ 千葉 TEAM GIRO 360
360 1801451 北村 佳重 ｷﾀﾑﾗ ﾖｼﾉﾌﾞ 栃木 栃木県立真岡工業高等学校自転車競技部
361 0101229 井上 裕太郎 ｲﾉｳｴ ﾕｳﾀﾛｳ 神奈川 TONY Racing
362 1000261 小川 克広 ｵｶﾞﾜ ﾖｼﾋﾛ 栃木 夏草サイクリングチーム
363 1500265 阿島 哲夫 ｱｼﾞﾏ ﾃﾂｵ 神奈川 なるしまフレンド
364 1400135 川島 健人 ｶﾜｼﾏ ｹﾝﾄ 東京 なるしまフレンド
365 1602688 森榮 晃彦 ﾓﾘｻｶ ｱｷﾋｺ 岡山 パラティアムTOKYO
366 1602630 石塚 優太 ｲｼﾂﾞｶ ﾕｳﾀ 埼玉 日野自動車レーシングチーム
367 0701060 増田 輝之 ﾏｽﾀﾞ ﾃﾙﾕｷ 千葉 FAST LANE Racing
368 1301694 小貫 智紀 ｵﾇｷ ﾄﾓﾉﾘ 神奈川 PHANTOM 湘南
370 1802049 小泉 啓仁 ｺｲｽﾞﾐ ﾀｶﾋﾄ 東京 FORCE
371 1800125 ⾧島 慧明 ﾅｶﾞｼﾏ ｻﾄｱｷ 栃木 ブラウ・ブリッツェン
372 1800055 増田 壮真 ﾏｽﾀﾞ ｿｳﾏ 茨城 ブラウ・ブリッツェン
374 1800428 藤島 悠平 ﾌｼﾞｼﾏ ﾕｳﾍｲ 神奈川 ボンシャンスACA
376 1500415 島立 孫行 ｼﾏﾀﾞﾃ ﾏｺﾞﾕｷ 栃木 Honda栃木
377 1800361 田代 丈幸 ﾀｼﾛ ﾋﾛﾕｷ 栃木 Honda栃木
378 1700547 森 紀侑 ﾓﾘ ﾉﾘﾕｷ 栃木 My Pace Cycling
379 1900883 加藤 功也 ｶﾄｳ ﾖｼﾅﾘ 三重 MAX SPEED 97
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381 0807288 五十嵐 洸太 ｲｶﾗｼ ｺｳﾀ 神奈川 Yamanakako Cycling Club
382 1602061 山之内 壮真 ﾔﾏﾉｳﾁ ｼｮｳﾏ 神奈川 Yamanakako Cycling Club
384 1902096 皆川 晃法 ﾐﾅｶﾞﾜ ｱｷﾉﾘ 東京 Rapha Cycling Club
385 1600285 山田 貴一 ﾔﾏﾀﾞ ｷｲﾁ 東京 LINKVISION GIRASOLE CYCLING
386 1100040 小山 洋平 ｺﾔﾏ ﾖｳﾍｲ 神奈川 Racing CUBE
387 9702864 三浦 雅信 ﾐｳﾗ ﾏｻﾉﾌﾞ 東京 Racing CUBE
388 1700610 菊川 実紀 ｷｸｶﾞﾜ ﾐﾉﾘ 東京 Roppongi Express
389 1800472 相原 武 ｱｲﾊﾗ ﾀｹｼ 埼玉 Ｙʼｓ Ｒｏａｄ
390 1402095 井上 佳紀 ｲﾉｳｴ ﾖｼｷ 東京 Ｙʼｓ Ｒｏａｄ
391 1800240 安宅 将貴 ｱﾀｶ ﾏｻﾀｶ 千葉 湾岸サイクリング・ユナイテッド
392 1101715 飯嶋 睦 ｲｲｼﾞﾏ ﾑﾂﾐ 千葉 湾岸サイクリング・ユナイテッド
393 1600457 嶋津 翔天 ｼﾏﾂﾞ ｹﾝﾀ 千葉 湾岸サイクリング・ユナイテッド
395 1301739 福山 碧斗 ﾌｸﾔﾏ ｱｵﾄ 東京 湾岸サイクリング・ユナイテッド



【クラスタ:E3  グレード:Cc】 172名 2020/8/8
No. JCF ID 氏名 カナ 登録地 チーム名
502 2000193 深村 涼介 ﾌｶﾑﾗ ﾘｮｳｽｹ 神奈川 アーティファクトレーシングチーム
503 1902224 室伏 碧透 ﾑﾛﾌｼ ｱｵﾄ 千葉 AVENTURA VICTORIA RACING
504 1901014 佐藤 寛朗 ｻﾄｳ ﾋﾛｱｷ 千葉 AutoBahnGotemba
505 1101195 清涼 琢己 ｾｲﾘｮｳ ﾀｸﾐ 鳥取 AutoBahnGotemba
506 1601247 辻野 竜輝 ﾂｼﾞﾉ ﾀﾂｷ 埼玉 AutoBahnGotemba
507 1802698 永淵 陸 ﾅｶﾞﾌﾞﾁ ﾘｸ 千葉 AutoBahnGotemba
514 1901338 斎藤 健 ｻｲﾄｳ ﾀｹｼ 東京 atelierFLEUVE Racing
516 2000047 畠山 和也 ﾊﾀｹﾔﾏ ｶｽﾞﾔ 神奈川 AVANCE PLUS
518 0800879 成毛 千尋 ﾅﾙｹ ﾁﾋﾛ 東京 ALDINA
519 1800236 榎本 達也 ｴﾉﾓﾄ ﾀﾂﾔ 群馬 ALLEGRO
521 1901897 木下 顕啓 ｷﾉｼﾀ ｱｷﾋﾛ 埼玉 イナーメ信濃山形-EFT
523 2000467 菅谷 輝樹 ｽｶﾞﾔ ﾃﾙｷ 神奈川 イナーメ信濃山形-EFT
525 1802776 川崎 隼輔 ｶﾜｻｷ ｼｭﾝｽｹ 千葉 ウィンディー筑波
526 2000753 北島 柊歩 ｷﾀｼﾞﾏ ｼｭｳﾄ 茨城 ウィンディー筑波
527 2000070 髙橋 和也 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾔ 千葉 ウィンディー筑波
528 1700859 丸山 孝行 ﾏﾙﾔﾏ ﾀｶﾕｷ 茨城 ウィンディー筑波
529 1800101 山崎 寧大 ﾔﾏｻﾞｷ ﾈｵ 茨城 ウィンディー筑波
530 1700032 小林 洋平 ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｳﾍｲ 大阪 VC VELOCE
534 2000725 秋山 舜 ｱｷﾔﾏ ｼｭﾝ 神奈川 SBC Vertex Racing Team
535 2000287 稲葉 寿樹弥 ｲﾅﾊﾞ ｼﾞｭｷﾔ 埼玉 SBC Vertex Racing Team
536 1502789 大澤 淳真 ｵｵｻﾜ ｱﾂﾏｻ 東京 SBC Vertex Racing Team
537 1902450 齋藤 多嘉志 ｻｲﾄｳ ﾀｶｼ 神奈川 SBC Vertex Racing Team
538 1902453 佐伯 祐輔 ｻｴｷ ﾕｳｽｹ 神奈川 SBC Vertex Racing Team
539 2000464 高橋 豪紀 ﾀｶﾊｼ ﾋﾃﾞｷ 神奈川 SBC Vertex Racing Team
540 2000465 藤本 元貴 ﾌｼﾞﾓﾄ ｹﾞﾝｷ 神奈川 SBC Vertex Racing Team
541 2000378 松澤 柊太郎 ﾏﾂｻﾞﾜ ｼｭｳﾀﾛｳ 東京 SBC Vertex Racing Team
542 2000560 吉田 隼太郎 ﾖｼﾀﾞ ｼｭﾝﾀﾛｳﾀﾛｳ 神奈川 SBC Vertex Racing Team
543 1803049 石川 昌憲 ｲｼｶﾜ ﾏｻﾉﾘ 東京 FM730
545 1800281 水戸部 仁志 ﾐﾄﾍﾞ ﾋﾄｼ 栃木 エルニーニョ・ケンポク
546 1702902 江角 駿 ｴｽﾐ ｼｭﾝ 東京 ElecTFew Cycling
547 2000023 坂本 興一 ｻｶﾓﾄ ｵｷｶｽﾞ 東京 ElecTFew Cycling
548 1900016 川崎 亮 ｶﾜｻｷ ﾘｮｳ 兵庫 ALL OUT reric
549 2000180 山本 翔也 ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳﾔ 兵庫 ALL OUT reric
550 2000098 秋濱 佑輔 ｱｷﾊﾏ ﾕｳｽｹ 千葉 オッティモ・JMSDF下総
551 1802409 小松 祥嗣 ｺﾏﾂ ｼｮｳｼﾞ 千葉 オッティモ・JMSDF下総
552 1800897 中川 良昭 ﾅｶｶﾞﾜ ﾖｼｱｷ 千葉 オッティモ・JMSDF下総
554 1001625 小野 太 ｵﾉ ﾌﾄｼ 栃木 OYAMA STARPLEX
556 1802620 唐澤 一瑠 ｶﾗｻﾜ ｲﾁﾙ 群馬 Horizonte Amateur Cycling Team
557 2000756 吉川 大介 ﾖｼｶﾜ ﾀﾞｲｽｹ 群馬 Horizonte Amateur Cycling Team
558 1802457 田代 アッバース ﾀｼﾛ ｱｯﾊﾞｰｽ 埼玉 川口市自転車競技連盟
560 1402080 廣瀬 篤 ﾋﾛｾ ｱﾂｼ 埼玉 川口市自転車競技連盟
561 1900528 佐藤 彰馬 ｻﾄｳ ｼｮｳﾏ 群馬 Greeen Lights Racing Team
562 1900526 佐藤 浩行 ｻﾄｳ ﾋﾛﾕｷ 群馬 Greeen Lights Racing Team
564 1200760 伊藤 大地 ｲﾄｳ ﾀﾞｲﾁ 岩手 群馬グリフィンエリート
565 1900409 大出 匠 ｵｵｲﾃﾞ ﾀｸﾐ 群馬 群馬グリフィンエリート
566 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
568 2000214 ジョージ ブライアントｼﾞｮｰｼﾞ ﾌﾞﾗｲｱﾝﾄ 福島 郡山サイクルフレンズ
569 1902719 芳崎 友哉 ﾖｼｻﾞｷ ﾄﾓﾔ 埼玉 コムリン 
570 1700699 波田野 達 ﾊﾀﾉ ｲﾀﾙ 千葉 サイクルフリーダム・レーシング
572 1902735 仲平 楓太 ﾅｶﾀﾞｲﾗ ﾌｳﾀ 埼玉 サイタマサイクルプロジェクト
573 1502691 大山 慶 ｵｵﾔﾏ ｹｲ 栃木 作新学院大学
574 1901285 笹川 悠太 ｻｻｶﾞﾜ ﾕｳﾀ 栃木 作新学院大学
575 1702052 重田 倫一郎 ｼｹﾞﾀ ﾘﾝｲﾁﾛｳ 群馬 作新学院大学
576 1901870 松本 輝 ﾏﾂﾓﾄ ﾋｶﾙ 栃木 作新学院大学
577 1602654 安江 永遠 ﾔｽｴ ﾄﾜ 茨城 作新学院大学
578 1701497 渡辺 拓海 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｸﾐ 山形 作新学院大学
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579 2000191 ⾧田 裕貴 ｵｻﾀﾞ ﾕｳｷ 神奈川 シモーネ
580 1902763 河野 雄輝 ｶﾜﾉ ﾕｳｷ 東京 シモーネ
581 1602678 小久保 登志貴 ｺｸﾎﾞ ﾄｼｷ 埼玉 SNEL CYCLOCROSS TEAM
582 1901105 小林 慶次 ｺﾊﾞﾔｼ ｹｲｼﾞ 宮城 SNEL CYCLOCROSS TEAM
583 0300860 鈴木 禄徳 ｽｽﾞｷ ﾖｼﾉﾘ 千葉 SNEL CYCLOCROSS TEAM
584 1300495 積田 連 ﾂﾐﾀ ﾚﾝ 福島 SNEL CYCLOCROSS TEAM
585 1101595 藤澤 浩 ﾌｼﾞｻﾜ ﾋﾛｼ 栃木 SUBARU Cycling Team
587 1900068 内田 優 ｳﾁﾀﾞ ﾕｳ 埼玉 S`fida Prego Racing
592 2000283 松本 心平 ﾏﾂﾓﾄ ｼﾝﾍﾟｲ 埼玉 S`fida Prego Racing
594 1800409 石田 豊 ｲｼﾀﾞ ﾕﾀｶ 栃木 SPADE・ACE
595 1700066 辻本 青矢 ﾂｼﾞﾓﾄ ｾｲﾔ 静岡 SPADE・ACE
596 0801836 三上 恵仁 ﾐｶﾐ ﾔｽﾋﾄ 栃木 SPADE・ACE
597 2000074 和田 仁明 ﾜﾀﾞ ﾋﾛｱｷ 栃木 SPADE・ACE
599 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
600 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
601 2000471 宮脇 陸徳 ﾐﾔﾜｷ ﾘｸﾄ 大阪 ZERO
608 2001531 西村 圭二郎 ﾑﾗ ｹｲｼﾞﾛｳ 兵庫 Team ZERO UNO FRONTIER
609 1600641 武野 泰明 ﾀｹﾉ ﾔｽｱｷ 神奈川 Team BFY Racing
611 1600295 佐藤 裕太 ｻﾄｳ ﾕｳﾀ 東京 TEAM YOU CAN
612 1501711 高梨 万里王 ﾀｶﾅｼ ﾏﾘｵ 静岡 TEAM YOU CAN
614 1001775 宮田 和幸 ﾐﾔﾀ ｶｽﾞﾕｷ 栃木 Team Ashiviva
615 1900101 宮本 真吾 ﾐﾔﾓﾄ ｼﾝｺﾞ 栃木 Team Ashiviva
616 2000242 菱木 裕一 ﾋｼｷ ﾕｳｲﾁ 千葉 TEAM GIRO 360
617 1900468 林田 瑛心 ﾊﾔｼﾀﾞ ｴｲｼﾝ 宮城 Team nacree
619 1703519 中嶋 秀成 ﾅｶｼﾞﾏ ﾋﾃﾞﾅﾘ 栃木 チームWADA
620 1703523 宮崎 直樹 ﾐﾔｻﾞｷ ﾅｵｷ 栃木 チームWADA
621 1001748 本柳 隆志 ﾓﾄﾔﾅｷﾞ ﾀｶｼ 栃木 チームWADA
622 1703336 飯塚 和弘 ｲｲﾂﾞｶ ｶｽﾞﾋﾛ 埼玉 チバポンズ
623 1900296 山本 星良 ﾔﾏﾓﾄ ｾﾗ 神奈川 津久井高校自転車競技部
625 1900293 近藤 剛 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｹｼ 群馬 TRC PANAMAREDS
626 1400620 渋谷 明 ｼﾌﾞﾔ ｱｷﾗ 群馬 TRC PANAMAREDS
627 2000057 南雲 紀志 ﾅｸﾞﾓ ｶｽﾞｼ 群馬 TRC PANAMAREDS
629 1500280 安江 拓馬 ﾔｽｴ ﾀｸﾏ 神奈川 天狗党
630 2000281 三木 颯一郎 ﾐｷ ｿｳｲﾁﾛｳ 徳島 徳島サイクルレーシング
631 2001249 荒川 優治 ｱﾗｶﾜ ﾕｳｼﾞ 栃木 栃木県立真岡工業高等学校自転車競技部
632 2001248 金澤 映幸 ｶﾅｻﾞﾜ ﾊﾕ 栃木 栃木県立真岡工業高等学校自転車競技部
633 1901422 清水 大地 ｼﾐｽﾞ ﾀﾞｲﾁ 栃木 栃木県立真岡工業高等学校自転車競技部
634 1901423 杉山 陸 ｽｷﾞﾔﾏ ﾘｸ 栃木 栃木県立真岡工業高等学校自転車競技部
635 1901421 髙田 颯天 ﾀｶﾀﾞ ﾊﾔﾃ 栃木 栃木県立真岡工業高等学校自転車競技部
636 1901419 塚原 翔龍 ﾂｶﾊﾗ ｼｮｳﾘ 栃木 栃木県立真岡工業高等学校自転車競技部
637 2001247 ⾧島 知輝 ﾅｶﾞｼﾏ ﾄﾓｷ 栃木 栃木県立真岡工業高等学校自転車競技部
638 1901571 野沢 昴矢 ﾉｻﾞﾜ ｺｳﾔ 栃木 栃木県立真岡工業高等学校自転車競技部
639 1901420 栁 颯太郎 ﾔﾅｷﾞ ｿｳﾀﾛｳ 栃木 栃木県立真岡工業高等学校自転車競技部
640 1801046 井川 弘貴 ｲｶﾞﾜ ﾋﾛｷ 千葉 TONY Racing
643 2000335 関谷 勇希 ｾｷﾔ ﾕｳｷ 神奈川 TONY Racing
646 2000524 今 大虎 ｺﾝ ﾀｲｺﾞ 栃木 那須ハイランドパークレーシングチーム
647 1703295 山科 龍大 ﾔﾏｼﾅ ﾘｭｳﾀ 神奈川 那須ハイランドパークレーシングチーム
648 1703219 塚越 一生 ﾂｶｺﾞｼ ｲｯｾｲ 東京 なるしまフレンド
649 1100881 村上 淳 ﾑﾗｶﾐ ｼﾞｭﾝ 東京 なるしまフレンド
650 0900273 中山 恭介 ﾅｶﾔﾏ ｷｮｳｽｹ 神奈川 HAMMER!!BROS
651 2000956 児玉 渉 ｺﾀﾞﾏ ﾜﾀﾙ 宮城 ハヤサカサイクルレーシングチーム
652 1902387 鈴木 直樹 ｽｽﾞｷ ﾅｵｷ 北海道 ハヤサカサイクルレーシングチーム
653 1900100 柏 真輔 ｶｼﾜ ｼﾝｽｹ 栃木 Hangover
655 1900035 田上 建 ﾀｶﾞﾐ ﾀﾂﾙ 栃木 Hangover
656 1501122 齊藤 宏樹 ｻｲﾄｳ ﾋﾛｷ 東京 BMレーシングZUNOW
657 1301685 日野 颯 ﾋﾉ ｿｳ 埼玉 BMレーシングZUNOW
658 0300042 島﨑 晃一 ｼﾏｻﾞｷ ｺｳｲﾁ 東京 日野自動車レーシングチーム
659 9702859 本田 雅昭 ﾎﾝﾀﾞ ﾏｻｱｷ 東京 日野自動車レーシングチーム
660 1902060 細田 素弘 ﾎｿﾀﾞ ﾓﾄﾋﾛ 東京 FAST LANE Racing
661 2000016 丸渕 聖悟 ﾏﾙﾌﾞﾁ ｼｮｳｺﾞ 東京 FAST LANE Racing



667 1900243 秋元 碧 ｱｷﾓﾄ ｱｵ 栃木 ブラウ・ブリッツェン
668 1401435 大野 佑斗 ｵｵﾉ ﾕｳﾄ 栃木 ブラウ・ブリッツェン
669 1900472 柏崎 蒼虎 ｶｼﾜｻﾞｷ ｼｹﾞﾄ 栃木 ブラウ・ブリッツェン
670 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
671 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
672 2000075 柴田 渓佑 ｼﾊﾞﾀ ｹｲｽｹ 栃木 ブラウ・ブリッツェン
673 1401312 鈴木 悠介 ｽｽﾞｷ ﾕｳｽｹ 栃木 ブラウ・ブリッツェン
674 2000263 田澤 瑶平 ﾀｻﾞﾜ ﾖｳﾍｲ 東京 ブラウ・ブリッツェン
675 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
676 1700761 堀江 一葉 ﾎﾘｴ ｶｽﾞﾊ 茨城 ブラウ・ブリッツェン
677 1900189 松本 溜凪 ﾏﾂﾓﾄ ﾙﾅ 栃木 ブラウ・ブリッツェン
678 1602578 水上 央渉 ﾐｽﾞｶﾐ ｶﾅﾙ 栃木 ブラウ・ブリッツェン
679 1800264 村井 佑圭 ﾑﾗｲ ﾕｳｷ 栃木 ブラウ・ブリッツェン
680 1900281 本井 大裕 ﾓﾄｲ ﾀﾞｲｽｹ 栃木 ブラウ・ブリッツェン
681 1900153 萩谷 蒼風 ﾊｷﾞﾔ ｿﾗ 茨城 FLECHA
682 1700590 桶野 純平 ｵｹﾉ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 東京 ホダカファクトリーレーシング
683 1500242 髙橋 綱喜 ﾀｶﾊｼ ｺｳｷ 神奈川 ホダカファクトリーレーシング
684 1201285 詫間 啓耀 ﾀｸﾏ ﾀｶｱｷ 神奈川 ホダカファクトリーレーシング
685 2000479 峰岸 一樹 ﾐﾈｷﾞｼ ｶｽﾞｷ 埼玉 ホダカファクトリーレーシング
686 1800471 佐々木 啄人 ｻｻｷ ﾀｸﾄ 宮城 ボンシャンスACA
690 2000487 石川 哲章 ｲｼｶﾜ ﾃﾂｱｷ 静岡 ミソノイレーシングチーム
691 1902761 井上 慶亮 ｲﾉｳｴ ﾖｼｱｷ 千葉 MiNERVA-asahi
692 1600521 今井 亮太 ｲﾏｲ ﾘｮｳﾀ 神奈川 MiNERVA-asahi
693 2000213 小林 将人 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾄ 福島 MiNERVA-asahi
694 1902732 永友 宏樹 ﾅｶﾞﾄﾓ ﾋﾛｷ 東京 MiNERVA-asahi
697 2000530 堀江 郁人 ﾎﾘｴ ﾌﾐﾄ 静岡 MiNERVA-asahi
700 1700609 中山 洋平 ﾅｶﾔﾏ ﾖｳﾍｲ 東京 MIVRO
702 1600008 高山 秀樹 ﾀｶﾔﾏ ﾋﾃﾞｷ 大阪 MUUR
703 1800696 荒井 佑輔 ｱﾗｲ ﾕｳｽｹ 栃木 矢板アローズCyclingTeam
704 2000469 佐藤 光翼 ｻﾄｳ ｺｳｽｹ 栃木 矢板アローズCyclingTeam
705 1900372 西川 正隼 ﾆｼｶﾜ ﾏｻﾄｼ 栃木 矢板アローズCyclingTeam
706 2000113 古川 修 ﾌﾙｶﾜ ｵｻﾑ 栃木 矢板アローズCyclingTeam
707 2000035 増子 悠樹 ﾏｽｺ ﾕｳｷ 栃木 矢板アローズCyclingTeam
709 1902384 稲葉 蒼 ｲﾅﾊﾞ ｱｵｲ 山梨 Yamanakako Cycling Club
710 1902423 井上 悠 ｲﾉｳｴ ﾊﾙｶ 山梨 Yamanakako Cycling Club
711 1902658 権田 歩人 ｺﾞﾝﾀﾞ ｱﾙﾄ 東京 Yamanakako Cycling Club
712 2001388 望月 蓮 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾚﾝ 神奈川 Yamanakako Cycling Club
713 1800310 関 純夫 ｾｷ ﾏｻｵ 神奈川 YOKOSUKA UNO RACING
717 1900249 林 伶音 ﾊﾔｼ ﾚｵﾝ 千葉 横浜高校自転車競技部
718 1902123 東 厚希 ﾋｶﾞｼ ｱﾂｷ 神奈川 横浜高校自転車競技部
721 1600860 山口 泰司 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛｼ 大阪 La Belle Équipe
723 1901446 吉川 大地 ﾖｼｶﾜ ﾀﾞｲﾁ 神奈川 Rapha Cycling Club
724 1000754 橘田 和樹 ｷｯﾀ ｶｽﾞｷ 栃木 リベルタスTOCHIGI BICYCLE CLUB
726 2000454 佐藤 彰 ｻﾄｳ ｱｷﾗ 栃木 リベルタスTOCHIGI BICYCLE CLUB
727 1800657 梅崎 匠平 ｳﾒｻｷ ｼｮｳﾍｲ 神奈川 LINKVISION GIRASOLE CYCLING
728 1800418 金谷 崇系 ｶﾅﾀﾆ ﾀｶﾂｸﾞ 東京 LINKVISION GIRASOLE CYCLING
729 2000314 菅田 有記 ｽｹﾞﾀ ﾕｳｷ 東京 LINKVISION GIRASOLE CYCLING
730 2000289 大徳 繁騎 ﾀﾞｲﾄｸ ｼｹﾞｷ 埼玉 LINKVISION GIRASOLE CYCLING
733 1902684 中村 陸 ﾅｶﾑﾗ ﾘｸ 東京 LINKVISION GIRASOLE CYCLING
734 2000837 藤岡 栄翔 ﾌｼﾞｵｶ ｴｲｼｮｳ 千葉 LINKVISION GIRASOLE CYCLING
735 2000924 本田 啓仁 ﾎﾝﾀﾞ ｹｲﾄ 東京 LINKVISION GIRASOLE CYCLING
738 1900638 山中 健士朗 ﾔﾏﾅｶ ｹﾝｼﾛｳ 神奈川 LINKVISION GIRASOLE CYCLING
739 1900554 渡邉 和貴 ﾜﾀﾅﾍ ｶｽﾞｷ 東京 LINKVISION GIRASOLE CYCLING
741 1902333 江澤 秀朋 ｴｻﾞﾜ ｼｭｳﾎｳ 埼玉 Ｙʼｓ Ｒｏａｄ
742 2000182 濱島 竜之介 ﾊﾏｼﾞﾏ ﾘｭｳﾉｽｹ 東京 Ｙʼｓ Ｒｏａｄ
743 1901333 宮田 直也 ﾐﾔﾀ ﾅｵﾔ 千葉 湾岸サイクリング・ユナイテッド



【クラスタ:F  グレード:Bc】 16名 2020/8/8
No. JCF ID 氏名 カナ 登録地 チーム名
251 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
252 1701126 後藤 安佐 ｺﾞﾄｳ ｱｻ 埼玉 イナーメ信濃山形-F
254 1201405 樫木 祥子 ｶｼｷ ｼｮｳｺ 東京 株式会社オーエンス 
256 1800032 森本 保乃花 ﾓﾘﾓﾄ ﾎﾉｶ 大阪 ZERO
258 1700729 伊藤 優以 ｲﾄｳ ﾕｲ 兵庫 Team ZERO UNO FRONTIER
259 1602704 久木野 衣美 ｸｷﾉ ｴﾐ 鹿児島 TEAM YOU CAN
260 1100515 前島 律子 ﾏｴｼﾞﾏ ﾘﾂｺ 東京 チバポンズ
261 1900406 栗原 裕美子 ｸﾘﾊﾗ ﾕﾐｺ 群馬 TRC PANAMAREDS
263 5185635 中原 恭恵 ﾅｶﾊﾗ ﾔｽｴ 広島 AVENTURA VICTORIA RACING
264 1402138 安藤 沙弥 ｱﾝﾄﾞｳ ｻﾔ 東京 フィッツ
266 1201909 小田 恵利花 ｵﾀﾞ ｴﾘｶ 東京 フィッツ
270 2000383 内堀 昭子 ｳﾁﾎﾞﾘ ｱｷｺ 東京 MOPS
271 1402074 大堀 博美 ｵｵﾎﾘ ﾋﾛﾐ 神奈川 MOPS
272 1600453 新川 明子 ｼﾝｶﾜ ｱｷｺ 栃木 Live GARDEN BICI STELLE
273 1301646 林口 幸恵 ﾊﾔｼｸﾞﾁ ﾕｷｴ 栃木 Live GARDEN BICI STELLE
274 1702829 植竹 海貴 ｳｴﾀｹ ﾐｷ 東京 Ｙʼｓ Ｒｏａｄ
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