
【クラスタ:E1  グレード:B】 89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
104 1700507 奥澤 優也 ｵｸｻﾞﾜ ﾕｳﾔ 埼玉 AutoBahnGotemba
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
106 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 1508593 奈良 祥吾 ﾅﾗ ｼｮｳｺﾞ 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
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
121 1700035 花田 金之介 ﾊﾅﾀﾞ ｷﾝﾉｽｹ 大阪 NEBcycling
122 1100547 坂大 恵太 ﾊﾞﾝﾀﾞｲ ｹｲﾀ 新潟 F(t)麒麟山 Racing
123 1500885 塩澤 魁 ｼｵｻﾞﾜ ｶｲ 愛知 ORCA CYCLING TEAM
124 1800073 橋岡 宏茂 ﾊｼｵｶ ﾋﾛｼ 愛知 KINAN AACA
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
139 1300295 小林 成輔 ｺﾊﾞﾔｼ ｾｲｽｹ 東京 SUBARU Cycling Team
140 1402063 岡 理裕 ｵｶ ﾏｻﾋﾛ 静岡 SPADE・ACE
141 1300031 増田 弘誠 ﾏｽﾀﾞ ﾋﾛﾅｶﾞ 静岡 SPADE・ACE
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
144 9901846 大倉 健一 ｵｵｸﾗ ｹﾝｲﾁ 東京 セオレーシング
145 1000436 高田 雄太 ﾀｶﾀﾞ ﾕｳﾀ 東京 たかだフレンドレーシング
146 1001902 米谷 隆志 ﾖﾈﾀﾆ ﾀｶｼｼ 東京 たかだフレンドレーシング
147 0600618 飯沼 誠憲 ｲｲﾇﾏ ﾏｻﾉﾘ 東京 Team CUORE
148 1001877 重田 兼吾 ｼｹﾞﾀ ｹﾝｺﾞ 千葉 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
154 1502785 渡辺 耶斗 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾔﾄ 東京 Team FITTE
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
159 1200364 山田 陽一 ﾔﾏﾀﾞ ﾖｳｲﾁ 石川 TTG ミトロング-V
160 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
161 1301786 野上 太一 ﾉｶﾞﾐ ﾀｲﾁ 愛知 天狗党
162 1601683 阿部 賢明 ｱﾍﾞ ﾀｶｱｷ 新潟 新潟食料農業大学 自転車競技部
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
167 1101882 青山 高士 ｱｵﾔﾏ ﾀｶﾋﾄ 宮城 ハヤサカサイクルレーシングチーム
168 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
169 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
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
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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
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
183 1700601 川田 翔太 ｶﾜﾀ ｼｮｳﾀ 東京 ボンシャンスACA
184 1200156 天春 雄也 ｱﾏｶﾞｽ ﾕｳﾔ 三重 MAX SPEED 97
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
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
198 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
199 1200140 海保 洋平 ｶｲﾎ ﾖｳﾍｲ 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
201 1500421 佐藤 忠則 ｻﾄｳ ﾀﾀﾞﾉﾘ 千葉 湾岸サイクリング・ユナイテッド
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【クラスタ:E2  グレード:B】 70名 2021/4/19
No. JCF ID 氏名 カナ 登録地 チーム名
301 1901014 佐藤 寛朗 ｻﾄｳ ﾋﾛｱｷ 千葉 AutoBahnGotemba
302 1800452 舟山 祥弘 ﾌﾅﾔﾏ ﾖｼﾋﾛ 東京 AKIRUNO-Cycling Academy Project
303 9801919 中田 真琴 ﾅｶﾀ ﾏｺﾄ 京都 ACQUA TAMA
304 0301558 増子 雄士 ﾏｼｺ ﾕｳｼﾞ 東京 Astama Cycling Team
305 1100404 香川 博 ｶｶﾞﾜ ﾋﾛｼ ⾧野 イナーメ信濃山形-EFT
306 1402317 有益 伸一 ｱﾘﾏｽ ｼﾝｲﾁ 神奈川 NEBcycling
307 1000042 大野 国寿 ｵｵﾉ ｸﾆﾋｻ 新潟 F(t)麒麟山 Racing
308 1301405 本田 竜介 ﾎﾝﾀﾞ ﾘｭｳｽｹ 新潟 F(t)麒麟山 Racing
309 1700547 森 紀侑 ﾓﾘ ﾉﾘﾕｷ 栃木  Gufo Cycle Works
310 9702810 高梨 真幸人 ﾀｶﾅｼ ﾏｺﾄ 茨城 GROWING Racing Team
311 1400191 植田 春樹 ｳｴﾀﾞ ﾊﾙｷ 埼玉 コムリン 
312 1400139 木下 翔平 ｷﾉｼﾀ ｼｮｳﾍｲ 埼玉 コムリン 
313 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
314 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
315 1703104 東 勝哉 ﾋｶﾞｼ ｶﾂﾔ 千葉 サイクルフリーダム・レーシング
316 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
317 1602654 安江 永遠 ﾔｽｴ ﾄﾜ 茨城 作新学院大学
318 1300906 鳴海 颯 ﾅﾙﾐ ｿｳ 東京 G.S.POSITIVO
319 1502336 橋本 嶺登 ﾊｼﾓﾄ ﾚｲﾄ ⾧野 SNEL CYCLOCROSS TEAM
320 1600336 松本 一成 ﾏﾂﾓﾄ ｲｯｾｲ ⾧野 SNEL CYCLOCROSS TEAM
321 0400358 鈴木 大忠 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾀﾀﾞ 群馬 SUBARU Cycling Team
322 1900067 須藤 卓 ｽﾄｳ ｽｸﾞﾙ 埼玉 S`fida Prego Racing
323 1502464 齋藤 友一 ｻｲﾄｳ ﾕｳｲﾁ 静岡 SPADE・ACE
324 0300337 市橋 徹也 ｲﾁﾊｼ ﾃﾂﾔ 東京 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ
325 9900095 宗吉 貞幸 ﾑﾈﾖｼ ｻﾀﾞﾕｷ 千葉 Swacchi Test Team
326 1600036 井清 大樹 ｲｾｲ ﾀﾞｲｷ 神奈川 ZERO BIKE FACTORY
327 1702002 早瀬 利宇 ﾊﾔｾ ﾘｭｳ 岐阜 ZERO BIKE FACTORY
328 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
329 1400805 忍田 基明 ｵｼﾀﾞ ﾓﾄｱｷ 東京 Team CUORE
330 1500198 國定 洋光 ｸﾆｻﾀﾞ ﾋﾛﾐﾂ 東京 Team CUORE
331 1000376 福岡 実 ﾌｸｵｶ ﾐﾉﾙ 東京 Team CUORE
332 1700751 小山田 亮 ｵﾔﾏﾀﾞ ﾘｮｳ 静岡 TEAM YOU CAN
333 2000022 細川 健太 ﾎｿｶﾜ ｹﾝﾀ 静岡 TEAM YOU CAN
334 1200148 山田 哲彦 ﾔﾏﾀﾞ ｱｷﾋｺ 千葉 TEAM GIRO 360
335 1500265 阿島 哲夫 ｱｼﾞﾏ ﾃﾂｵ 神奈川 なるしまフレンド
336 1400135 川島 健人 ｶﾜｼﾏ ｹﾝﾄ 東京 なるしまフレンド
337 1401674 檜村 奏太 ﾋﾑﾗ ｿｳﾀ 新潟 新潟食料農業大学 自転車競技部
338 1802100 藤野 英志 ﾌｼﾞﾉ ｴｲｼ 神奈川 新潟食料農業大学 自転車競技部
339 1501118 渡邉 翔悟 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳｺﾞ 東京 日本体育大学
340 1200516 箭内 秀平 ﾔﾅｲ ｼｭｳﾍｲ 東京 日本ろう自転車競技協会
341 1500560 舘岡 賢弥 ﾀﾃｵｶ ﾀｶﾋﾛ 茨城 ハヤサカサイクルレーシングチーム
342 1502759 石神 宇 ｲｼｶﾞﾐ ﾀｶｼ 東京 パラティアムTOKYO
343 1200039 今西 大地 ｲﾏﾆｼ ﾀﾞｲﾁ 高知 パラティアムTOKYO
344 1602688 森榮 晃彦 ﾓﾘｻｶ ｱｷﾋｺ 岡山 パラティアムTOKYO
345 1800330 宮本 一輝 ﾐﾔﾓﾄ ｶｽﾞｷ 千葉 BMレーシングZUNOW
346 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
347 1000400 小林 秀雄 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞｵ 東京 FAST LANE Racing
348 1301694 小貫 智紀 ｵﾇｷ ﾄﾓﾉﾘ 神奈川 PHANTOM 湘南
349 9800367 吉川 勝 ﾖｼｶﾜ ﾏｻﾙ 茨城 フィッツ
350 1802049 小泉 啓仁 ｺｲｽﾞﾐ ﾀｶﾋﾄ 東京 FORCE
351 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
352 1800234 福田 龍生 ﾌｸﾀﾞ ﾘｭｳ 栃木 ブラウ・ブリッツェン
353 1800055 増田 壮真 ﾏｽﾀﾞ ｿｳﾏ 茨城 ブラウ・ブリッツェン
354 1802380 室賀 貴仁 ﾑﾛｶﾞ ﾀｶﾋﾄ 栃木 ブラウ・ブリッツェン
355 1200566 濱口 浩紀 ﾊﾏｸﾞﾁ ﾋﾛｷ 愛知 BREZZA-KAMIHAGI
356 1900883 加藤 功也 ｶﾄｳ ﾖｼﾅﾘ 三重 MAX SPEED 97
357 1400144 相原 士穏 ｱｲﾊﾗ ｼｵﾝ 神奈川 Yamanakako Cycling Team
358 1900249 林 伶音 ﾊﾔｼ ﾚｵﾝ 千葉 横浜高校自転車競技部
359 1600860 山口 泰司 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛｼ 大阪 La Belle Équipe
360 1201921 窪田 博英 ｸﾎﾞﾀ ﾋﾛﾋﾃﾞ 山梨 Rapha Cycling Club
361 1600332 佐藤 駿 ｻﾄｳ ｼｭﾝ 群馬 Rapha Cycling Club
362 1902096 皆川 晃法 ﾐﾅｶﾞﾜ ｱｷﾉﾘ 東京 Rapha Cycling Club
363 1600285 山田 貴一 ﾔﾏﾀﾞ ｷｲﾁ 東京 LINKVISION GIRASOLE CYCLING
364 1100040 小山 洋平 ｺﾔﾏ ﾖｳﾍｲ 神奈川 Racing CUBE
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365 1700610 菊川 実紀 ｷｸｶﾞﾜ ﾐﾉﾘ 東京 Roppongi Express
366 1400132 半澤 雄高 ﾊﾝｻﾞﾜ ﾕﾀｶ 東京 Roppongi Express
367 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
368 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
369 1500261 村口 裕樹 ﾑﾗｸﾞﾁ ﾕｳｷ 千葉 湾岸サイクリング・ユナイテッド
370 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:C】 195名 2021/4/19
No. JCF ID 氏名 カナ 登録地 チーム名
401 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
402 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
403 1902489 矢口 友輝 ﾔｸﾞﾁ ﾄﾓｷ 神奈川 麻溝台高等学校
404 2000550 宇佐美 侑平 ｳｻﾐ ﾕｳﾍｲ 東京 Astama Cycling Team
405 2000554 土井 裕幸 ﾄﾞｲ ﾋﾛﾕｷ 東京 Astama Cycling Team
406 1902416 奈村 遼 ﾅﾑﾗ ﾘｮｳ 東京 Astama Cycling Team
407 2000578 南澤 雅人 ﾐﾅﾐｻﾜ ﾏｻﾄ 東京 Astama Cycling Team
408 2000555 菅村 栄三 ｽｶﾞﾑﾗ ｴｲｿﾞｳ 東京 ALDINA
409 1602677 田代 健祐 ﾀｼﾛ ｹﾝｽｹ 東京 ALDINA
410 0900610 岩下 直貴 ｲﾜｼﾀ ﾅｵｷ ⾧野 イナーメ信濃山形-EFT
411 0700045 岩月 伸夫 ｲﾜﾂｷ ﾉﾌﾞｵ 愛知 イナーメ信濃山形-EFT
412 2001606 笠井 雄太 ｶｻｲ ﾕｳﾀ 愛知 イナーメ信濃山形-EFT
413 1402362 木村 博志 ｷﾑﾗ ﾋﾛｼ 埼玉 イナーメ信濃山形-EFT
414 1702547 黒須 翔吾 ｸﾛｽ ｼｮｳｺﾞ 埼玉 イナーメ信濃山形-EFT
415 2001921 高木 礼 ﾀｶｷﾞ ﾗｲ 岐阜 イナーメ信濃山形-EFT
416 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
417 2100107 野々山 大我 ﾉﾉﾔﾏ ﾀｲｶﾞ 愛知 イナーメ信濃山形-EFT
418 2000120 山内 怜旺 ﾔﾏｳﾁ ﾚｵ 愛知 イナーメ信濃山形-EFT
419 1001225 須々田 匠 ｽｽﾀ ﾀｸﾐ 京都 岩井商会レーシング
420 1700491 河村 敦人 ｶﾜﾑﾗ ｱﾂﾄ 滋賀 EXTENDED VAX SAYAMA
421 2000284 西尾 佳明 ﾆｼｵ ﾖｼｱｷ 埼玉 EXTENDED VAX SAYAMA
422 1902767 高橋 怜士 ﾀｶﾊｼ ﾚｵ 新潟 F(t)麒麟山 Racing
423 0200005 山田 ⾧作 ﾔﾏﾀﾞ ﾁｮｳｻｸ 北海道 エルドラード東北
424 1703396 初川 弘浩 ﾊﾂｶﾜ ｺｳﾋﾛ 岐阜 ORCA CYCLING TEAM
425 1801809 小林 優太 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾀ 埼玉 川口市自転車競技連盟
426 2100319 島田 育男 ｼﾏﾀﾞ ｲｸｵ 埼玉 川口市自転車競技連盟
427 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
428 2001675 箱家 泰平 ﾊｺﾔ ﾀｲﾍｲ 埼玉 川口市自転車競技連盟
429 2100704 渡辺 悠太 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾀ 埼玉 川口市自転車競技連盟
430 2100169 菊地 航 ｷｸﾁ ﾜﾀﾙ 栃木 Gufo Cycle Works
431 1802843 永山 義人 ﾅｶﾞﾔﾏ ﾖｼﾋﾄ 栃木 Gufo Cycle Works
432 2100303 坂本 裕昭 ｻｶﾓﾄ ﾋﾛｱｷ 茨城 Greeen Lights Racing Team
433 1900528 佐藤 彰馬 ｻﾄｳ ｼｮｳﾏ 群馬 Greeen Lights Racing Team
434 1900526 佐藤 浩行 ｻﾄｳ ﾋﾛﾕｷ 群馬 Greeen Lights Racing Team
435 1900047 小柳 俊夫 ｺﾔﾅｷﾞ ﾄｼｵ 千葉 Clichy Cycling Club
436 1802620 唐澤 一瑠 ｶﾗｻﾜ ｲﾁﾙ 群馬 群馬グリフィンエリート
437 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
438 2000998 佐藤 恭多 ｻﾄｳ ｷｮｳﾀ 群馬 群馬グリフィンエリート
439 2100183 瀧澤 拓矢 ﾀｷｻﾞﾜ ﾀｸﾔ 北海道 群馬グリフィンエリート
440 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
441 2001565 日置江 草太 ﾋｷｴ ｿｳﾀ 千葉 サイクルフリーダム・レーシング
442 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
443 1401253 小川 泰征 ｵｶﾞﾜ ﾀｲｾｲ 埼玉 サイタマサイクルプロジェクト
444 1702936 千徳 竜輝 ｾﾝﾄｸ ﾘｮｳｷ 埼玉 サイタマサイクルプロジェクト
445 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
446 2100509 馬場 慶三郎 ﾊﾞﾊﾞ ｹｲｻﾞﾌﾞﾛｳ 東京 埼玉ユース自転車競技部
447 1000754 橘田 和樹 ｷｯﾀ ｶｽﾞｷ 栃木 The CAMP＊US
448 1101348 松村 尚毅 ﾏﾂﾑﾗ ﾅｵｷ 東京 The CAMP＊US
449 1802496 石田 悠真 ｲｼﾀﾞ ﾕｳﾏ 栃木 作新学院大学
450 1502691 大山 慶 ｵｵﾔﾏ ｹｲ 栃木 作新学院大学
451 1802069 小関 創斗 ｺｾｷ ｿｳﾄ 山形 作新学院大学
452 1802005 小林 翔真 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｮｳﾏ 群馬 作新学院大学
453 1901285 笹川 悠太 ｻｻｶﾞﾜ ﾕｳﾀ 栃木 作新学院大学
454 1702052 重田 倫一郎 ｼｹﾞﾀ ﾘﾝｲﾁﾛｳ 群馬 作新学院大学
455 1901870 松本 輝 ﾏﾂﾓﾄ ﾋｶﾙ 栃木 作新学院大学
456 1701497 渡辺 拓海 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｸﾐ 山形 作新学院大学
457 2100085 唐澤 卓人 ｶﾗｻﾜ ﾀｸﾄ 群馬 COW GUMMA
458 2001545 本田 智久 ﾎﾝﾀﾞ ﾄﾓﾋｻ 群馬 COW GUMMA
459 2100348 松島 煌和 ﾏﾂｼﾏ ｺｳﾜ 埼玉 COW GUMMA
460 2000191 ⾧田 裕貴 ｵｻﾀﾞ ﾕｳｷ 神奈川 シモーネ
461 1902763 河野 雄輝 ｶﾜﾉ ﾕｳｷ 東京 シモーネ
462 2100312 堤 健智 ﾂﾂﾐ ﾀｹﾄｼ 東京 シモーネ
463 1902106 西村 朝陽 ﾆｼﾑﾗ ｱｻﾋ 山梨 首都大学東京
464 2000833 石井 竜我 ｲｼｲ ﾘｭｳｶﾞ 群馬 上毛レーシング
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465 1702054 野田 英汰 ﾉﾀﾞ ｴｲﾀ 群馬 上毛レーシング
466 1602678 小久保 登志貴 ｺｸﾎﾞ ﾄｼｷ 埼玉 SNEL CYCLOCROSS TEAM
467 0300860 鈴木 禄徳 ｽｽﾞｷ ﾖｼﾉﾘ 千葉 SNEL CYCLOCROSS TEAM
468 1601523 橋本 優樹 ﾊｼﾓﾄ ﾕｳｷ 神奈川 SNEL CYCLOCROSS TEAM
469 1000472 山田 誉史輝 ﾔﾏﾀﾞ ﾖｼｷ ⾧野 SNEL CYCLOCROSS TEAM
470 1300545 斎藤 徳聡 ｻｲﾄｳ ﾉﾘｱｷ 群馬 SUBARU Cycling Team
471 2000107 會原 祐希 ｱｲﾊﾗ ﾕｳｷ 埼玉 S`fida Prego Racing
472 1900068 内田 優 ｳﾁﾀﾞ ﾕｳ 埼玉 S`fida Prego Racing
473 2000091 内山 智貴 ｳﾁﾔﾏ ﾄﾓｷ 埼玉 S`fida Prego Racing
474 2000233 奥村 純 ｵｸﾑﾗ ｼﾞｭﾝ 埼玉 S`fida Prego Racing
475 2100089 先崎 薫 ｾﾝｻﾞｷ ｶｵﾙ 埼玉 S`fida Prego Racing
476 2000092 DAVID HYRON ﾀﾞﾋﾞｯﾄﾞ ﾊｲﾛﾝ 埼玉 S`fida Prego Racing
477 2000109 土屋 雄一郎 ﾂﾁﾔ ﾕｳｲﾁﾛｳ 埼玉 S`fida Prego Racing
478 2001964 中西 諒太郎 ﾅｶﾆｼ ﾘｮｳﾀﾛｳ 埼玉 S`fida Prego Racing
479 2000283 松本 心平 ﾏﾂﾓﾄ ｼﾝﾍﾟｲ 埼玉 S`fida Prego Racing
480 2100053 宮部 嵩明 ﾐﾔﾍﾞ ﾀｶｱｷ 埼玉 S`fida Prego Racing
481 2000108 山岡 俊和 ﾔﾏｵｶ ﾄｼｶｽﾞ 埼玉 S`fida Prego Racing
482 2000217 成田 眸 ﾅﾘﾀ ﾋﾄﾐ 愛知 SPADE・ACE
483 1300015 藤田 康祐 ﾌｼﾞﾀ ｺｳｽｹ 静岡 SPADE・ACE
484 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
485 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
486 1702904 佐々木 生織 ｻｻｷ ｲｵﾘ 東京 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ
487 2100696 朴 慶倫 ﾊﾟｸ ｷｮﾝﾘｭﾝ 北海道 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ
488 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
489 1902004 渡辺 悠志 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｼﾞ 埼玉 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ
490 2100518 飯塚 知久 ｲｲﾂﾞｶ ﾄﾓﾋｻ 千葉 Swacchi Test Team
491 2100517 松丸 忍 ﾏﾂﾏﾙ ｼﾉﾌﾞ 千葉 Swacchi Test Team
492 1802826 石丸 貴昭 ｲｼﾏﾙ ﾀｶｱｷ 千葉 セオレーシング
493 1600822 井田 衣 ｲﾀﾞ ﾂﾑｸﾞ 大阪 ZERO BIKE FACTORY
494 2100370 幾見 真大 ｲｸﾐ ﾏｻﾋﾛ 神奈川 たかだフレンドレーシング
495 1800425 宇治 博史 ｳｼﾞ ﾋﾛｼ 東京 たかだフレンドレーシング
496 1602472 高木 優一 ﾀｶｷﾞ ﾕｳｲﾁ 東京 たかだフレンドレーシング
497 1901358 濱地 裕樹 ﾊﾏｼﾞ ﾋﾛｷ 神奈川 たかだフレンドレーシング
498 1702735 熊谷 敏弘 ｸﾏｶﾞｲ ﾄｼﾋﾛ 埼玉 Team CUORE
499 1600475 重田 恵杜 ｼｹﾞﾀ ｹｲﾄ 千葉 Team CUORE
500 1703219 塚越 一生 ﾂｶｺﾞｼ ｲｯｾｲ 東京 TEAM SPORTS KID GoMore
501 2001531 西村 圭二郎 ﾑﾗ ｹｲｼﾞﾛｳ 兵庫 Team ZERO UNO FRONTIER
502 1600641 武野 泰明 ﾀｹﾉ ﾔｽｱｷ 神奈川 Team BFY Racing
503 0801883 谷本 健 ﾀﾆﾓﾄ ﾀｹｼ 神奈川 Team BFY Racing
504 1802499 溝口 達也 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾀﾂﾔ 神奈川 Team BFY Racing
505 2001911 髙橋 優人 ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾄ 東京 TeamUKYO Reve
506 1702907 岡本 秀明 ｵｶﾓﾄ ﾋﾃﾞｱｷ 千葉 TEAM GIRO 360
507 2000242 菱木 裕一 ﾋｼｷ ﾕｳｲﾁ 千葉 TEAM GIRO 360
508 1700600 後藤 将之 ｺﾞﾄｳ ﾏｻﾕｷ 東京 Team FITTE
509 1800244 菅野 蒼羅 ｽｹﾞﾉ ｱｲﾗ 北海道 Team Eurasia-iRC TIRE-Development
510 2100268 サルマ 寛大 ｻﾙﾏ ｶﾝﾀ 大分 津末レーシング
511 1402278 萩原 一輝 ﾊｷﾞﾜﾗ ｶｽﾞｷ 群馬 TRC PANAMAREDS
512 2100750 藤山 龍太 ﾌｼﾞﾔﾏ ﾘｭｳﾀ 石川 TTG ミトロング-V
513 2100330 霜出 祐輝 ｼﾓｲﾃﾞ ﾕｳｷ 神奈川 Defardi
514 1901719 加藤 遼 ｶﾄｳ ﾘｮｳ 東京 東京工業大学
515 2000693 池澤 秀一郎 ｲｹｻﾞﾜ ｼｭｳｲﾁﾛｳ 栃木 那須ハイ-りんどう湖レーシングチーム
516 2000524 今 大虎 ｺﾝ ﾀｲｺﾞ 栃木 那須ハイ-りんどう湖レーシングチーム
517 2000035 増子 悠樹 ﾏｽｺ ﾕｳｷ 栃木 那須ハイ-りんどう湖レーシングチーム
518 0900910 杉村 寛太 ｽｷﾞﾑﾗ ｶﾝﾀ 東京 なるしまフレンド
519 1801764 福島 唯暉 ﾌｸｼﾏ ﾕｲｷ 埼玉 新潟食料農業大学 自転車競技部
520 1801541 藤井 悠羽 ﾌｼﾞｲ ﾕｳ 秋田 新潟食料農業大学 自転車競技部
521 1801606 高久 胡太郎 ﾀｶｸ ｺﾀﾛｳ 茨城 日本体育大学
522 1700703 玉城 翔太 ﾀﾏｼﾛ ｼｮｳﾀ 沖縄 日本体育大学
523 1801938 西澤 優聖 ﾆｼｻﾞﾜ ﾏｻﾄ 岐阜 日本体育大学
524 1701040 比嘉 祐貴 ﾋｶﾞ ﾕｳｷ 沖縄 日本体育大学
525 1801835 福田 晃司 ﾌｸﾀﾞ ｺｳｼﾞ 埼玉 日本体育大学
526 1701262 藤井 涼介 ﾌｼﾞｲ ﾘｮｳｽｹ 埼玉 日本体育大学
527 2100289 田中 航太 ﾀﾅｶ ｺｳﾀ 東京 日本ろう自転車競技協会
528 2100143 板倉 学 ｲﾀｸﾗ ﾏﾅﾌﾞ 埼玉 ハヤサカサイクルレーシングチーム
529 1101933 勅使瓦 有紀 ﾃｼｶﾞﾜﾗ ﾅｵｷ 宮城 ハヤサカサイクルレーシングチーム
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530 2000319 石川 司 ｲｼｶﾜ ﾂｶｻ 福井 バルバレーシングクラブ
531 2000370 高橋 海成 ﾀｶﾊｼ ｶｲｾｲ 福井 バルバレーシングクラブ
532 2100299 大森 虹亮 ｵｵﾓﾘ ｺｳｽｹ 千葉 BMレーシングZUNOW
533 1800041 横矢 峻 ﾖｺﾔ ｼｭﾝ 千葉 BMレーシングZUNOW
534 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
535 1802500 上野 真 ｳｴﾉ ｼﾝ 東京 VIVA☆ZAPPEI極
536 2100177 堀 佑太朗 ﾎﾘ ﾕｳﾀﾛｳ 神奈川 VIVA☆ZAPPEI極
537 1101931 児玉 誠治 ｺﾀﾞﾏ ｾｲｼﾞ 兵庫 VC AVANZARE
538 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
539 1902062 原田 翔世 ﾊﾗﾀﾞ ｼｮｳｾｲ 福岡 VC福岡エリート
540 1900196 原田 卓幸 ﾊﾗﾀﾞ ﾀｶﾕｷ 東京 FORCE
541 1702059 伊藤 大輔 ｲﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ 栃木 ブラウ・ブリッツェン
542 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
543 2100119 清水 敬也 ｼﾐｽﾞ ﾀｶﾔ 栃木 ブラウ・ブリッツェン
544 2000263 田澤 瑶平 ﾀｻﾞﾜ ﾖｳﾍｲ 東京 ブラウ・ブリッツェン
545 1902687 田中 太陽 ﾀﾅｶ ﾋﾅﾀ 千葉 ブラウ・ブリッツェン
546 2100056 吉田 敬 ﾖｼﾀﾞ ｹｲ 埼玉 ホダカファクトリーレーシング
547 1902251 鈴木 澪 ｽｽﾞｷ ﾚｲ 愛媛 松山学院高等学校 自転車競技部
548 1902761 井上 慶亮 ｲﾉｳｴ ﾖｼｱｷ 千葉 MiNERVA-asahi
549 0700205 宇田 裕行 ｳﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 大阪 MiNERVA-asahi
550 2100123 小林 毅瑠 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｹﾙ 東京 MiNERVA-asahi
551 2000213 小林 将人 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾄ 福島 MiNERVA-asahi
552 2100058 常富 柾生 ﾂﾈﾄﾐ ﾏｻｷ 静岡 MiNERVA-asahi
553 1900355 鉄山 智弘 ﾃﾂﾔﾏ ﾄﾓﾋﾛ 滋賀 MiNERVA-asahi
554 1902732 永友 宏樹 ﾅｶﾞﾄﾓ ﾋﾛｷ 東京 MiNERVA-asahi
555 1902758 能戸 雄大 ﾉﾄ ﾕｳﾀﾞｲ 埼玉 MiNERVA-asahi
556 2000015 布田 直也 ﾌﾀﾞ ﾅｵﾔ 宮城 MiNERVA-asahi
557 1500908 三浦 隆也 ﾐｳﾗ ﾀｶﾔ 静岡 MiNERVA-asahi
558 2100052 結城 光 ﾕｳｷ ﾋｶﾙ 埼玉 MiNERVA-asahi
559 1700605 松木 匡宏 ﾏﾂｷ ﾀﾀﾞﾋﾛ 東京 MIVRO
560 2100729 宮城 太一 ﾐﾔｷﾞ ﾀｲﾁ 東京 MIVRO
561 2000829 森 俊明 ﾓﾘ ﾄｼｱｷ 東京 MIVRO
562 1702585 池邊 刀那 ｲｹﾍﾞ ｶﾀﾅ 北海道 MUUR
563 1600008 高山 秀樹 ﾀｶﾔﾏ ﾋﾃﾞｷ 大阪 MUUR
564 0400252 五百籏頭 晃 ｲｵｷﾍﾞ ｱｷﾗ 東京 MAYSTORM
565 2100373 梅井 覚 ｳﾒｲ ｻﾄﾙ 東京 MAYSTORM
566 2100241 大内 康弘 ｵｵｳﾁ ﾔｽﾋﾛ 東京 MAYSTORM
567 2100337 富田 俊太郎 ﾄﾐﾀ ｼｭﾝﾀﾛｳ 東京 MAYSTORM
568 2100290 大久保 敬一郎 ｵｵｸﾎﾞ ｹｲｲﾁﾛｳ 栃木 矢板アローズCyclingTeam
569 1901423 杉山 陸 ｽｷﾞﾔﾏ ﾘｸ 栃木 矢板アローズCyclingTeam
570 2000113 古川 修 ﾌﾙｶﾜ ｵｻﾑ 栃木 矢板アローズCyclingTeam
571 1801580 金田 直樹 ｶﾅﾀﾞ ﾅｵｷ 静岡 Yamanakako Cycling Team
572 1501094 ⾧澤 和樹 ﾅｶﾞｻﾜ ｶｽﾞｷ 神奈川 YOKOSUKA UNO RACING
573 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
574 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
575 1900668 中司 大輔 ﾅｶﾂｶｻ ﾀﾞｲｽｹ 滋賀 La Belle Équipe
576 2000078 黒澤 明 ｸﾛｻﾜ ｱｷﾗ 東京 Rapha Cycling Club
577 1601253 纐纈 壮太郎 ｺｳｹﾂ ｿｳﾀﾛｳ 東京 Rapha Cycling Club
578 1800118 森本 博樹 ﾓﾘﾓﾄ ﾋﾛｷ 東京 Rapha Cycling Club
579 9700528 横田 正美 ﾖｺﾀ ﾏｻﾐ 栃木 リベルタスTOCHIGI BICYCLE CLUB
580 2100158 大島 義昭 ｵﾄｼﾏ ﾖｼｱｷ 東京 LINKVISION GIRASOLE CYCLING
581 2000314 菅田 有記 ｽｹﾞﾀ ﾕｳｷ 東京 LINKVISION GIRASOLE CYCLING
582 2000289 大徳 繁騎 ﾀﾞｲﾄｸ ｼｹﾞｷ 埼玉 LINKVISION GIRASOLE CYCLING
583 2000465 藤本 元貴 ﾌｼﾞﾓﾄ ｹﾞﾝｷ 神奈川 LINKVISION GIRASOLE CYCLING
584 2000924 本田 啓仁 ﾎﾝﾀﾞ ｹｲﾄ 東京 LINKVISION GIRASOLE CYCLING
585 2000565 宮澤 祐希 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｳｷ 埼玉 LINKVISION GIRASOLE CYCLING
586 1700215 川村 怜 ｶﾜﾑﾗ ﾚﾝ 神奈川 Racing CUBE
587 1402273 高木 俊輔 ﾀｶｷﾞ ｼｭﾝｽｹ 神奈川 Racing CUBE
588 9702882 吉池 司 ﾖｼｲｹ ﾂｶｻ 神奈川 Racing CUBE
589 2000754 池ヶ谷 康平 ｲｹｶﾞﾔ ｺｳﾍｲ 静岡 LEVANTE HOPE
590 1800432 小川 空石 ｵｶﾞﾜ ｸｼﾞｬｸ 東京 LEVANTE HOPE
591 1801641 加藤 すばる ｶﾄｳ ｽﾊﾞﾙ 埼玉 Ｙʼｓ Ｒｏａｄ
592 1703414 小平 陽大 ｺﾀﾞｲﾗ ﾋﾅﾀ 東京 Ｙʼｓ Ｒｏａｄ
593 2001544 三上 玄 ﾐｶﾐ ｹﾞﾝ 東京 Ｙʼｓ Ｒｏａｄ
594 2000185 古谷 朋一 ﾌﾙﾀﾆ ﾄﾓｶｽﾞ 千葉 湾岸サイクリング・ユナイテッド
595 1703518 大場 翔生 ｵｵﾊﾞ ｼｮｳ 神奈川 ZERO BIKE FACTORY
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【クラスタ:F  グレード:B】 27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
252 1301654 中原 恭恵 ﾅｶﾊﾗ ﾔｽｴ 広島 AVENTURA VICTORIA RACING
253 1701126 後藤 安佐 ｺﾞﾄｳ ｱｻ 東京 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 
255 1600453 新川 明子 ｼﾝｶﾜ ｱｷｺ 栃木 Gufo Cycle Works
256 2100018 森田 由美子 ﾓﾘﾀ ﾕﾐｺ 栃木 Gufo Cycle Works
258 1800718 千野 あゆみ ﾁﾉ ｱﾕﾐ 埼玉 サイタマサイクルプロジェクト
259 1700509 橋本 弘子 ﾊｼﾓﾄ ﾋﾛｺ 埼玉 サイタマサイクルプロジェクト
260 1801202 廣瀬 博子 ﾋﾛｾ ﾋﾛｺ 埼玉 サイタマサイクルプロジェクト
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
265 1301628 早瀨 久美 ﾊﾔｾ ｸﾐ 神奈川 日本ろう自転車競技協会
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
271 1201909 小田 恵利花 ｵﾀﾞ ｴﾘｶ 東京 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
275 1902746 山田 菜月 ﾔﾏﾀﾞ ﾅﾂｷ 北海道 YOKOSUKA UNO RACING
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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【クラスタ:JYT  グレードB】 29名 2021/4/19
No. JCF ID 氏名 カナ 登録地 チーム名
701 1902224 室伏 碧透 ﾑﾛﾌｼ ｱｵﾄ 千葉 AVENTURA VICTORIA RACING
702 2001388 望月 蓮 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾚﾝ 神奈川 Avenir Yamanashi Yamanakako
703 1800377 木綿 崚介 ﾓﾒﾝ ﾘｮｳｽｹ 北海道 ヴィファリスト
704 2001935 大関 宙 ｵｵｾﾞｷ ｿﾗ 福島 郡山サイクルフレンズ
705 1901026 槇 勇人 ﾏｷ ﾊﾔﾄ 埼玉 埼玉ユース自転車競技部
706 1901396 宮崎 拓史 ﾐﾔｻﾞｷ ﾀｸﾐ 神奈川 COW GUMMA
707 2100111 大野 宗哲 ｵｵﾉ ｿｳﾃﾂ 東京 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ
708 1800847 風間 大和 ｶｻﾞﾏ ﾔﾏﾄ 東京 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ
709 2100249 シャルマ クシュアルグ ｼｬﾙﾏ ｸｼｭｱﾙｸﾞ 埼玉 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ
710 2100072 田邊 航太 ﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾀ 東京 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ
711 2100553 三好 悠介 ﾐﾖｼ ﾕｳｽｹ 東京 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ
712 2100225 坂上 幸太郎 ｻｶｳｴ ｺｳﾀﾛｳ 東京 TEAM SPORTS KID GoMore
713 1800175 岩月 諒太郎 ｲﾜﾂｷ ﾘｮｳﾀﾛｳ 神奈川 Team BFY Racing
714 1902352 三浦 一真 ﾐｳﾗ ｶｽﾞﾏ 神奈川 Team BFY Racing
715 2001205 大井川 良生 ｵｵｲｶﾞﾜ ﾗｲｷ 北海道 Team Eurasia-iRC TIRE-Development
716 1800069 児玉 誠虎 ｺﾀﾞﾏ ﾏｻﾄﾗ 兵庫 VC AVANZARE
717 1401312 鈴木 悠介 ｽｽﾞｷ ﾕｳｽｹ 栃木 ブラウ・ブリッツェン
718 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
719 1800264 村井 佑圭 ﾑﾗｲ ﾕｳｷ 栃木 ブラウ・ブリッツェン
720 1900153 萩谷 蒼風 ﾊｷﾞﾔ ｿﾗ 茨城 ボンシャンスACA
721 1703516 石田 航太 ｲｼﾀﾞ ｺｳﾀ 北海道 松山学院高等学校 自転車競技部
722 1803019 岡崎 一輝 ｵｶｻﾞｷ ｶｽﾞｷ 静岡 Yamanakako Cycling Team
723 2100622 滝口 拳斗 ﾀｷｸﾞﾁ ｹﾝﾄ 静岡 Yamanakako Cycling Team
724 2001503 アルーナ サリス 良利 ｱﾙｰﾅ ｻﾘｽ ﾗﾘ- 埼玉 杉戸農業高等学校  ※オープン参加
725 2001472 関口 拓真 ｾｷｸﾞﾁ ﾀｸﾏ 神奈川 深沢高等学校  ※オープン参加
726 1803037 竹田 天飛 ﾀｹﾀﾞ ｱﾏﾄ 神奈川 保土ケ谷高校  ※オープン参加
727 1900632 澤井 千洋 ｻﾜｲ ﾁﾋﾛ 山梨 SNEL CYCLOCROSS TEAM  ※オープン参加
728 2100803 黒澤 響冴 ｸﾛｻﾜ ｷｮｳｶﾞ ⾧野 飯田OIDE⾧姫高校  ※オープン参加
729 2100236 田上 太龍 ﾀﾉｳｴ ﾘｭｳ 大阪 T.S.J.  ※オープン参加

【クラスタ:U15  グレード:OPEN】 15名 2021/4/19
No. JCF ID 氏名 カナ 登録地 チーム名
751 1900243 秋元 碧 ｱｷﾓﾄ ｱｵ 栃木 ブラウ・ブリッツェン
752 2000075 柴田 渓佑 ｼﾊﾞﾀ ｹｲｽｹ 栃木 ブラウ・ブリッツェン
753 2000094 生尾 完 ﾅﾏｵ ｶﾝ 栃木 ブラウ・ブリッツェン
754 1900281 本井 大裕 ﾓﾄｲ ﾀﾞｲｽｹ 栃木 ブラウ・ブリッツェン
755 2000333 都丸 藍音 ﾄﾏﾙ ﾗﾝﾄ 群馬 COWGUMMA
756 2000288 沢野 司 ｻﾜﾉ ﾂｶｻ 埼玉 埼玉ユース自転車競技部
757 2100443 新藤 大翔 ｼﾝﾄﾞｳ ﾀｲﾄ 埼玉 埼玉ユース自転車競技部
758 2000743 田島 綾人 ﾀｼﾞﾏ ｱﾔﾄ 埼玉 埼玉ユース自転車競技部
759 2100765 月見里 櫂 ﾂｷﾐｻﾄ ｶｲ 東京 スミタ エイダイ パールイズミ ラバネロ
760 2100507 鳥海 泰世 ﾄﾘｳﾐ ﾀｲｾｲ 東京 LINKVISION GIRASOLE CYCLING
761 2100502 新藤 想真 ｼﾝﾄﾞｳ ｿｳﾏ 神奈川 Avenir Yamanashi Yamanakako
762 1902777 野村 慧晴 ﾉﾑﾗ ｹｲｾｲ 山梨 AVENTURA VICTORIA RACING
763 2001233 山本 慶 ﾔﾏﾓﾄ ｹｲ 神奈川 Team BFY Racing
764 2100120 大石 哲平 ｵｵｲｼ ﾃｯﾍﾟｲ 静岡 伊豆CSC
765 1900317 安川 尚吾 ﾔｽｶﾜ ｼｮｳｺﾞ 愛知 ORCA CYCLING SCHOOL
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