
【クラスタ:P1  グレード:ブロンズ】 115名 2020/9/21
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
46 1001732 堀 孝明 ﾎﾘ ﾀｶｱｷ 栃木 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
61 0500601 木村 圭佑 ｷﾑﾗ ｹｲｽｹ 奈良 シマノレーシング
62 0600749 一丸 尚伍 ｲﾁﾏﾙ ｼｮｳｺﾞ 大分 シマノレーシング
63 0900861 湊 諒 ﾐﾅﾄ ﾘｮｳ 青森 シマノレーシング
64 0900212 横山 航太 ﾖｺﾔﾏ ｺｳﾀ ⾧野 シマノレーシング
65 1001692 黒枝 咲哉 ｸﾛｴﾀﾞ ｻﾔ 大分 シマノレーシング
66 1201132 中井 唯晶 ﾅｶｲ ﾀﾀﾞｱｷ 滋賀 シマノレーシング
67 1600138 中田 拓也 ﾅｶﾀ ﾀｸﾔ ⾧野 シマノレーシング
68 1201367 風間 翔眞 ｶｻﾞﾏ ｼｮｳﾏ 福島 シマノレーシング
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
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
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
123 1500596 兼松 大和 ｶﾈﾏﾂ ﾔﾏﾄ 大阪 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
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
127 0900524 渡邊 聡 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾄﾙ 神奈川 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
136 1500184 小嶋 渓円 ｺｼﾞﾏ ｹｲｴﾝ 神奈川 イナーメ信濃山形
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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
146 1301346 武山 晃輔 ﾀｹﾔﾏ ｺｳｽｹ 山梨 TeamUKYO
181 0901755 野口 悠真 ﾉｸﾞﾁ ﾕｳﾏ 東京 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
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
190 1601219 松下 直暉 ﾏﾂｼﾀ ﾅｵｷ 東京 稲城FIETSクラスアクト
192 1200031 高橋 伸成 ﾀｶﾊｼ ﾉﾌﾞｼｹﾞ 静岡 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
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
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
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
268 1600379 嶋田 祥 ｼﾏﾀﾞﾀﾞ ｼｮｳ 愛知 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 1602613 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
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
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
325 1301575 大前 翔 ｵｵﾏｴ ｶｹﾙ 東京 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 ﾄｳﾊﾞﾙ 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
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【クラスタ:E1  グレード:Ac】 49名 2020/9/21
No. JCF ID 氏名 カナ 登録地 チーム名
401 1301908 山口 和来 ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｽﾞｷ 東京 AVENTURA VICTORIA RACING
402 1301393 森 光流 ﾓﾘ ﾋｶﾙ 千葉 イナーメ信濃山形-EFT
403 1800085 池川 辰哉 ｲｹｶﾞﾜ ﾀﾂﾔ 大阪 VC VELOCE
404 9700734 井上 登士哉 ｲﾉｳｴ ﾄｼﾔ 愛媛 VC VELOCE
405 0500349 井上 人志 ｲﾉｳｴ ﾋﾄｼ 滋賀 VC VELOCE
406 1500068 小原 洋未 ｵﾊﾗ ﾋﾛﾐ 大阪 VC VELOCE
407 0600985 二階堂 尚志 ﾆｶｲﾄﾞｳ ﾀｶｼ 大阪 VC VELOCE
408 1500390 小林 達也 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾂﾔ 広島 eNShare Cycling Team
409 1600432 藤岡 泰之 ﾌｼﾞｵｶ ﾔｽﾕｷ 広島 eNShare Cycling Team
410 1802046 吉木 匠 ﾖｼｷ ﾀｸﾐ 広島 eNShare Cycling Team
411 1800003 植田 恒平 ｳｴﾀﾞ ｺｳﾍｲ 兵庫 ALL OUT reric
412 1800333 小林 亮 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳ 兵庫 ALL OUT reric
413 1802143 坂口 裕芳 ｻｶｸﾞﾁ ﾋﾛﾖｼ 兵庫 ALL OUT reric
414 1800028 佐藤 俊雄 ｻﾄｳ ﾄｼｵ 兵庫 ALL OUT reric
415 1800057 中村 将也 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾔ 大阪 ALL OUT reric
416 1800073 橋岡 宏茂 ﾊｼｵｶ ﾋﾛｼ 愛知 ALL OUT reric
417 1802568 原田 将人 ﾊﾗﾀﾞ ﾏｻﾄ 兵庫 ALL OUT reric
418 1801924 箒本 康平 ﾎｳｷﾓﾄ ｺｳﾍｲ 兵庫 ALL OUT reric
419 1800342 本多 晴飛 ﾎﾝﾀﾞ ﾊﾙﾋ 兵庫 ALL OUT reric
420 1501045 木原 与志寛 ｷﾊﾗ ﾖｼﾋﾛ 広島 近畿大学
421 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
422 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
425 1502700 塚本 隼 ﾂｶﾓﾄ ﾊﾔﾄ 大阪 ZERO
426 1700035 花田 金之介 ﾊﾅﾀﾞ ｷﾝﾉｽｹ 大阪 ZERO
427 1600075 坂川 達行 ｻｶｶﾞﾜ ﾀﾂﾕｷ 広島 Team Kermis Cross
428 1700578 一丸 裕介 ｲﾁﾏﾙ ﾕｳｽｹ 徳島 TeamUKYO Reve
429 1702809 岩尾 大河 ｲﾜｵ ﾀｲｶﾞ 大分 TeamUKYO Reve
430 1500211 高橋 叶平 ﾀｶﾊｼ ｷｮｳﾍｲ 広島 TeamUKYO Reve
431 1400499 左迫間 昭一 ｻｺﾏ ｼｮｳｲﾁ 熊本 チームGINRIN熊本
432 1100567 大町 健斗 ｵｵﾏﾁ ｹﾝﾄ 広島 Team Eurasia - iRC TIRE
433 1801266 宮崎 泰史 ﾐﾔｻﾞｷ ﾀｲｼ 熊本 津末レーシング
434 1801484 久賀 壮大 ｸｶﾞ ｿｳﾀ 徳島 徳島サイクルレーシング
436 1701988 東 優仁 ｱｽﾞﾏ ﾕｳﾄ 大阪 VC福岡（エリート）
437 1601492 池田 渓人 ｲｹﾀﾞ ｹｲﾄ 熊本 VC福岡（エリート）
438 1900403 田中 亮祐 ﾀﾅｶ ﾘｮｳｽｹ 福岡 VC福岡（エリート）
439 1900083 中島 雅人 ﾅｶｼﾏ ﾏｻﾄ 福岡 VC福岡（エリート）
440 1700662 檜室 建斗 ﾋﾑﾛ ｹﾝﾄ 大阪 VC福岡（エリート）
443 1600278 御堂 力哉 ﾐﾄﾞｳ ﾘｷﾔ 東京 FORCE
444 1500813 堀田 耕司 ﾎｯﾀ ｺｳｼﾞ 愛知 BREZZA-KAMIHAGI
445 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
446 1400047 菅谷 修 ｽｶﾞﾔ ｵｻﾑ 東京 MIVRO
449 0100423 真鍋 英祐 ﾏﾅﾍﾞ ｴｲｽｹ 山口 山口県自転車競技連盟・GRP
450 1100087 田中 信行 ﾀﾅｶ ﾉﾌﾞﾕｷ 奈良 EURO-WORKS Racing
451 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
452 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
453 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
454 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
455 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
456 1700822 村上 裕二郎 ﾑﾗｶﾐ ﾕｳｼﾞﾛｳ 愛媛 松山工業高校
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【クラスタ:E2  グレード:Bc】 24名 2020/9/21
No. JCF ID 氏名 カナ 登録地 チーム名
201 9801919 中田 真琴 ﾅｶﾀ ﾏｺﾄ 京都 ACQUA TAMA
202 1604019 大原 陸 ｵｵﾊﾗ ﾘｸ 大阪 VC VELOCE
203 1700523 大森 健史 ｵｵﾓﾘ ｹﾝｼﾞ 大阪 ALL OUT reric
204 1400191 植田 春樹 ｳｴﾀﾞ ﾊﾙｷ 埼玉 コムリン 
205 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
206 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
208 0300357 一色 寛之 ｲｯｼｷ ﾋﾛﾕｷ 京都 ZIPPY CYCLE CLUB
209 1600007 橋本 陽介 ﾊｼﾓﾄ ﾖｳｽｹ 大阪 ZIPPY CYCLE CLUB
210 1700033 鍛治 功 ｶｼﾞ ｲｻｵ 大阪 ZERO
211 1400295 大森 健一 ｵｵﾓﾘ ｹﾝｲﾁ 広島 Team Kermis Cross
212 1800842 辻 康成 ﾂｼﾞ ﾔｽﾅﾘ 兵庫 Team ZERO UNO FRONTIER
213 1800122 小笠原 輝彦 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾃﾙﾋｺ 大分 TeamUKYO Reve
214 0500685 清水 一弘 ｼﾐｽﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 富山 TeamUKYO Reve
215 1800637 古谷 友一 ﾌﾙﾀﾆ ﾕｳｲﾁ 広島 TeamUKYO Reve
216 1502466 井上 健志 ｲﾉｳｴ ﾀｹｼ 熊本 チームGINRIN熊本
219 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
221 1802537 本庄 義人 ﾎﾝｼｮｳ ﾖｼﾋﾄ 愛媛 チーム大永山
222 9702601 津末 浩平 ﾂｽｴ ｺｳﾍｲ 大分 津末レーシング
223 1500347 川上 豪仁 ｶﾜｶﾐ ﾀｹﾋﾄ 福岡 VC福岡（エリート）
225 1502196 中森 大樹 ﾅｶﾓﾘ ﾀｲｷ 福岡 VC福岡（エリート）
226 1800097 玉仙 健一 ｷﾞｮｸｾﾝ ｹﾝｲﾁ 神奈川 FORCE
227 1702085 川勝 敦嗣 ｶﾜｶﾂ ｱﾂｼ 兵庫 MiNERVA-asahi
230 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
231 1600456 山崎 博志 ﾔﾏｻﾞｷ ﾋﾛｼ 千葉 湾岸サイクリング・ユナイテッド
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【クラスタ:E3  グレード:Cc】 41名 2020/9/21
No. JCF ID 氏名 カナ 登録地 チーム名
301 1101195 清涼 琢己 ｾｲﾘｮｳ ﾀｸﾐ 鳥取 AutoBahnGotemba
302 1700685 菅村 篤 ｽｶﾞﾑﾗ ｱﾂｼ 広島 Aki Rising Bicycle team
303 1902155 友広 聡則 ﾄﾓﾋﾛ ｻﾄﾉﾘ 広島 Aki Rising Bicycle team
304 1900538 武田 真英 ﾀｹﾀﾞ ﾏｻﾋﾃﾞ 広島 voyAge cycling team
305 1702163 麻生 裕也 ｱｿｳ ﾋﾛﾔ 広島 エキップ ティラン
306 1700755 城本 成司 ｼﾛﾓﾄ ｾｲｼﾞ 広島 エキップ ティラン
308 1902377 楠本 颯太 ｸｽﾓﾄ ｿｳﾀ 熊本 SSPC-アスリート・熊本
309 1900270 中原 湊 ﾅｶﾊﾗ ﾐﾅﾄ 熊本 SSPC-アスリート・熊本
310 1702902 江角 駿 ｴｽﾐ ｼｭﾝ 東京 ElecTFew Cycling
311 1900016 川崎 亮 ｶﾜｻｷ ﾘｮｳ 兵庫 ALL OUT reric
312 2000336 高倉 正善 ﾀｶｸﾗ ﾏｻﾖｼ 北海道 ALL OUT reric
314 2000102 金井 健翔 ｶﾅｲ ｹﾝｼｮｳ 鹿児島 OM VELO Coaching
315 1800356 尊田 耀介 ｿﾝﾀﾞ ﾖｳｽｹ 福岡 OM VELO Coaching
316 101202 冨田 洋介 ﾄﾐﾀ ﾖｳ 鹿児島 OM VELO Coaching
317 2000175 城下 優 ｼﾛｼﾀ ﾏｻﾙ 愛媛 CR3W
318 2000173 波片 鉄平 ﾊｶﾞﾀ ﾃｯﾍﾟｲ 愛媛 CR3W
319 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
321 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
322 1802703 小池 貴行 ｺｲｹ ﾀｶﾕｷ 北海道 セレクシオン南九州
323 901440 島袋 大地 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ﾀﾞｲﾁ 沖縄 セレクシオン南九州
325 1601461 吉岡 竜太 ﾖｼｵｶ ﾘｭｳﾀ 広島 Team Kermis Cross
326 2001531 西村 圭二郎 ﾑﾗ ｹｲｼﾞﾛｳ 兵庫 Team ZERO UNO FRONTIER
327 2000447 大塚 準也 ｵｵﾂｶ ｼﾞｭﾝﾔ 大分 TeamUKYO Reve
328 2000851 畝原 尚太郎 ｳﾈﾊﾗ ｼｮｳﾀﾛｳ 熊本 チームGINRIN熊本
329 1703336 飯塚 和弘 ｲｲﾂﾞｶ ｶｽﾞﾋﾛ 埼玉 チバポンズ
331 1502583 佐藤 弘典 ｻﾄｳ ﾋﾛﾉﾘ 大分 津末レーシング
332 2000689 新田 城二 ﾆｯﾀ ｼﾞｮｳｼﾞ 大分 津末レーシング
333 1700734 畑 洋介 ﾊﾀ ﾖｳｽｹ 大分 津末レーシング
334 2000367 日野 裕一郎 ﾋﾉ ﾕｳｲﾁﾛｳ 大分 津末レーシング
335 1502587 本田 一樹 ﾎﾝﾀﾞ ｶｽﾞｷ 大分 津末レーシング
336 1900631 松本 佑馬 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳﾏ 大分 津末レーシング
337 2000473 宮本 朋和 ﾐﾔﾓﾄ ﾄﾓｶｽﾞ 大分 津末レーシング
338 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
339 1901321 石井 康平 ｲｼｲ ｺｳﾍｲ 福岡 PARABOLAイワイシーガル
340 2000016 丸渕 聖悟 ﾏﾙﾌﾞﾁ ｼｮｳｺﾞ 東京 FAST LANE Racing
343 1800650 千原 一馬 ﾁﾊﾗ ｶｽﾞﾏ 福岡 VC福岡（エリート）
344 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
345 1900355 鉄山 智弘 ﾃﾂﾔﾏ ﾄﾓﾋﾛ 滋賀 MiNERVA-asahi
346 1902732 永友 宏樹 ﾅｶﾞﾄﾓ ﾋﾛｷ 東京 MiNERVA-asahi
347 1902299 堀井 卓 ﾎﾘｲ ﾀｸ 兵庫 MiNERVA-asahi
348 1600860 山口 泰司 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛｼ 大阪 La Belle Équipe
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【クラスタ:F グレード:Bc】 11名 2020/9/21
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
3 1901435 中村 友紀子 ﾅｶﾑﾗ ﾕｷｺ 東京 京浜ピストクラブ
4 1800032 森本 保乃花 ﾓﾘﾓﾄ ﾎﾉｶ 大阪 ZERO
5 1602704 久木野 衣美 ｸｷﾉ ｴﾐ 鹿児島 TEAM YOU CAN
6 2000404 徳丸 しゅう ﾄｸﾏﾙ ｼｭｳ 広島 TeamUKYO Reve
7 2000386 三谷 優空 ﾐﾀﾆ ﾕﾗ 広島 TeamUKYO Reve
8 1100515 前島 律子 ﾏｴｼﾞﾏ ﾘﾂｺ 東京 チバポンズ
10 2000325 阿萬 香織 ｱﾏﾝ ｶｵﾘ 北海道 MOPS
11 1402074 大堀 博美 ｵｵﾎﾘ ﾋﾛﾐ 神奈川 MOPS
12 0401474 米田 和美 ﾖﾈﾀﾞ ｶｽﾞﾐ 北海道 MOPS
14 ******* 兼光 未悠 ｶﾈﾐﾂ ﾐﾕｳ 熊本 SSPCアスリート熊本
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