
【クラスタ:P1  グレード:ゴールド】 100名 2021/4/19
No. JCF ID 氏名 カナ 登録地 チーム名
1 4655945 フランシスコ マンセボ ﾌﾗﾝｼｽｺ ﾏﾝｾﾎﾞﾍﾟﾚｽ スペイン マトリックスパワータグ
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 1101873 小林 海 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾘﾉ 東京 マトリックスパワータグ
11 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
12 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
13 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
14 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
15 0400843 鈴木 譲 ｽｽﾞｷ ﾕｽﾞﾙ 栃木 愛三工業レーシングチーム
16 1101375 渡邉 歩 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾕﾑ 福島 愛三工業レーシングチーム
17 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
18 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
21 1000513 徳田 優 ﾄｸﾀﾞ ｽｸﾞﾙ 京都 TEAM BRIDGESTONE Cycling
22 0500798 窪木 一茂 ｸﾎﾞｷ ｶｽﾞｼｹﾞ 福島 TEAM BRIDGESTONE Cycling
23 1301144 今村 駿介 ｲﾏﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ 福岡 TEAM BRIDGESTONE Cycling
24 0900845 橋本 英也 ﾊｼﾓﾄ ｴｲﾔ 岐阜 TEAM BRIDGESTONE Cycling
25 1601710 兒島 直樹 ｺｼﾞﾏ ﾅｵｷ 福岡 TEAM BRIDGESTONE Cycling
26 1501423 山本 哲央 ﾔﾏﾓﾄ ﾃﾂｵ 山梨 TEAM BRIDGESTONE Cycling
27 1501582 河野 翔輝 ｶﾜﾉ ｼｮｳｷ 奈良 TEAM BRIDGESTONE Cycling
28 0801159 近谷 涼 ﾁｶﾀﾆ ﾘｮｳ 富山 TEAM BRIDGESTONE Cycling
31 0801747 才田 直人 ｻｲﾀ ﾅｵﾄ 宮城 LEOMO Bellmare Racing Team
32 1702835 小林 弘幸 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾕｷ ⾧野 LEOMO Bellmare Racing Team
33 9800459 小畑 郁 ｵﾊﾞﾀ ｶｵﾙ 東京 LEOMO Bellmare Racing Team
34 1602271 宇佐美 颯基 ｳｻﾐ ﾊﾔｷ 神奈川 LEOMO Bellmare Racing Team
41 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
42 0500601 入部 正太朗 ｲﾘﾍﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ 奈良 弱虫ペダル サイクリングチーム
43 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
44 1601996 香山 飛龍 ｶﾔﾏ ﾋﾘｭｳ 神奈川 弱虫ペダル サイクリングチーム
45 1500186 川野 碧己 ｶﾜﾉ ｱｵｷ 東京 弱虫ペダル サイクリングチーム
46 1801484 久賀 壮大 ｸｶﾞ ｿｳﾀ 徳島 弱虫ペダル サイクリングチーム
47 1600869 中島 渉 ﾅｶｼﾞﾏ ｱﾕﾐ 埼玉 弱虫ペダル サイクリングチーム
48 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
51 1502291 糸川 典往 ｲﾄｶﾜ ﾉﾘﾕｷ 島根 eNShare Racing Team
52 0201014 大塚 航 ｵｵﾂ ﾜﾀﾙ 京都 eNShare Racing Team
53 1100567 大町 健斗 ｵｵﾏﾁ ｹﾝﾄ 広島 eNShare Racing Team
54 1501045 木原 与志寛 ｷﾊﾗ ﾖｼﾋﾛ 広島 eNShare Racing Team
55 1400758 公文 拓真 ｸﾓﾝ ﾀｸﾏ 高知 eNShare Racing Team
56 1600379 嶋田 祥 ｼﾏﾀﾞﾀﾞ ｼｮｳ 愛知 eNShare Racing Team
57 0600791 藤岡 克磨 ﾌｼﾞｵｶ ｶﾂﾏ 徳島 eNShare Racing Team
58 1300766 茂越 龍哉 ﾓｺﾞｴ ﾀﾂﾔ 兵庫 eNShare Racing Team
61 0600749 一丸 尚伍 ｲﾁﾏﾙ ｼｮｳｺﾞ 大分 シマノレーシング
62 1201367 風間 翔眞 ｶｻﾞﾏ ｼｮｳﾏ 福島 シマノレーシング
63 0500601 木村 圭佑 ｷﾑﾗ ｹｲｽｹ 奈良 シマノレーシング
64 1401137 重満 丈 ｼｹﾞﾐﾂ ｼﾞｮｳ 沖縄 シマノレーシング
65 1201132 中井 唯晶 ﾅｶｲ ﾀﾀﾞｱｷ 滋賀 シマノレーシング
66 1600138 中田 拓也 ﾅｶﾀ ﾀｸﾔ ⾧野 シマノレーシング
67 0900861 湊 諒 ﾐﾅﾄ ﾘｮｳ 青森 シマノレーシング
68 0900212 横山 航太 ﾖｺﾔﾏ ｺｳﾀ ⾧野 シマノレーシング
71 0501593 内野 直也 ｳﾁﾉ ﾅｵﾔ 埼玉 イナーメ信濃山形
72 1101679 佐野 千尋 ｻﾉ ﾁﾋﾛ 北海道 イナーメ信濃山形
73 1702239 河田 恭司郎 ｶﾜﾀﾞ ｷｮｳｼﾛｳ 愛知 イナーメ信濃山形
74 0901542 北野 普識 ｷﾀﾉ ﾕｷﾉﾘ 東京 イナーメ信濃山形
75 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
76 1300056 比護 任 ﾋｺﾞ ｱﾀﾙ 大阪 イナーメ信濃山形
77 1700593 荒瀧 隆公 ｱﾗﾀｷ ﾀｶﾋﾄ 東京 イナーメ信濃山形
78 1300540 松井 大悟 ﾏﾂｲ ﾀﾞｲｺﾞ 石川 イナーメ信濃山形
81 9900169 青木 誠 ｱｵｷ ﾏｺﾄ 東京 稲城FIETSクラスアクト
82 0900461 秋山 悟郎 ｱｷﾔﾏ ｺﾞﾛｳ 東京 稲城FIETSクラスアクト
83 9702834 中村 文武 ﾅｶﾑﾗ ﾌﾐﾀｹ 東京 稲城FIETSクラスアクト
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84 0901755 野口 悠真 ﾉｸﾞﾁ ﾕｳﾏ 東京 稲城FIETSクラスアクト
85 9702852 藤田 勉 ﾌｼﾞﾀ ﾂﾄﾑ 東京 稲城FIETSクラスアクト
86 1601219 松下 直暉 ﾏﾂｼﾀ ﾅｵｷ 東京 稲城FIETSクラスアクト
87 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
88 1100483 若杉 圭祐 ﾜｶｽｷﾞ ｹｲｽｹ 愛知 稲城FIETSクラスアクト
91 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
92 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
93 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
94 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
95 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
96 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
97 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
98 1200760 伊藤 大地 ｲﾄｳ ﾀﾞｲﾁ 岩手 群馬グリフィンレーシングチーム
101 1501112 小笠原 匠海 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾀｸﾐ 東京 EQADS
102 1801810 ⾧川 達哉 ﾅｶﾞｶﾜ ﾀﾂﾔ 埼玉 EQADS
103 1601077 湯浅 博貴 ﾕｱｻ ﾋﾛﾀｶ 埼玉 EQADS
111 1802426 小村 悠樹 ｺﾑﾗ ﾕｳｷ 石川 Team Eurasia - iRC TIRE
112 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
113 1300495 積田 連 ｾｷﾀ ﾚﾝ 福島 Team Eurasia - iRC TIRE
114 1800308 鈴木 道也 ｽｽﾞｷ ﾐﾁﾔ 福島 Team Eurasia - iRC TIRE
115 1901309 色川 岳宏 ｲﾛｶﾜ ﾀｹﾋﾛ 宮城 Team Eurasia - iRC TIRE
116 1702295 高田 堅斗 ﾀｶﾀﾞ ｹﾝﾄ 鹿児島 Team Eurasia - iRC TIRE
117 1802331 鳥海 祐甫 ﾄﾘｳﾐ ﾕｳｽｹ 北海道 Team Eurasia - iRC TIRE
118 1701615 鈴木 来人 ｽｽﾞｷ ﾗｲﾄ ⾧野 Team Eurasia - iRC TIRE
121 0801011 石橋 学 ｲｼﾊﾞｼ ﾏﾅﾌﾞ 青森 CIEL BLEU KANOYA
122 1200621 冨尾 大地 ﾄﾐｵ ﾀﾞｲﾁ 鹿児島 CIEL BLEU KANOYA
123 1200034 白川 幸希 ｼﾗｶﾜ ｺｳｷ 鹿児島 CIEL BLEU KANOYA
124 0801515 伊藤 舜紀 ｲﾄｳ ｼｭﾝｷ 鹿児島 CIEL BLEU KANOYA
125 0900699 原田 裕成 ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾛｱｷ 鹿児島 CIEL BLEU KANOYA
126 1501717 真鍋 諒太 ﾏﾅﾍﾞ ﾘｮｳﾀ 香川 CIEL BLEU KANOYA
131 0400861 増田 成幸 ﾏｽﾀﾞ ﾅﾘﾕｷ 栃木 JCF強化指定選抜チーム  ※オープン参加
132 1801371 留目 夕陽 ﾄﾄﾞﾒ ﾕｳﾋ 東京 JCF強化指定選抜チーム  ※オープン参加
133 1701148 山田 拓海 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｸﾐ ⾧野 JCF強化指定選抜チーム  ※オープン参加
134 1600024 天野 壮悠 ｱﾏﾉ ﾀｹﾊﾙ 大阪 JCF強化指定選抜チーム  ※オープン参加
135 1701128 西本 健三郎 ﾆｼﾓﾄ ｹﾝｻﾞﾌﾞﾛｳ 東京 JCF強化指定選抜チーム  ※オープン参加
136 1501574 小出 樹 ｺｲﾃﾞ ｲﾂｷ ⾧野 JCF強化指定選抜チーム  ※オープン参加
137 1700059 平井 光介 ﾋﾗｲ ｺｳｽｹ 山梨 JCF強化指定選抜チーム  ※オープン参加
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【クラスタ:E1、グレード:A】 78名 2021/4/19
No. JCF ID 氏名 カナ 登録地 チーム名
101 0701310 管 洋介 ｽｶﾞ ﾖｳｽｹ 茨城 AVENTURA VICTORIA RACING
102 1801815 美甘 星次郎 ﾐｶﾓ ｾｲｼﾞﾛｳ 鳥取 AVENTURA VICTORIA RACING
103 1301908 山口 和来 ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｽﾞｷ 東京 AVENTURA VICTORIA RACING
105 1301128 小野寺 望 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾉｿﾞﾑ 東京 イナーメ信濃山形-EFT
107 0400076 中井 光博 ﾅｶｲ ﾐﾂﾋﾛ 岐阜 イナーメ信濃山形-EFT
108 1508593 奈良 祥吾 ﾅﾗ ｼｮｳｺﾞ 埼玉 イナーメ信濃山形-EFT
109 0100069 奈良 浩 ﾅﾗ ﾋﾛｼ 埼玉 イナーメ信濃山形-EFT
110 1301393 森 光流 ﾓﾘ ﾋｶﾙ 千葉 イナーメ信濃山形-EFT
111 1700502 鷲野 向一 ﾜｼ ｺｳｲﾁ 埼玉 イナーメ信濃山形-EFT
112 1501577 渡邉 鈴 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾚｲ ⾧野 イナーメ信濃山形-EFT
113 0600568 水野 貴行 ﾐｽﾞﾉ ﾀｶﾕｷ 愛知 Infinity Style
114 1800085 池川 辰哉 ｲｹｶﾞﾜ ﾀﾂﾔ 大阪 VC VELOCE
115 9700734 井上 登士哉 ｲﾉｳｴ ﾄｼﾔ 愛媛 VC VELOCE
116 1604019 大原 陸 ｵｵﾊﾗ ﾘｸ 大阪 VC VELOCE
117 0600985 二階堂 尚志 ﾆｶｲﾄﾞｳ ﾀｶｼ 大阪 VC VELOCE
118 1100274 藤田 耕志 ﾌｼﾞﾀ ﾀｶｼ 大阪 VC VELOCE
119 0601273 松木 健治 ﾏﾂｷ ｹﾝｼﾞ 京都 VC VELOCE
120 1501977 渡辺 拓也 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｸﾔ 愛知 SBC Vertex Racing Team
122 1100547 坂大 恵太 ﾊﾞﾝﾀﾞｲ ｹｲﾀ 新潟 F(t)麒麟山 Racing
125 1600308 大内 淳司 ｵｵｳﾁ ｱﾂｼ 茨城 GROWING Racing Team
126 9900113 高橋 利明 ﾀｶﾊｼ ﾄｼｱｷ 茨城 GROWING Racing Team
127 1100570 光山 英典 ﾐﾂﾔﾏ ﾋﾃﾞﾉﾘ 千葉 GROWING Racing Team
128 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
129 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
130 1700993 宇賀持 凌 ｳｶﾞﾓﾁ ﾘｮｳ 埼玉 サイタマサイクルプロジェクト
131 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
132 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
133 1600871 沢野 大地 ｻﾜﾉ ﾀﾞｲﾁ 埼玉 作新学院大学
134 1702090 髙田 楓雅 ﾀｶﾀﾞ ﾌｳｶﾞ 栃木 作新学院大学
135 1801341 中村 優太 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾀ 栃木 作新学院大学
136 1501411 村山 浩司 ﾑﾗﾔﾏ ｺｳｼ 栃木 作新学院大学
137 0400882 加賀 龍治 ｶｶﾞ ﾘｭｳｼﾞ 広島 SUBARU Cycling Team
138 1500665 木村 盛義 ｷﾑﾗ ﾓﾘﾖｼ 群馬 SUBARU Cycling Team
142 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
143 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
147 0600618 飯沼 誠憲 ｲｲﾇﾏ ﾏｻﾉﾘ 東京 Team CUORE
149 1200538 平賀 康一 ﾋﾗｶﾞ ｺｳｲﾁ 東京 Team CUORE
150 1500238 五十嵐 洸太 ｲｶﾗｼ ｺｳﾀ 神奈川 Team BFY Racing
151 1600153 山名 拳太郎 ﾔﾏﾅ ｹﾝﾀﾛｳ 和歌山 TeamUKYO Reve
152 1902755 川崎 嘉久 ｶﾜｻｷ ﾖｼﾋｻ 岐阜 TeamZenko
153 1900398 Sandu Ionut ｻﾝﾄﾞｩ ﾖﾉﾂ 京都 TeamZenko
155 1101586 安立 和貴 ｱﾀﾞﾁ ｶｽﾞｷ 新潟 チームフィンズ
156 1101584 遠藤 健太 ｴﾝﾄﾞｳ ｹﾝﾀ 新潟 チームフィンズ
157 1800428 藤島 悠平 ﾌｼﾞｼﾏ ﾕｳﾍｲ 神奈川 津久井高校自転車競技部
158 1700871 中川 真也 ﾅｶｶﾞﾜ ｼﾝﾔ 石川 TTG ミトロング-V
161 1301786 野上 太一 ﾉｶﾞﾐ ﾀｲﾁ 愛知 天狗党
163 1601026 松原 颯祐 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｿｳｽｹ 広島 日本体育大学
164 1801450 山崎 開登 ﾔﾏｻｷ ｶｲﾄ 島根 日本体育大学
165 1402092 川野 健太 ｶﾜﾉ ｹﾝﾀ 東京 日本ろう自転車競技協会
166 1100042 早瀨 憲太郎 ﾊﾔｾ ｹﾝﾀﾛｳ 神奈川 日本ろう自転車競技協会
170 1602676 原田 敬文 ﾊﾗﾀﾞ ﾀｶﾌﾐ 山口 Pinazou Test Team
171 1000423 佐藤 信哉 ｻﾄｳ ｼﾝﾔ 福岡 VC福岡エリート
172 1900403 田中 亮祐 ﾀﾅｶ ﾘｮｳｽｹ 福岡 VC福岡エリート
173 1900083 中島 雅人 ﾅｶｼﾏ ﾏｻﾄ 福岡 VC福岡エリート
174 1500217 八幡 光哉 ﾔﾊﾀ ﾐﾂﾔ 東京 VC福岡エリート
175 1703381 大城 奨 ｵｵｼﾛ ｼｮｳ 東京 フィッツ
176 1601774 三田村 竜太 ﾐﾀﾑﾗ ﾘｭｳﾀ 東京 フィッツ
177 1702396 斎藤 剛 ｻｲﾄｳ ﾂﾖｼ 東京 FORCE
178 1600278 御堂 力哉 ﾐﾄﾞｳ ﾘｷﾔ 東京 FORCE
179 1500813 堀田 耕司 ﾎｯﾀ ｺｳｼﾞ 愛知 BREZZA-KAMIHAGI
180 1900364 神村 泰輝 ｶﾐﾑﾗ ﾀｲｷ 東京 Promotion x Athletes CYCLING
181 1900554 渡邉 和貴 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞｷ 東京 Promotion x Athletes CYCLING
182 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
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183 1700601 川田 翔太 ｶﾜﾀ ｼｮｳﾀ 東京 ボンシャンスACA
185 1702085 川勝 敦嗣 ｶﾜｶﾂ ｱﾂｼ 兵庫 MiNERVA-asahi
186 1800057 中村 将也 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾔ 大阪 MiNERVA-asahi
187 1502775 古川 裕真 ﾌﾙｶﾜ ﾕｳﾏ 静岡 MiNERVA-asahi
188 1400047 菅谷 修 ｽｶﾞﾔ ｵｻﾑ 東京 MIVRO
189 1301795 塚本 一樹 ﾂｶﾓﾄ ｲﾂｷ 静岡 Yamanakako Cycling Team
190 1700056 渡瀬 義雄 ﾜﾀｾ ﾖｼｵ 静岡 Yamanakako Cycling Team
191 1100087 田中 信行 ﾀﾅｶ ﾉﾌﾞﾕｷ 奈良 EURO-WORKS Racing
192 1500648 福吉 紳悟 ﾌｸﾖｼ ｼﾝｺﾞ 神奈川 YOKOSUKA UNO RACING
193 9700988 高岡 亮寛 ﾀｶｵｶ ｱｷﾋﾛ 東京 Roppongi Express
194 0901763 高橋 誠 ﾀｶﾊｼ ﾏｺﾄ 埼玉 Roppongi Express
195 0601614 松尾 修作 ﾏﾂｵ ｼｭｳｻｸ 東京 Roppongi Express
196 1101583 金井 光春 ｶﾅｲ ﾐﾂﾊﾙ 東京 Ｙʼｓ Ｒｏａｄ
197 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
200 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
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【クラスタ:F、グレード:A】 23名 2021/4/19
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
254 1201405 樫木 祥子 ｶｼｷ ｼｮｳｺ 東京 株式会社オーエンス 
255 1600453 新川 明子 ｼﾝｶﾜ ｱｷｺ 栃木 Gufo Cycle Works
257 1700745 西倉 陽子 ﾆｼｸﾗ ﾖｳｺ 埼玉 GROWING Racing Team
261 1900102 梅山 良子 ｳﾒﾔﾏ ﾖｼｺ 栃木 Team Ashiviva
262 1502171 岩元 杏奈 ｲﾜﾓﾄ ｱﾝﾅ 宮崎 日本体育大学
263 1200503 古山 稀絵 ﾌﾙﾔﾏ ｷｴ 東京 日本体育大学
264 0801246 中村 妃智 ﾅｶﾑﾗ ｷｻﾄ 千葉 日本写真判定株式会社
266 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
267 1501176 下山 美寿々 ｼﾓﾔﾏ ﾐｽｽﾞ 大阪 BH CORRIDORE
268 1502784 杉浦 佳子 ｽｷﾞｳﾗ ｹｲｺ 東京 VC福岡エリート
269 1402138 安藤 沙弥 ｱﾝﾄﾞｳ ｻﾔ 東京 フィッツ
270 1500296 伊藤 圭菜子 ｲﾄｳ ｶﾅｺ 神奈川 フィッツ
272 1700050 望月 美和子 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾐﾜｺ 静岡 フィッツ
273 1500249 渡部 春雅 ﾜﾀﾍﾞ ｶｽｶﾞ 神奈川 明治大学
274 1402074 大堀 博美 ｵｵﾎﾘ ﾋﾛﾐ 神奈川 MOPS
276 1800060 金子 尚代 ｶﾈｺ ﾋｻﾖ 千葉 弱虫ペダル サイクリングチーム
277 1803052 滝川 陽希 ﾀｷｶﾜ ﾊﾙｷ 栃木 Live GARDEN BICI STELLE
278 1301646 林口 幸恵 ﾊﾔｼｸﾞﾁ ﾕｷｴ 栃木 Live GARDEN BICI STELLE
279 1702829 植竹 海貴 ｳｴﾀｹ ﾐｷ 東京 Ｙʼｓ Ｒｏａｄ
280 1301061 梶原 悠未 ｶｼﾞﾊﾗ ﾕｳﾐ 茨城 JCF強化指定選抜チーム  ※オープン参加
281 1200561 鈴木 奈央 ｽｽﾞｷ ﾅｵ JPCA JCF強化指定選抜チーム  ※オープン参加
282 1702360 内野 艶和 ｳﾁﾉ ﾂﾔｶ 福岡 JCF強化指定選抜チーム  ※オープン参加
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