
【クラスタ:E1 グレード:Ac】 27名 2020/10/6
No. JCF ID 氏名 カナ 登録地 チーム名
101 1800085 池川 辰哉 ｲｹｶﾞﾜ ﾀﾂﾔ 大阪 VC VELOCE
102 0500349 井上 人志 ｲﾉｳｴ ﾋﾄｼ 滋賀 VC VELOCE
103 1500068 小原 洋未 ｵﾊﾗ ﾋﾛﾐ 大阪 VC VELOCE
104 1500390 小林 達也 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾂﾔ 広島 eNShare Cycling Team
105 1800003 植田 恒平 ｳｴﾀﾞ ｺｳﾍｲ 兵庫 ALL OUT reric
106 1800333 小林 亮 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳ 兵庫 ALL OUT reric
107 1800028 佐藤 俊雄 ｻﾄｳ ﾄｼｵ 兵庫 ALL OUT reric
108 1800057 中村 将也 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾔ 大阪 ALL OUT reric
109 1800073 橋岡 宏茂 ﾊｼｵｶ ﾋﾛｼ 愛知 ALL OUT reric
110 1802568 原田 将人 ﾊﾗﾀﾞ ﾏｻﾄ 兵庫 ALL OUT reric
111 1500603 森本 玄達 ﾓﾘﾓﾄ ﾋﾛﾐﾁ 岡山 code 33
112 1502700 塚本 隼 ﾂｶﾓﾄ ﾊﾔﾄ 大阪 ZERO
113 1600075 坂川 達行 ｻｶｶﾞﾜ ﾀﾂﾕｷ 広島 Team Kermis Cross
114 1702809 岩尾 大河 ｲﾜｵ ﾀｲｶﾞ 大分 TeamUKYO Reve
115 1400499 左迫間 昭一 ｻｺﾏ ｼｮｳｲﾁ 熊本 チームGINRIN熊本
116 1100567 大町 健斗 ｵｵﾏﾁ ｹﾝﾄ 広島 Team Eurasia - iRC TIRE
117 1402092 川野 健太 ｶﾜﾉ ｹﾝﾀ 東京 日本ろう自転車競技協会
118 1701988 東 優仁 ｱｽﾞﾏ ﾕｳﾄ 大阪 VC福岡（エリート）
119 1900403 田中 亮祐 ﾀﾅｶ ﾘｮｳｽｹ 福岡 VC福岡（エリート）
120 1900083 中島 雅人 ﾅｶｼﾏ ﾏｻﾄ 福岡 VC福岡（エリート）
121 1700662 檜室 建斗 ﾋﾑﾛ ｹﾝﾄ 大阪 VC福岡（エリート）
122 1101605 元山 高嶺 ﾓﾄﾔﾏ ﾀｶﾈ 山口 フィッツ
123 9802484 植木 康文 ｳｴｷ ﾔｽﾌﾐ 山口 山口県自転車競技連盟・GRP
124 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
125 1800265 福田 健一 ﾌｸﾀﾞ ｹﾝｲﾁ 山口 山口県自転車競技連盟・GRP
126 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
127 1001922 森 俊夫 ﾓﾘ ﾄｼｵ 奈良 EURO-WORKS Racing
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【クラスタ:E2 グレード:Bc】 22名 2020/10/6
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 1700043 藤田 宏平 ﾌｼﾞﾀ ｺｳﾍｲ 広島 voyAge cycling team
203 1800245 近森 亮 ﾁｶﾓﾘ ﾘｮｳ 広島 エキップ ティラン
204 1801461 松浦 広明 ﾏﾂｳﾗ ﾋﾛｱｷ 広島 エキップ ティラン
205 1101124 武久 弘太 ﾀｹﾋｻ ｺｳﾀ 京都 eNShare Cycling Team
206 1900220 小坂 睦哉 ｺｻｶ ﾄｷﾔ 岡山 code 33
207 1600871 沢野 大地 ｻﾜﾉ ﾀﾞｲﾁ 埼玉 作新学院大学
208 1700033 鍛治 功 ｶｼﾞ ｲｻｵ 大阪 ZERO
209 1800047 笹原 純平 ｻｻﾊﾗ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 広島 Team Kermis Cross
210 1602048 西岡 靖記 ﾆｼｵｶ ﾔｽｷ 広島 Team Kermis Cross
211 1800842 辻 康成 ﾂｼﾞ ﾔｽﾅﾘ 兵庫 Team ZERO UNO FRONTIER
212 1800122 小笠原 輝彦 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾃﾙﾋｺ 大分 TeamUKYO Reve
213 0500685 清水 一弘 ｼﾐｽﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 富山 TeamUKYO Reve
214 1700727 佐藤 弘章 ｻﾄｳ ﾋﾛｱｷ 広島 チーム・ケンズ
215 1802537 本庄 義人 ﾎﾝｼｮｳ ﾖｼﾋﾄ 愛媛 チーム大永山
216 1400135 川島 健人 ｶﾜｼﾏ ｹﾝﾄ 東京 なるしまフレンド
217 1500347 川上 豪仁 ｶﾜｶﾐ ﾀｹﾋﾄ 福岡 VC福岡（エリート）
218 1400276 小林 慎也 ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾝﾔﾔ 兵庫 モジュマ エリアゼロナナゴ
219 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
220 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
221 1602293 和泉 達也 ｲｽﾞﾐ ﾀﾂﾔ 北海道 YURIFitCyclingTEAM
222 1600095 前村 悟 ﾏｴﾑﾗ ｻﾄﾙ 兵庫 EURO-WORKS Racing
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【クラスタ:E3 グレード:Cc】 29名 2020/10/6
No. JCF ID 氏名 カナ 登録地 チーム名
301 1700685 菅村 篤 ｽｶﾞﾑﾗ ｱﾂｼ 広島 Aki Rising Bicycle team
302 1902155 友広 聡則 ﾄﾓﾋﾛ ｻﾄﾉﾘ 広島 Aki Rising Bicycle team
303 2001175 Julian Nunez ﾌﾘ ﾆｭｴｽﾞ 広島 voyAge cycling team
304 1702163 麻生 裕也 ｱｿｳ ﾋﾛﾔ 広島 エキップ ティラン
305 1700755 城本 成司 ｼﾛﾓﾄ ｾｲｼﾞ 広島 エキップ ティラン
306 1900036 藤井 文男 ﾌｼﾞｲ ﾌﾐｵ 広島 エキップ ティラン
307 1900283 堀 竜也 ﾎﾘ ﾀﾂﾔ 広島 エキップ ティラン
308 1900215 玉仙 翔太 ｷﾞｮｸｾﾝ ｼｮｳﾀ 広島 M Labo
309 2000324 福本 純司 ﾌｸﾓﾄ ｼﾞｭﾝｼﾞ 広島 M Labo
310 2000336 高倉 正善 ﾀｶｸﾗ ﾏｻﾖｼ 北海道 ALL OUT reric
311 1902340 東野 真之 ﾋｶﾞｼﾉ ﾏｻﾕｷ 兵庫 ALL OUT reric
312 1800356 尊田 耀介 ｿﾝﾀﾞ ﾖｳｽｹ 福岡 OM VELO Coaching
313 1001625 小野 太 ｵﾉ ﾌﾄｼ 栃木 OYAMA STARPLEX
314 1901277 湯山 幸輝 ﾕﾔﾏ ｺｳｷ 島根 KamiAllez IZUMO
315 1703291 頓宮 康生 ﾄﾝｸﾞｳ ｺｳｾｲ 広島 近畿大学
316 1200812 井上 政貴 ｲﾉｳｴ ﾏｻｷ 兵庫 code 33
317 0901440 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
318 1801465 濱田 大海 ﾊﾏﾀﾞ ﾏｻﾐ 広島 Team Kermis Cross
319 1601461 吉岡 竜太 ﾖｼｵｶ ﾘｭｳﾀ 広島 Team Kermis Cross
320 1200246 稲田 雄 ｲﾅﾀﾞ ﾕｳ 山口 Team HIROSHIGE ATHLETE
321 2000342 木村 光宏 ｷﾑﾗ ﾐﾂﾋﾛ 山口 Team HIROSHIGE ATHLETE
322 1900187 高重 竜輔 ﾀｶｼｹﾞ ﾘｭｳｽｹ 山口 Team HIROSHIGE ATHLETE
323 1700102 高橋 学 ﾀｶﾊｼ ﾏﾅﾌﾞ 広島 ＴＮＧレーシング広島
324 1900033 吉海 久人 ﾖｼｶｲ ﾋｻﾄ 広島 ＴＮＧレーシング広島
325 1700869 中村 勝彦 ﾅｶﾑﾗ ｶﾂﾋｺ 石川 TTG ミトロング-V
326 1901321 石井 康平 ｲｼｲ ｺｳﾍｲ 福岡 PARABOLAイワイシーガル
327 1801163 鈴木 祐 ｽｽﾞｷ ﾕｳ 滋賀 La Belle Équipe
328 2001634 本間 裕大 ﾎﾝﾏ ﾕｳﾀﾞｲ 大阪 La Belle Équipe
329 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】 13名 2020/10/6
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 1701126 後藤 安佐 ｺﾞﾄｳ ｱｻ 埼玉 イナーメ信濃山形-F
3 2001174 Claudia Castillo ｸﾗｳﾃﾞｨｱ ｶｽﾃｨｰｼﾞｮ 広島 voyAge cycling team
4 1800102 松下 恵子 ﾏﾂｼﾀ ｹｲｺ 広島 voyAge cycling team
5 1902733 小林 綾子 ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾔｺ 広島 eNShare Cycling Team
6 1901435 中村 友紀子 ﾅｶﾑﾗ ﾕｷｺ 東京 京浜ピストクラブ
7 1600558 川上 唯 ｶﾜｶﾐ ﾕｲ 徳島 JBCF-J Feminin
8 1700729 伊藤 優以 ｲﾄｳ ﾕｲ 兵庫 Team ZERO UNO FRONTIER
9 2000404 徳丸 しゅう ﾄｸﾏﾙ ｼｭｳ 広島 TeamUKYO Reve
10 2000386 三谷 優空 ﾐﾀﾆ ﾕﾗ 広島 TeamUKYO Reve
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
13 1902032 松原 爽花 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｻﾔｶ 広島 広島市立広島工業高等学校
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【クラスタ:Ｍ グレード:Bc】 15名 2020/10/6
No. JCF ID 氏名 カナ 登録地 チーム名
401 9700734 井上 登士哉 ｲﾉｳｴ ﾄｼﾔ 愛媛 VC VELOCE
402 0800384 小川 洸 ｵｶﾞﾜ ﾋｶﾙ 京都 VC VELOCE
403 1800028 佐藤 俊雄 ｻﾄｳ ﾄｼｵ 兵庫 ALL OUT reric
404 1001625 小野 太 ｵﾉ ﾌﾄｼ 栃木 OYAMA STARPLEX
405 1600085 石井 久雄 ｲｼｲ ﾋｻｵ 兵庫 soleil de lest
406 1400295 大森 健一 ｵｵﾓﾘ ｹﾝｲﾁ 広島 Team Kermis Cross
407 2001531 西村 圭二郎 ﾑﾗ ｹｲｼﾞﾛｳ 兵庫 Team ZERO UNO FRONTIER
408 1702907 岡本 秀明 ｵｶﾓﾄ ﾋﾃﾞｱｷ 千葉 TEAM GIRO 360
409 1500588 藤田 浩 ﾌｼﾞﾀ ﾋﾛｼ 愛媛 TEAM LUPPI
410 0101386 藤原 真 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾏｺﾄ 北海道 Champion System Japan Test Team
411 1500347 川上 豪仁 ｶﾜｶﾐ ﾀｹﾋﾄ 福岡 VC福岡（エリート）
412 1800097 玉仙 健一 ｷﾞｮｸｾﾝ ｹﾝｲﾁ 神奈川 FORCE
413 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
414 1802119 原 直人 ﾊﾗ ﾅｵﾄ 山口 山口県自転車競技連盟・GRP
415 1702976 中森 雅人 ﾅｶﾓﾘ ﾏｻﾄ 大阪 EURO-WORKS Racing
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【クラスタ:Ｙ グレード:Bc】 16名 2020/10/6
No. JCF ID 氏名 カナ 登録地 チーム名
451 1901989 河岡 大樹 ｶﾜｵｶ ﾀｲｷ 広島 崇徳高等学校
452 1901990 川手 優輔 ｶﾜﾃ ﾕｳｽｹ 広島 崇徳高等学校
453 1901991 下野 結礼 ｼﾓﾉ ﾕﾗ 広島 崇徳高等学校
454 2001324 谷口 慶志郎 ﾀﾆｸﾞﾁ ｷｮｳｼﾛｳ 広島 崇徳高等学校
455 1901992 田村 一暉 ﾀﾑﾗ ｶｽﾞｷ 広島 崇徳高等学校
456 2001251 森田 叶夢 ﾓﾘﾀ ﾄｱ 広島 崇徳高等学校
457 1902481 野崎 真優 ﾉｻﾞｷ ﾏﾋﾛ 広島 Team Kermis Cross
458 2000032 松岡 勇斗 ﾏﾂｵｶ ﾕｳﾄ 大阪 チーム  スクアドラ
459 1800650 千原 一馬 ﾁﾊﾗ ｶｽﾞﾏ 福岡 VC福岡（エリート）
460 1700169 瀬戸口 瑛 ｾﾄｸﾞﾁ ｱｷﾗ 鹿児島 ボンシャンスACA
461 1702082 高佐 龍太郎 ｺｳｻ ﾘｭｳﾀﾛｳ 宮崎 宮崎県立都城工業高等学校
462 2001258 渡辺 誠人 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾄ 山口 防府商工高等学校自転車競技部
463 2001302 玉井 謙次 ﾀﾏｲ ｹﾝｼﾞ 山口 防府商工高等学校自転車競技部
464 5474001 藤岡 真也 ﾌｼﾞｵｶ ｼﾝﾔ 山口 防府商工高等学校自転車競技部
465 1901746 山崎 虎太郎 ﾔﾏｻｷ ｺﾀﾛｳ 山口 防府商工高等学校自転車競技部
466 1901898 井掛 耀晴 ｲｶｹ ﾖｳｾｲ 山口 防府商工高等学校自転車競技部
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