
【クラスタ:P1/E1  グレード:ブロンズ】 179名 2020/8/18
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
46 1001732 堀 孝明 ﾎﾘ ﾀｶｱｷ 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
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
89 0201014 大塚 航 ｵｵﾂｶ ﾜﾀﾙ 京都 VICTOIRE 広島
90 1700667 西田 優大 ﾆｼﾀﾞ ﾕｳﾀﾞｲ 滋賀 VICTOIRE 広島
91 1200122 平林 楓輝 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾌｳｷ 愛媛 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
122 0501593 内野 直也 ｳﾁﾉ ﾅｵﾔ 埼玉 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
126 0800592 岡 泰誠 ｵｶ ﾔｽﾏｻ 茨城 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
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
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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
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
164 1702835 小林 弘幸 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾕｷ ⾧野 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
183 9702834 中村 文武 ﾅｶﾑﾗ ﾌﾐﾀｹ 東京 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
188 9702852 藤田 勉 ﾌｼﾞﾀ ﾂﾄﾑ 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
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
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
267 1502291 糸川 典往 ｲﾄｶﾜ ﾉﾘﾕｷ 島根 eNShare Racing Team
269 1502726 松浦 正己 ﾏﾂｳﾗ ﾏｻｷ 広島 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
301 1000072 馬渡 伸弥 ﾏﾜﾀﾘ ｼﾝﾔ 広島 群馬グリフィンレーシングチーム
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
303 0500716 飯野 智行 ｲｲﾉ ﾄﾓﾕｷ 栃木 群馬グリフィンレーシングチーム
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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
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
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
345 1201592 阿部 航大 ｱﾍﾞ ｺｳﾀﾞｲ 栃木 さいたまディレーブ
346 1101337 小野 康太郎 ｵﾉ ｺｳﾀﾛｳ 東京 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
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
361 1100567 大町 健斗 ｵｵﾏﾁ ｹﾝﾄ 広島 JCF強化指定選抜チーム
362 1701257 川崎 三織 ｶﾜｻｷ ﾐｵﾘ 埼玉 JCF強化指定選抜チーム
363 1501574 小出 樹 ｺｲﾃﾞ ｲﾂｷ ⾧野 JCF強化指定選抜チーム
364 1101876 花田 聖誠 ﾊﾅﾀﾞ ｷﾖﾏｻ 東京 JCF強化指定選抜チーム
No. JCF ID 氏名 カナ 登録地 チーム名
401 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
402 0701310 管 洋介 ｽｶﾞ ﾖｳｽｹ 茨城 AVENTURA VICTORIA RACING
403 1301908 山口 和来 ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｽﾞｷ 東京 AVENTURA VICTORIA RACING
404 1402251 白石 光 ｼﾗｲｼ ﾋｶﾙ 神奈川 イナーメ信濃山形-EFT
405 1602033 牧野 郁斗 ﾏｷﾉ ｲｸﾄｲﾄﾄ 北海道 イナーメ信濃山形-EFT
406 1600024 天野 壮悠 ｱﾏﾉ ﾀｹﾊﾙ 大阪 VC VELOCE
407 1800085 池川 辰哉 ｲｹｶﾞﾜ ﾀﾂﾔ 大阪 VC VELOCE
408 0500349 井上 人志 ｲﾉｳｴ ﾋﾄｼ 滋賀 VC VELOCE
409 0601273 松木 健治 ﾏﾂｷ ｹﾝｼﾞ 京都 VC VELOCE
410 1301128 小野寺 望 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾉｿﾞﾑ 東京 VENTOS ACT2
412 1700059 平井 光介 ﾋﾗｲ ｺｳｽｹ 山梨 EQADS
413 1601077 湯浅 博貴 ﾕｱｻ ﾋﾛﾀｶ 埼玉 EQADS
414 0801291 紺野 元汰 ｺﾝﾉ ｹﾞﾝﾀ 神奈川 SBC Vertex Racing Team
415 1700413 鳥倉 必勝 ﾄﾘｸﾗ ﾋｯｼｮｳ 神奈川 SBC Vertex Racing Team
416 1501977 渡辺 拓也 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｸﾔ 愛知 SBC Vertex Racing Team
417 1802270 清水 嘉人 ｼﾐｽﾞ ﾖｼﾄ 兵庫 eNShare Cycling Team
418 1800333 小林 亮 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳ 兵庫 ALL OUT reric
419 1802568 原田 将人 ﾊﾗﾀﾞ ﾏｻﾄ 兵庫 ALL OUT reric
420 1800342 本多 晴飛 ﾎﾝﾀﾞ ﾊﾙﾋ 兵庫 ALL OUT reric
421 1100570 光山 英典 ﾐﾂﾔﾏ ﾋﾃﾞﾉﾘ 千葉 GROWING Racing Team
422 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
423 1802426 小村 悠樹 ｺﾑﾗ ﾊﾙｷ 石川 Kochel V.C. Sputnik
425 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
427 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
428 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
430 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
431 1401083 及川 一総 ｵｲｶﾜ ｶｽﾞｻ 岩手 作新学院大学
432 1702090 髙田 楓雅 ﾀｶﾀﾞ ﾌｳｶﾞ 栃木 作新学院大学
433 1801341 中村 優太 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾀ 栃木 作新学院大学
434 0800776 照屋 貴己 ﾃﾙﾔ ｱﾂｷ 東京 サンクスサイクルラボ
437 1300031 増田 弘誠 ﾏｽﾀﾞ ﾋﾛﾅｶﾞ 静岡 SPADE・ACE
438 1502700 塚本 隼 ﾂｶﾓﾄ ﾊﾔﾄ 大阪 ZERO
439 1700035 花田 金之介 ﾊﾅﾀﾞ ｷﾝﾉｽｹ 大阪 ZERO
441 1400603 吉岡 拓也 ﾖｼｵｶ ﾀｸﾔ 福井 Team Eurasia - iRC TIRE
442 1900483 棈木 関二 ｱﾍﾞｷ ｶﾝｼﾞ 神奈川 Champion System Japan Test Team
447 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
448 1402092 川野 健太 ｶﾜﾉ ｹﾝﾀ 東京 日本ろう自転車競技協会
449 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
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450 1602676 原田 敬文 ﾊﾗﾀﾞ ﾀｶﾌﾐ 山口 Pinazou Test Team
451 1701988 東 優仁 ｱｽﾞﾏ ﾕｳﾄ 大阪 VC福岡（エリート）
452 1700662 檜室 建斗 ﾋﾑﾛ ｹﾝﾄ 大阪 VC福岡（エリート）
454 1600278 御堂 力哉 ﾐﾄﾞｳ ﾘｷﾔ 東京 FORCE
455 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
456 1800308 鈴木 道也 ｽｽﾞｷ ﾐﾁﾔ 福島 ブラウ・ブリッツェン
457 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
458 1500184 小嶋 渓円 ｺｼﾞﾏ ｹｲｴﾝ 神奈川 MiNERVA-asahi
459 1800034 タイサム ジョン ﾀｲｻﾑ ｼﾞｮﾝ 東京 MIVRO
460 1301795 塚本 一樹 ﾂｶﾓﾄ ｲﾂｷ 静岡 Yamanakako Cyclisme Formation 
461 1500648 福吉 紳悟 ﾌｸﾖｼ ｼﾝｺﾞ 神奈川 YOKOSUKA UNO RACING
463 1802984 小貫 耕平 ｵﾇｷ ｺｳﾍｲ 東京 LINKVISION GIRASOLE CYCLING
464 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
465 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
466 1602061 山之内 壮真 ﾔﾏﾉｳﾁ ｼｮｳﾏ 神奈川 Yamanakako Cyclisme Formation 
467 0801875 小橋 勇利 ｺﾊﾞｼ ﾕｳﾘ 北海道 YURIFitCyclingTEAM
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【クラスタ:E2/E3 グレード:B】 95名 2020/8/18
No. JCF ID 氏名 カナ 登録地 チーム名
602 1700700 日暮 将和 ﾋｸﾞﾗｼ ﾏｻｶｽﾞ 千葉 AutoBahnGotemba
603 1800452 舟山 祥弘 ﾌﾅﾔﾏ ﾖｼﾋﾛ 東京 AKIRUNO CYCLING ACADEMY PROJECT
604 9701343 向山 浩司 ﾑｺｳﾔﾏ ｺｳｼﾞ 東京 AKIRUNO CYCLING ACADEMY PROJECT
607 1602690 吉江 元 ﾖｼｴ ﾊｼﾞﾒ 茨城 イナーメ信濃山形-EFT
610 0800652 辻 邦浩 ﾂｼﾞ ｸﾆﾋﾛ 京都 VC VELOCE
611 1501669 椎貝 竜哉 ｼｲｶﾞｲ ﾘｭｳﾔﾔ 栃木 SBC Vertex Racing Team
612 1301405 本田 竜介 ﾎﾝﾀﾞ ﾘｭｳｽｹ 新潟 F(t)麒麟山 Racing
613 1500511 北浦 暁 ｷﾀｳﾗ ｱｷﾗ 宮城 エルドラード東北
614 1800234 福田 龍生 ﾌｸﾀﾞ ﾘｭｳ 東京 ElecTFew Cycling
615 1901347 野田 恭平 ﾉﾀﾞ ｷｮｳﾍｲ 兵庫 ALL OUT reric
616 1802380 室賀 貴仁 ﾑﾛｶﾞ ﾀｶﾋﾄ 栃木 Horizonte Amateur Cycling Team
617 1400191 植田 春樹 ｳｴﾀﾞ ﾊﾙｷ 埼玉 コムリン 
618 1400139 木下 翔平 ｷﾉｼﾀ ｼｮｳﾍｲ 埼玉 コムリン 
619 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
620 1800063 佐々木 友輔 ｻｻｷ ﾕｳｽｹ 千葉 サイクルフリーダム・レーシング
622 1900204 宮本 博之 ﾐﾔﾓﾄ ﾋﾛﾕｷ 埼玉 彩北ツブラーゼ
623 1400079 島田 英樹 ｼﾏﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ 大阪 Sakatani Racing
624 1700561 石下 翔太 ｲｼｹﾞ ｼｮｳﾀ 栃木 作新学院大学
625 1600871 沢野 大地 ｻﾜﾉ ﾀﾞｲﾁ 埼玉 作新学院大学
626 1501411 村山 浩司 ﾑﾗﾔﾏ ｺｳｼ 栃木 作新学院大学
627 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
628 0400358 鈴木 大忠 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾀﾀﾞ 群馬 SUBARU Cycling Team
629 1502464 齋藤 友一 ｻｲﾄｳ ﾕｳｲﾁ 静岡 SPADE・ACE
630 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
633 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
635 1800842 辻 康成 ﾂｼﾞ ﾔｽﾅﾘ 兵庫 Team ZERO UNO FRONTIER
636 1700751 小山田 亮 ｵﾔﾏﾀﾞ ﾘｮｳ 静岡 TEAM YOU CAN
637 1300010 鈴木 史竜 ｽｽﾞｷ ｼﾘｭｳ 静岡 Team Eurasia - iRC TIRE
638 1502336 橋本 嶺登 ﾊｼﾓﾄ ﾚｲﾄ ⾧野 テクニカルパートナーサイクリングチーム
640 1400135 川島 健人 ｶﾜｼﾏ ｹﾝﾄ 東京 なるしまフレンド
641 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
646 1300084 新井 優樹 ｱﾗｲ ﾕｳ 埼玉 Pedalist
648 0807288 五十嵐 洸太 ｲｶﾗｼ ｺｳﾀ 神奈川 Yamanakako Cycling Club
651 1600332 佐藤 駿 ｻﾄｳ ｼｭﾝ 群馬 Rapha Cycling Club
652 1902096 皆川 晃法 ﾐﾅｶﾞﾜ ｱｷﾉﾘ 東京 Rapha Cycling Club
653 1600285 山田 貴一 ﾔﾏﾀﾞ ｷｲﾁ 東京 LINKVISION GIRASOLE CYCLING
No. JCF ID 氏名 カナ 登録地 チーム名
803 1901014 佐藤 寛朗 ｻﾄｳ ﾋﾛｱｷ 千葉 AutoBahnGotemba
804 2000922 松原 瑠南 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾙﾅﾝ 東京 AKIRUNO CYCLING ACADEMY PROJECT
815 1901380 村上 翔馬 ﾑﾗｶﾐ ｼｮｳﾏ 神奈川 VENTOS ACT2
817 2000287 稲葉 寿樹弥 ｲﾅﾊﾞ ｼﾞｭｷﾔ 埼玉 SBC Vertex Racing Team
818 1902453 佐伯 祐輔 ｻｴｷ ﾕｳｽｹ 神奈川 SBC Vertex Racing Team
819 2000464 高橋 豪紀 ﾀｶﾊｼ ﾋﾃﾞｷ 神奈川 SBC Vertex Racing Team
824 2000180 山本 翔也 ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳﾔ 兵庫 ALL OUT reric
825 2000098 秋濱 佑輔 ｱｷﾊﾏ ﾕｳｽｹ 千葉 オッティモ・JMSDF下総
827 2001518 稲村 啓明 ｲﾅﾑﾗ ﾋﾛｱｷ 栃木 OYAMA STARPLEX
828 1001625 小野 太 ｵﾉ ﾌﾄｼ 栃木 OYAMA STARPLEX
829 1802620 唐澤 一瑠 ｶﾗｻﾜ ｲﾁﾙ 群馬 Horizonte Amateur Cycling Team
830 2001577 高橋 健 ﾀｶﾊｼ ﾀｹｼ 埼玉 川口市自転車競技連盟
831 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
832 2001675 箱家 泰平 ﾊｺﾔ ﾀｲﾍｲ 埼玉 川口市自転車競技連盟
833 1402080 廣瀬 篤 ﾋﾛｾ ｱﾂｼ 埼玉 川口市自転車競技連盟
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834 1900528 佐藤 彰馬 ｻﾄｳ ｼｮｳﾏ 群馬 Greeen Lights Racing Team
837 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
839 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
841 1902719 芳崎 友哉 ﾖｼｻﾞｷ ﾄﾓﾔ 埼玉 コムリン 
842 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
847 1901870 松本 輝 ﾏﾂﾓﾄ ﾋｶﾙ 栃木 作新学院大学
849 1701497 渡辺 拓海 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｸﾐ 山形 作新学院大学
850 2000112 千葉 崇広 ﾁﾊﾞ ﾀｶﾋﾛ 東京 サンクスサイクルラボ
851 2000191 ⾧田 裕貴 ｵｻﾀﾞ ﾕｳｷ 神奈川 シモーネ
852 1902763 河野 雄輝 ｶﾜﾉ ﾕｳｷ 東京 シモーネ
857 1900068 内田 優 ｳﾁﾀﾞ ﾕｳ 埼玉 S`fida Prego Racing
858 2000091 内山 智貴 ｳﾁﾔﾏ ﾄﾓｷ 埼玉 S`fida Prego Racing
859 2000233 奥村 純 ｵｸﾑﾗ ｼﾞｭﾝ 埼玉 S`fida Prego Racing
860 1902627 片桐 拓也 ｶﾀｷﾞﾘ ﾀｸﾔ 埼玉 S`fida Prego Racing
861 2000092 DAVID HYRON ﾀﾞﾋﾞｯﾄﾞ ﾊｲﾛﾝ 埼玉 S`fida Prego Racing
862 2000109 土屋 雄一郎 ﾂﾁﾔ ﾕｳｲﾁﾛｳ 埼玉 S`fida Prego Racing
863 2000283 松本 心平 ﾏﾂﾓﾄ ｼﾝﾍﾟｲ 埼玉 S`fida Prego Racing
864 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
865 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
866 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
869 9802499 池田 勝之介 ｲｹﾀﾞ ｶﾂﾉｽｹ 東京 TEAM SPORTS KID GoMore
871 2001531 西村 圭二郎 ﾑﾗ ｹｲｼﾞﾛｳ 兵庫 Team ZERO UNO FRONTIER
873 1600295 佐藤 裕太 ｻﾄｳ ﾕｳﾀ 東京 TEAM YOU CAN
874 1501711 高梨 万里王 ﾀｶﾅｼ ﾏﾘｵ 静岡 TEAM YOU CAN
875 1601904 古林 一夢 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾄﾑ 石川 Team Eurasia - iRC TIRE
876 1902774 寺澤 アンドリュウ ﾃﾗｻﾜ ｱﾝﾄﾞﾘｭｳ ⾧野 Team Eurasia - iRC TIRE
881 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
884 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
887 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
888 1700218 竹内 碧海 ﾀｹｳﾁ ｱｵｲ 福岡 VC福岡（エリート）
889 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）
892 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
896 2000263 田澤 瑶平 ﾀｻﾞﾜ ﾖｳﾍｲ 東京 ブラウ・ブリッツェン
900 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
901 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
903 2000213 小林 将人 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾄ 福島 MiNERVA-asahi
904 1900511 島津 真乃介 ｼﾏﾂﾞ ｼﾝﾉｽｹ 静岡 MIVRO
905 1702585 池邊 刀那 ｲｹﾍﾞ ｶﾀﾅ 北海道 MUUR
906 1600008 高山 秀樹 ﾀｶﾔﾏ ﾋﾃﾞｷ 大阪 MUUR
912 9702487 江下 健太郎 ｴｼﾀ ｹﾝﾀﾛｳ 福岡 山口県自転車競技連盟・GRP
922 1600860 山口 泰司 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛｼ 大阪 La Belle Équipe
923 2000078 黒澤 明 ｸﾛｻﾜ ｱｷﾗ 東京 Rapha Cycling Club
925 1901446 吉川 大地 ﾖｼｶﾜ ﾀﾞｲﾁ 神奈川 Rapha Cycling Club
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【クラスタ:F グレード:B】 12名 2020/8/18
No. JCF ID 氏名 カナ 登録地 チーム名
1 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
2 1600876 本田 母映 ﾎﾝﾀﾞ ﾓｴ 新潟 F(t)麒麟山 Racing
3 1201405 樫木 祥子 ｶｼｷ ｼｮｳｺ 東京 株式会社オーエンス 
4 1700745 西倉 陽子 ﾆｼｸﾗ ﾖｳｺ 埼玉 GROWING Racing Team
5 1800080 土屋 文果 ﾂﾁﾔ ｱﾔｶ 千葉 サンクスサイクルラボ
6 1700729 伊藤 優以 ｲﾄｳ ﾕｲ 兵庫 Team ZERO UNO FRONTIER
7 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
8 1201909 小田 恵利花 ｵﾀﾞ ｴﾘｶ 東京 フィッツ
9 1402074 大堀 博美 ｵｵﾎﾘ ﾋﾛﾐ 神奈川 MOPS
10 0401474 米田 和美 ﾖﾈﾀﾞ ｶｽﾞﾐ 北海道 MOPS
11 1500249 渡部 春雅 ﾜﾀﾍﾞ ｶｽｶﾞ 神奈川 駒澤大学高等学校
12 1600217 太郎田 水桜 ﾀﾛｳﾀﾞ ﾐｵ 東京 法政大学
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【クラスタ:M グレード:B】 52名 2020/8/18
No. JCF ID 氏名 カナ 登録地 チーム名
101 0100833 船山 崇 ﾌﾅﾔﾏ ﾀｶｼ 東京 ACQUA TAMA
102 9702875 山口 博久 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛﾋｻ 東京 ACQUA TAMA
103 1601008 岩佐 信吾 ｲﾜｻ ｼﾝｺﾞ ⾧野 イナーメ信濃山形-EFT
104 1300559 柴田 直樹 ｼﾊﾞﾀ ﾅｵｷ ⾧野 イナーメ信濃山形-EFT
105 0400076 中井 光博 ﾅｶｲ ﾐﾂﾋﾛ 岐阜 イナーメ信濃山形-EFT
106 1300540 松井 大悟 ﾏﾂｲ ﾀﾞｲｺﾞ 石川 イナーメ信濃山形-EFT
107 9701455 夜野 正紀 ﾖﾉ ﾏｻﾉﾘ 静岡 イナーメ信濃山形-EFT
108 9700734 井上 登士哉 ｲﾉｳｴ ﾄｼﾔ 愛媛 VC VELOCE
109 1902450 齋藤 多嘉志 ｻｲﾄｳ ﾀｶｼ 神奈川 SBC Vertex Racing Team
110 1300487 山本 敦 ﾔﾏﾓﾄ ｱﾂｼ 神奈川 SBC Vertex Racing Team
111 1600006 石橋 征司 ｲｼﾊﾞｼ ｾｲｼﾞ 大阪 ALL OUT reric
112 2001365 栗山 和之 ｸﾘﾔﾏ ｶｽﾞﾕｷ 兵庫 ALL OUT reric
113 1800028 佐藤 俊雄 ｻﾄｳ ﾄｼｵ 兵庫 ALL OUT reric
114 1802409 小松 祥嗣 ｺﾏﾂ ｼｮｳｼﾞ 千葉 オッティモ・JMSDF下総
115 0700308 八重澤 明広 ﾔｴｻﾞﾜ ｱｷﾋﾛ 千葉 オッティモ・JMSDF下総
116 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
117 0901784 梅野 優哉 ｳﾒﾉ ﾏｻﾔ 埼玉 北本サイクリングクラブ
118 0400296 渋谷 秀俊 ｼﾌﾞﾔ ﾋﾃﾞﾄｼ 山形 クラブ二輪倶
119 1900526 佐藤 浩行 ｻﾄｳ ﾋﾛﾕｷ 群馬 Greeen Lights Racing Team
120 1600308 大内 淳司 ｵｵｳﾁ ｱﾂｼ 茨城 GROWING Racing Team
121 9900113 高橋 利明 ﾀｶﾊｼ ﾄｼｱｷ 茨城 GROWING Racing Team
122 1500222 斉藤 茂 ｻｲﾄｳ ｼｹﾞﾙ 東京 コムリン 
123 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
124 0001698 福原 大 ﾌｸﾊﾗ ﾀﾞｲ 埼玉 サイタマサイクルプロジェクト
125 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
126 1700502 鷲野 向一 ﾜｼﾉ ｺｳｲﾁ 埼玉 彩北ツブラーゼ
127 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
128 1900066 伊勢 悦丈 ｲｾ ﾖｼﾀｹ 埼玉 S`fida Prego Racing
129 1900188 木戸 正寿 ｷﾄﾞ ﾏｻﾄｼ 埼玉 S`fida Prego Racing
130 2000108 山岡 俊和 ﾔﾏｵｶ ﾄｼｶｽﾞ 埼玉 S`fida Prego Racing
131 9901846 大倉 健一 ｵｵｸﾗ ｹﾝｲﾁ 東京 セオレーシング
132 1001932 赤石 和彦 ｱｶｲｼ ｶｽﾞﾋｺ 東京 Team CUORE
133 0600618 飯沼 誠憲 ｲｲﾇﾏ ﾏｻﾉﾘ 東京 Team CUORE
134 9900104 大塚 将悟 ｵｵﾂｶ ｼｮｳｺﾞ 東京 Team CUORE
135 1500198 國定 洋光 ｸﾆｻﾀﾞ ﾋﾛﾐﾂ 東京 Team CUORE
136 1702735 熊谷 敏弘 ｸﾏｶﾞｲ ﾄｼﾋﾛ 埼玉 Team CUORE
137 1200538 平賀 康一 ﾋﾗｶﾞ ｺｳｲﾁ 東京 Team CUORE
138 1000376 福岡 実 ﾌｸｵｶ ﾐﾉﾙ 東京 Team CUORE
139 0101386 藤原 真 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾏｺﾄ 北海道 Champion System Japan Test Team
140 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
141 0200198 村田 隆 ﾑﾗﾀ ﾀｶｼ ⾧野 テクニカルパートナーサイクリングチーム
142 1500265 阿島 哲夫 ｱｼﾞﾏ ﾃﾂｵ 神奈川 なるしまフレンド
143 1100350 加納 篤 ｶﾉｳ ｱﾂｼ 栃木 VC福岡（エリート）
144 1800097 玉仙 健一 ｷﾞｮｸｾﾝ ｹﾝｲﾁ 神奈川 FORCE
145 1702990 中島 達雄 ﾅｶｼﾏ ﾀﾂｵ 東京 FORCE
146 1400141 ⾧妻 暁 ﾅｶﾞﾂﾏ ｱｷﾗ 神奈川 FORCE
147 1600451 木村 紀仁 ｷﾑﾗ ﾉﾘﾋﾄ 茨城 ブラウ・ブリッツェン
148 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
149 1600198 大塚 健太郎 ｵｵﾂｶ ｹﾝﾀﾛｳ 神奈川 YOKOSUKA UNO RACING
150 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
151 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
152 0500821 山口 史明 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾌﾐｱｷ 千葉 湾岸サイクリング・ユナイテッド
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【クラスタ:Y グレード:B】 72名 2020/8/18
No. JCF ID 氏名 カナ 登録地 チーム名
201 2000192 柳瀬 豪 ﾔﾅｾ ｺﾞｳ 神奈川 アーティファクトレーシングチーム
202 1700601 川田 翔太 ｶﾜﾀﾞ ｼｮｳﾀ 東京 AVENTURA VICTORIA RACING
203 1902224 室伏 碧透 ﾑﾛﾌｼ ｱｵﾄ 千葉 AVENTURA VICTORIA RACING
204 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
205 1800377 木綿 崚介 ﾓﾒﾝ ﾘｮｳｽｹ 北海道 ヴィファリスト
206 2000700 青木 匠真 ｱｵｷ ｼｮｳﾏ 静岡 VENTOS ACT2
207 2000754 池ヶ谷 康平 ｲｹｶﾞﾔ ｺｳﾍｲ 静岡 VENTOS ACT2
208 1800847 風間 大和 ｶｻﾞﾏ ﾔﾏﾄ 東京 VENTOS ACT2
209 2000465 藤本 元貴 ﾌｼﾞﾓﾄ ｹﾞﾝｷ 神奈川 SBC Vertex Racing Team
210 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
211 1902767 高橋 怜士 ﾀｶﾊｼ ﾚｵ 新潟 F(t)麒麟山 Racing
212 1702902 江角 駿 ｴｽﾐ ｼｭﾝ 東京 ElecTFew Cycling
213 1703516 石田 航太 ｲｼﾀﾞ ｺｳﾀ 群馬 群馬グリフィンエリート
214 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
215 2000997 吉田 愛斗 ﾖｼﾀﾞ ｱｲﾄ 群馬 群馬グリフィンエリート
216 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
217 1602654 安江 永遠 ﾔｽｴ ﾄﾜ 茨城 作新学院大学
218 1600336 松本 一成 ﾏﾂﾓﾄ ｲｯｾｲ ⾧野 SNEL CYCLOCROSS TEAM
219 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
220 1900364 神村 泰輝 ｶﾐﾑﾗ ﾀｲｷ 東京 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ
221 1703441 塩野 淳平 ｼｵﾉ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 東京 TEAM SPORTS KID GoMore
222 2001472 関口 拓真 ｾｷｸﾞﾁ ﾀｸﾏ 神奈川 Team BFY Racing
223 1902352 三浦 一真 ﾐｳﾗ ｶｽﾞﾏ 神奈川 Team BFY Racing
224 2001233 山本 慶 ﾔﾏﾓﾄ ｹｲ 神奈川 Team BFY Racing
225 1502785 渡辺 耶斗 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾔﾄ 東京 Team FITTE
226 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
227 1802069 小関 創斗 ｺｾｷ ｿｳﾄ 山形 鶴岡工業高校
228 1164976 中島 渉 ﾅｶｼﾞﾏ ｱﾕﾐ 埼玉 DEVOTION BIKES
229 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
230 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
231 1801484 久賀 壮大 ｸｶﾞ ｿｳﾀ 徳島 徳島サイクルレーシング
232 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
233 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
234 1703219 塚越 一生 ﾂｶｺﾞｼ ｲｯｾｲ 東京 なるしまフレンド
235 1900243 秋元 碧 ｱｷﾓﾄ ｱｵ 栃木 ブラウ・ブリッツェン
236 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
237 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
238 2000075 柴田 渓佑 ｼﾊﾞﾀ ｹｲｽｹ 栃木 ブラウ・ブリッツェン
239 1401312 鈴木 悠介 ｽｽﾞｷ ﾕｳｽｹ 栃木 ブラウ・ブリッツェン
240 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
241 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
242 1700761 堀江 一葉 ﾎﾘｴ ｶｽﾞﾊ 茨城 ブラウ・ブリッツェン
243 1800055 増田 壮真 ﾏｽﾀﾞ ｿｳﾏ 茨城 ブラウ・ブリッツェン
244 1900189 松本 溜凪 ﾏﾂﾓﾄ ﾙﾅ 栃木 ブラウ・ブリッツェン
245 1800264 村井 佑圭 ﾑﾗｲ ﾕｳｷ 栃木 ブラウ・ブリッツェン
246 1900281 本井 大裕 ﾓﾄｲ ﾀﾞｲｽｹ 栃木 ブラウ・ブリッツェン
247 1800471 佐々木 啄人 ｻｻｷ ﾀｸﾄ 宮城 ボンシャンスACA
248 1800428 藤島 悠平 ﾌｼﾞｼﾏ ﾕｳﾍｲ 神奈川 ボンシャンスACA
249 2001608 梅津 飛羽 ｳﾒﾂ ﾄﾜ 北海道 YURIFitCyclingTEAM
250 2001674 島崎 将男 ｼﾏｻﾞｷ ﾏｻｵ 北海道 YURIFitCyclingTEAM
251 2001601 中村 春斗 ﾅｶﾑ ﾊﾙﾄ 北海道 YURIFitCyclingTEAM
252 1901772 生天目 直樹 ﾅﾊﾞﾀﾒ ﾅｵｷ 神奈川 横浜高校自転車競技部
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253 1901773 生天目 隼人 ﾅﾊﾞﾀﾒ ﾊﾔﾄ 神奈川 横浜高校自転車競技部
254 1900249 林 伶音 ﾊﾔｼ ﾚｵﾝ 千葉 横浜高校自転車競技部
255 1902123 東 厚希 ﾋｶﾞｼ ｱﾂｷ 神奈川 横浜高校自転車競技部
256 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
257 1800657 梅崎 匠平 ｳﾒｻｷ ｼｮｳﾍｲ 神奈川 LINKVISION GIRASOLE CYCLING
258 1902684 中村 陸 ﾅｶﾑﾗ ﾘｸ 東京 LINKVISION GIRASOLE CYCLING
259 1900510 三澤 翔大 ﾐｻﾜ ｼｮｳﾀ 東京 LINKVISION GIRASOLE CYCLING
260 1900554 渡邉 和貴 ﾜﾀﾅﾍ ｶｽﾞｷ 東京 LINKVISION GIRASOLE CYCLING
261 1801638 風間 晴喜 ｶｻﾞﾏ ﾊﾙｷ 神奈川 法政二高
262 1901578 中村 悠人 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾄ 埼玉 浦和北高等学校
263 1801072 小泉 響貴 ｺｲｽﾞﾐ ﾋﾋﾞｷ 埼玉 浦和北高等学校
264 1601630 秋田 圭佑 ｱｷﾀ ｹｲｽｹ 茨城 土浦第一高等学校
265 1900153 萩谷 蒼風 ﾊｷﾞﾔ ｿﾗ 茨城 ボンシャンスACA
266 1802242 中野 大詞 ﾅｶﾉ ﾀﾞｲｼﾞ 岩手 紫波総合高等学校
267 1601683 阿部 賢明 ｱﾍﾞ ﾀｶｱｷ 新潟 チームフィンズ
268 1802086 松﨑 新太 ﾏﾂｻﾞｷ ｱﾗﾀ 千葉 敬愛学園
269 1800355 本木 颯人 ﾓﾄｷ ﾊﾔﾄ 東京 日本学園高等学校
270 1901017 鈴木 紳之助 ｽｽﾞｷ ｼﾝﾉｽｹ 東京 佼成学園
271 1602079 佐藤 伊織 ｻﾄｳ ｲｦﾘ 東京 都立葛西工業高校
272 1800182 中谷 研斗 ﾅｶﾔ ｹﾝﾄ 北海道 北海道科学大高校
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