
【クラスタ:P1  グレード:ブロンズ】 9:00開始  100名 2021/3/11
No. JCF ID 氏名 カナ 登録地 チーム名
1 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
2 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
3 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
4 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
5 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
6 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
7 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
8 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
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 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
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 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
21 1301144 今村 駿介 ｲﾏﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ 福岡 TEAM BRIDGESTONE Cycling
22 1501582 河野 翔輝 ｶﾜﾉ ｼｮｳｷ 奈良 TEAM BRIDGESTONE Cycling
23 0500798 窪木 一茂 ｸﾎﾞｷ ｶｽﾞｼｹﾞ 福島 TEAM BRIDGESTONE Cycling
24 1601710 兒島 直樹 ｺｼﾞﾏ ﾅｵｷ 福岡 TEAM BRIDGESTONE Cycling
25 0801159 近谷 涼 ﾁｶﾀﾆ ﾘｮｳ 富山 TEAM BRIDGESTONE Cycling
26 1000513 徳田 優 ﾄｸﾀﾞ ｽｸﾞﾙ 京都 TEAM BRIDGESTONE Cycling
27 0900845 橋本 英也 ﾊｼﾓﾄ ｴｲﾔ 岐阜 TEAM BRIDGESTONE Cycling
28 1501423 山本 哲央 ﾔﾏﾓﾄ ﾃﾂｵ 山梨 TEAM BRIDGESTONE Cycling
31 1602271 宇佐美 颯基 ｳｻﾐ ﾊﾔｷ 神奈川 LEOMO Bellmare Racing Team
32 9800459 小畑 郁 ｵﾊﾞﾀ ｶｵﾙ 東京 LEOMO Bellmare Racing Team
33 0801747 才田 直人 ｻｲﾀ ﾅｵﾄ 宮城 LEOMO Bellmare Racing Team
34 1702835 小林 弘幸 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾕｷ ⾧野 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 6003573 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 0811534 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 1164976 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 建斗 ｵｵﾏﾁ ｹﾝﾄ 広島 eNShare Racing Team
54 0800639 河賀 雄大 ｶｶﾞ ﾕｳﾀﾞｲ 広島 eNShare Racing Team
55 1501045 木原 与志寛 ｷﾊﾗ ﾖｼﾋﾛ 広島 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 1401518 尾形 尚彦 ｵｶﾞﾀ ﾀｶﾋｺ 宮城 シマノレーシング
63 1201367 風間 翔眞 ｶｻﾞﾏ ｼｮｳﾏ 福島 シマノレーシング
64 0500601 木村 圭佑 ｷﾑﾗ ｹｲｽｹ 奈良 シマノレーシング
65 1401137 重満 丈 ｼｹﾞﾐﾂ ｼﾞｮｳ 沖縄 シマノレーシング
66 1401433 床井 亮太 ﾄｺｲ ﾘｮｳﾀ 栃木 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 0800592 岡 泰誠 ｵｶ ﾔｽﾏｻ 茨城 イナーメ信濃山形
72 0901542 北野 普識 ｷﾀﾉ ﾕｷﾉﾘ 東京 イナーメ信濃山形
73 1101679 佐野 千尋 ｻﾉ ﾁﾋﾛ 北海道 イナーメ信濃山形
74 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
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75 1300056 比護 任 ﾋｺﾞ ｱﾀﾙ 大阪 イナーメ信濃山形
76 1300540 松井 大悟 ﾏﾂｲ ﾀﾞｲｺﾞ 石川 イナーメ信濃山形
77 1601498 森崎 英登 ﾓﾘｻｷ ﾋﾃﾞﾄ 愛知 イナーメ信濃山形
81 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
82 9702834 中村 文武 ﾅｶﾑﾗ ﾌﾐﾀｹ 東京 稲城FIETSクラスアクト
83 0901755 野口 悠真 ﾉｸﾞﾁ ﾕｳﾏ 東京 稲城FIETSクラスアクト
84 9702852 藤田 勉 ﾌｼﾞﾀ ﾂﾄﾑ 東京 稲城FIETSクラスアクト
85 1601219 松下 直暉 ﾏﾂｼﾀ ﾅｵｷ 東京 稲城FIETSクラスアクト
86 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
91 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
92 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
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 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
95 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
96 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
97 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
98 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
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 1700059 平井 光介 ﾋﾗｲ ｺｳｽｹ 山梨 EQADS
104 1601077 湯浅 博貴 ﾕｱｻ ﾋﾛﾀｶ 埼玉 EQADS
111 1802102 相野 晴 ｱｲﾉ ﾃﾙ 北海道 Team Eurasia - iRC TIRE
112 1901309 色川 岳宏 ｲﾛｶﾜ ﾀｹﾋﾛ 宮城 Team Eurasia - iRC TIRE
113 1802426 小村 悠樹 ｺﾑﾗ ﾕｳｷ 石川 Team Eurasia - iRC TIRE
114 1800308 鈴木 道也 ｽｽﾞｷ ﾐﾁﾔ 福島 Team Eurasia - iRC TIRE
115 1701615 鈴木 来人 ｽｽﾞｷ ﾗｲﾄ ⾧野 Team Eurasia - iRC TIRE
116 1300495 積田 連 ｾｷﾀ ﾚﾝ 福島 Team Eurasia - iRC TIRE
117 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
118 1802331 鳥海 祐甫 ﾄﾘｳﾐ ﾕｳｽｹ 北海道 Team Eurasia - iRC TIRE
121 0801011 石橋 学 ｲｼﾊﾞｼ ﾏﾅﾌﾞ 青森 CIEL BLEU KANOYA
122 0801515 伊藤 舜紀 ｲﾄｳ ｼｭﾝｷ 鹿児島 CIEL BLEU KANOYA
123 1702467 大河内 将泰 ｵｵｺｳﾁ ﾏｻﾋﾛ 鹿児島 CIEL BLEU KANOYA
124 1300689 古谷田 貴斗 ｺﾔﾀ ﾀｶﾄ 鹿児島 CIEL BLEU KANOYA
125 1200034 白川 幸希 ｼﾗｶﾜ ｺｳｷ 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
127 1200621 冨尾 大地 ﾄﾐｵ ﾀﾞｲﾁ 鹿児島 CIEL BLEU KANOYA
128 0900699 原田 裕成 ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾛｱｷ 鹿児島 CIEL BLEU KANOYA
131 1600024 天野 壮悠 ｱﾏﾉ ﾀｹﾊﾙ 大阪 JCF強化指定チーム
132 1501574 小出 樹 ｺｲﾃﾞ ｲﾂｷ ⾧野 JCF強化指定チーム
133 1701148 山田 拓海 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｸﾐ ⾧野 JCF強化指定チーム
134 1701257 川崎 三織 ｶﾜｻｷ ﾐｵﾘ 埼玉 JCF強化指定チーム
135 1701128 西本 健三郎 ﾆｼﾓﾄ ｹﾝｻﾞﾌﾞﾛｳ 東京 JCF強化指定チーム
136 1501710 寺田 吉騎 ﾃﾗﾀﾞ ﾖｼｷ 静岡 JCF強化指定チーム
137 1201640 蠣崎 優仁 ｶｷｻﾞｷ ﾕｳｼﾞﾝ 静岡 JCF強化指定チーム



【クラスタ:P1  グレード:ブロンズ】 15:10開始  100名 2021/3/11
No. JCF ID 氏名 カナ 登録地 チーム名
1 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
2 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
3 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
4 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
5 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
6 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
7 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
8 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
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 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
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 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
21 1301144 今村 駿介 ｲﾏﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ 福岡 TEAM BRIDGESTONE Cycling
22 1501582 河野 翔輝 ｶﾜﾉ ｼｮｳｷ 奈良 TEAM BRIDGESTONE Cycling
23 0500798 窪木 一茂 ｸﾎﾞｷ ｶｽﾞｼｹﾞ 福島 TEAM BRIDGESTONE Cycling
24 1601710 兒島 直樹 ｺｼﾞﾏ ﾅｵｷ 福岡 TEAM BRIDGESTONE Cycling
25 0801159 近谷 涼 ﾁｶﾀﾆ ﾘｮｳ 富山 TEAM BRIDGESTONE Cycling
26 1000513 徳田 優 ﾄｸﾀﾞ ｽｸﾞﾙ 京都 TEAM BRIDGESTONE Cycling
27 0900845 橋本 英也 ﾊｼﾓﾄ ｴｲﾔ 岐阜 TEAM BRIDGESTONE Cycling
28 1501423 山本 哲央 ﾔﾏﾓﾄ ﾃﾂｵ 山梨 TEAM BRIDGESTONE Cycling
31 1602271 宇佐美 颯基 ｳｻﾐ ﾊﾔｷ 神奈川 LEOMO Bellmare Racing Team
32 9800459 小畑 郁 ｵﾊﾞﾀ ｶｵﾙ 東京 LEOMO Bellmare Racing Team
33 0801747 才田 直人 ｻｲﾀ ﾅｵﾄ 宮城 LEOMO Bellmare Racing Team
34 1702835 小林 弘幸 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾕｷ ⾧野 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 6003573 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 0811534 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 1164976 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 建斗 ｵｵﾏﾁ ｹﾝﾄ 広島 eNShare Racing Team
54 0800639 河賀 雄大 ｶｶﾞ ﾕｳﾀﾞｲ 広島 eNShare Racing Team
55 1501045 木原 与志寛 ｷﾊﾗ ﾖｼﾋﾛ 広島 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 1401518 尾形 尚彦 ｵｶﾞﾀ ﾀｶﾋｺ 宮城 シマノレーシング
63 1201367 風間 翔眞 ｶｻﾞﾏ ｼｮｳﾏ 福島 シマノレーシング
64 0500601 木村 圭佑 ｷﾑﾗ ｹｲｽｹ 奈良 シマノレーシング
65 1401137 重満 丈 ｼｹﾞﾐﾂ ｼﾞｮｳ 沖縄 シマノレーシング
66 1401433 床井 亮太 ﾄｺｲ ﾘｮｳﾀ 栃木 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 0800592 岡 泰誠 ｵｶ ﾔｽﾏｻ 茨城 イナーメ信濃山形
72 0901542 北野 普識 ｷﾀﾉ ﾕｷﾉﾘ 東京 イナーメ信濃山形
73 1101679 佐野 千尋 ｻﾉ ﾁﾋﾛ 北海道 イナーメ信濃山形
74 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
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75 1300056 比護 任 ﾋｺﾞ ｱﾀﾙ 大阪 イナーメ信濃山形
76 1300540 松井 大悟 ﾏﾂｲ ﾀﾞｲｺﾞ 石川 イナーメ信濃山形
77 1601498 森崎 英登 ﾓﾘｻｷ ﾋﾃﾞﾄ 愛知 イナーメ信濃山形
81 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
82 9702834 中村 文武 ﾅｶﾑﾗ ﾌﾐﾀｹ 東京 稲城FIETSクラスアクト
83 0901755 野口 悠真 ﾉｸﾞﾁ ﾕｳﾏ 東京 稲城FIETSクラスアクト
84 9702852 藤田 勉 ﾌｼﾞﾀ ﾂﾄﾑ 東京 稲城FIETSクラスアクト
85 1601219 松下 直暉 ﾏﾂｼﾀ ﾅｵｷ 東京 稲城FIETSクラスアクト
86 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
91 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
92 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
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 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
95 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
96 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
97 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
98 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
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 1700059 平井 光介 ﾋﾗｲ ｺｳｽｹ 山梨 EQADS
104 1601077 湯浅 博貴 ﾕｱｻ ﾋﾛﾀｶ 埼玉 EQADS
111 1802102 相野 晴 ｱｲﾉ ﾃﾙ 北海道 Team Eurasia - iRC TIRE
112 1901309 色川 岳宏 ｲﾛｶﾜ ﾀｹﾋﾛ 宮城 Team Eurasia - iRC TIRE
113 1802426 小村 悠樹 ｺﾑﾗ ﾕｳｷ 石川 Team Eurasia - iRC TIRE
114 1800308 鈴木 道也 ｽｽﾞｷ ﾐﾁﾔ 福島 Team Eurasia - iRC TIRE
115 1701615 鈴木 来人 ｽｽﾞｷ ﾗｲﾄ ⾧野 Team Eurasia - iRC TIRE
116 1300495 積田 連 ｾｷﾀ ﾚﾝ 福島 Team Eurasia - iRC TIRE
117 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
118 1802331 鳥海 祐甫 ﾄﾘｳﾐ ﾕｳｽｹ 北海道 Team Eurasia - iRC TIRE
121 0801011 石橋 学 ｲｼﾊﾞｼ ﾏﾅﾌﾞ 青森 CIEL BLEU KANOYA
122 0801515 伊藤 舜紀 ｲﾄｳ ｼｭﾝｷ 鹿児島 CIEL BLEU KANOYA
123 1501717 真鍋 諒太 ﾏﾅﾍﾞ ﾘｮｳﾀ 香川 CIEL BLEU KANOYA
124 1300689 古谷田 貴斗 ｺﾔﾀ ﾀｶﾄ 鹿児島 CIEL BLEU KANOYA
125 1200034 白川 幸希 ｼﾗｶﾜ ｺｳｷ 鹿児島 CIEL BLEU KANOYA
126 1601206 道見 優太 ﾄﾞｳﾐ ﾕｳﾀ 鹿児島 CIEL BLEU KANOYA
127 1200621 冨尾 大地 ﾄﾐｵ ﾀﾞｲﾁ 鹿児島 CIEL BLEU KANOYA
128 0900699 原田 裕成 ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾛｱｷ 鹿児島 CIEL BLEU KANOYA
131 1600024 天野 壮悠 ｱﾏﾉ ﾀｹﾊﾙ 大阪 JCF強化指定チーム
132 1501574 小出 樹 ｺｲﾃﾞ ｲﾂｷ ⾧野 JCF強化指定チーム
133 1701148 山田 拓海 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｸﾐ ⾧野 JCF強化指定チーム
134 1701257 川崎 三織 ｶﾜｻｷ ﾐｵﾘ 埼玉 JCF強化指定チーム
135 1701128 西本 健三郎 ﾆｼﾓﾄ ｹﾝｻﾞﾌﾞﾛｳ 東京 JCF強化指定チーム
136 1501710 寺田 吉騎 ﾃﾗﾀﾞ ﾖｼｷ 静岡 JCF強化指定チーム
137 1201640 蠣崎 優仁 ｶｷｻﾞｷ ﾕｳｼﾞﾝ 静岡 JCF強化指定チーム



【クラスタ:E1  グレード:Ac】 52名 2021/3/11
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 1301908 山口 和来 ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｽﾞｷ 東京 AVENTURA VICTORIA RACING
103 1301393 森 光流 ﾓﾘ ﾋｶﾙ 千葉 イナーメ信濃山形-EFT
104 1700502 鷲野 向一 ﾜｼ ｺｳｲﾁ 埼玉 イナーメ信濃山形-EFT
105 1500596 兼松 大和 ｶﾈﾏﾂ ﾔﾏﾄ 大阪 Infinity Style
106 1700031 中治 綱太 ﾅｶｼﾞ ｺｳﾀ 大阪 Infinity Style
107 1802568 原田 将人 ﾊﾗﾀﾞ ﾏｻﾄ 兵庫 Infinity Style
108 0600568 水野 貴行 ﾐｽﾞﾉ ﾀｶﾕｷ 愛知 Infinity Style
109 1800085 池川 辰哉 ｲｹｶﾞﾜ ﾀﾂﾔ 大阪 VC VELOCE
110 9700734 井上 登士哉 ｲﾉｳｴ ﾄｼﾔ 愛媛 VC VELOCE
111 0500349 井上 人志 ｲﾉｳｴ ﾋﾄｼ 滋賀 VC VELOCE
112 0600985 二階堂 尚志 ﾆｶｲﾄﾞｳ ﾀｶｼ 大阪 VC VELOCE
113 1100274 藤田 耕志 ﾌｼﾞﾀ ﾀｶｼ 大阪 VC VELOCE
114 1802537 本庄 義人 ﾎﾝｼｮｳ ﾖｼﾋﾄ 愛媛 VC VELOCE
115 0601273 松木 健治 ﾏﾂｷ ｹﾝｼﾞ 京都 VC VELOCE
116 1501497 皿谷 宏人 ｻﾗｶﾞｲ ﾋﾛﾄ 広島 エキップ ティラン
117 1802270 清水 嘉人 ｼﾐｽﾞ ﾖｼﾄ 兵庫 eNShare Cycling Team
118 1600432 藤岡 泰之 ﾌｼﾞｵｶ ﾔｽﾕｷ 広島 eNShare Cycling Team
119 1800073 橋岡 宏茂 ﾊｼｵｶ ﾋﾛｼ 愛知 KINAN AACA
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 1301007 奥村 祐希 ｵｸﾑﾗ ﾕｳｷ 岡山 サイファアスリートクラブ岡山
123 1500414 谷口 勝 ﾀﾆｸﾞﾁ ｼｮｳ 大阪 CWASPアタリ前田
124 1402214 藤田 隼也 ﾌｼﾞﾀ ｼﾞｭﾝﾔ 大阪 ZIPPY CYCLE CLUB
125 1700189 松村 ⾧人 ﾏﾂﾑﾗ ﾅｶﾞﾄ 奈良 ZIPPY CYCLE CLUB
126 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
127 9901846 大倉 健一 ｵｵｸﾗ ｹﾝｲﾁ 東京 セオレーシング
128 1502700 塚本 隼 ﾂｶﾓﾄ ﾊﾔﾄ 大阪 ZERO
129 1600085 石井 久雄 ｲｼｲ ﾋｻｵ 兵庫 soleil de lest
130 1800333 小林 亮 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳ 兵庫 soleil de lest
131 1801924 掃本 康平 ﾎｳｷﾓﾄ ｺｳﾍｲ 北海道 soleil de lest
132 1703353 植田 恒平 ｳｴ ｺｳﾍｲ 兵庫 Team ZERO UNO FRONTIER
133 1600153 山名 拳太郎 ﾔﾏﾅ ｹﾝﾀﾛｳ 和歌山 TeamUKYO Reve
134 1500505 築山 元樹 ﾂｷﾔﾏ ｹﾞﾝｷ 岡山 Team Grandi Petit
135 0900367 隅原 秀年 ｽﾐﾊﾗ ﾋﾃﾞﾄｼ 大阪 チーム  スクアドラ
136 1600502 宮本 訓寛 ﾐﾔﾓﾄ ｸﾆﾋﾛ 大阪 チーム  スクアドラ
137 1900398 Sandu Ionut ｻﾝﾄﾞｩ ﾖﾉﾂ 京都 TeamZenko
140 0000283 辻 善光 ﾂｼﾞ ﾖｼﾐﾂ 京都 TeamZenko
141 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
145 1300170 山科 竜一郎 ﾔﾏｼﾅ ﾘｭｳｲﾁﾛｳ 兵庫 VC AVANZARE
146 1802207 秋好 佑太 ｱｷﾖｼ ﾕｳﾀ 福岡 VC福岡エリート
147 1000423 佐藤 信哉 ｻﾄｳ ｼﾝﾔ 福岡 VC福岡エリート
148 1500217 八幡 光哉 ﾔﾊﾀ ﾐﾂﾔ 東京 VC福岡エリート
149 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
150 1700601 川田 翔太 ｶﾜﾀ ｼｮｳﾀ 東京 ボンシャンスACA
151 1401536 小川 修 ｵｶﾞﾜ ｵｻﾑ 三重 MAX SPEED 97
152 1702085 川勝 敦嗣 ｶﾜｶﾂ ｱﾂｼ 兵庫 MiNERVA-asahi
153 1800057 中村 将也 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾔ 大阪 MiNERVA-asahi
154 1502775 古川 裕真 ﾌﾙｶﾜ ﾕｳﾏ 静岡 MiNERVA-asahi
155 1000714 佐々木 暖 ｻｻｷ ﾀﾞﾝ 奈良 EURO-WORKS Racing
156 1100087 田中 信行 ﾀﾅｶ ﾉﾌﾞﾕｷ 奈良 EURO-WORKS Racing
157 1900554 渡邉 和貴 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞｷ 東京 LINKVISION GIRASOLE CYCLING
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【クラスタ:E2  グレード:Bc】 32名 2021/3/11
No. JCF ID 氏名 カナ 登録地 チーム名
201 1200390 石井 智 ｲｼｲ ﾄﾓ 大阪 VC VELOCE
202 0800384 小川 洸 ｵｶﾞﾜ ﾋｶﾙ 京都 VC VELOCE
203 1101767 小林 研太 ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝﾀ 北海道 NSR
204 1801309 池上 徹 ｲｹｶﾞﾐ ﾄｵﾙ 和歌山 KINAN AACA
205 1000195 川上 晃史 ｶﾜｶﾐ ｺｳｼﾞ 愛知 ｸﾗﾌﾞGiro
206 1900664 高山 雅史 ﾀｶﾔﾏ ﾏｻﾌﾐ 岡山 サイファアスリートクラブ岡山
207 1001200 難波 大輔 ﾅﾝﾊﾞ ﾀﾞｲｽｹ 岡山 サイファアスリートクラブ岡山
208 0300357 一色 寛之 ｲｯｼｷ ﾋﾛﾕｷ 京都 ZIPPY CYCLE CLUB
209 1401920 田代 亘 ﾀｼﾛ ﾜﾀﾙ 大阪 シマノドリンキング
210 0001146 福島 陽児 ﾌｸｼﾏ ﾖｳｼﾞ 大阪 シマノドリンキング
211 1400066 松谷 一範 ﾏﾂﾀﾆ ｶｽﾞﾉﾘ 大阪 シマノドリンキング
212 1502464 齋藤 友一 ｻｲﾄｳ ﾕｳｲﾁ 静岡 SPADE・ACE
213 1700474 芦田 勇樹 ｱｼﾀﾞ ﾕｳｷ 兵庫 soleil de lest
214 2001365 栗山 和之 ｸﾘﾔﾏ ｶｽﾞﾕｷ 北海道 soleil de lest
215 1900253 野田 恭平 ﾉﾀﾞ ｷｮｳﾍｲ 兵庫 soleil de lest
216 1400295 大森 健一 ｵｵﾓﾘ ｹﾝｲﾁ 広島 Team Kermis Cross
217 1602048 西岡 靖記 ﾆｼｵｶ ﾔｽｷ 広島 Team Kermis Cross
218 1800842 辻 康成 ﾂｼﾞ ﾔｽﾅﾘ 兵庫 Team ZERO UNO FRONTIER
219 2000336 髙倉 正善 ﾀｶｸﾗ ﾏｻﾖｼ 大阪 TeamUKYO Reve
220 1501201 森井 浩明 ﾓﾘｲ ﾋﾛｱｷ 岡山 Team Grandi Petit
221 0700204 大原 勇生 ｵｵﾊﾗ ﾕｳｷ 大阪 チーム  スクアドラ
222 0800254 石津 佳也 ｲｼﾂﾞ ﾖｼﾅﾘ 奈良 Team まんま
223 1100282 前田 真吾 ﾏｴﾀﾞ ｼﾝｺﾞ 奈良 Team まんま
224 0601400 大濱 篤史 ｵｵﾊﾏ ｱﾂｼ 大阪 チバポンズ
225 1000013 吉村 裕 ﾖｼﾑﾗ ﾕﾀｶ 大阪 VC AVANZARE
226 1802380 室賀 貴仁 ﾑﾛｶﾞ ﾀｶﾋﾄ 栃木 ブラウ・ブリッツェン
227 1502719 篠原 輝利 ｼﾉﾊﾗ ｷﾘ 茨城 ボンシャンスACA
228 0700612 中野 政彦 ﾅｶﾉ ﾏｻﾋｺ 大阪 masahikomifune.com CyclingTeam
229 1601622 野間田 一浩 ﾉﾏﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 和歌山 ミルキーウェイ和歌山
230 1300125 石井 晋也 ｲｼｲ ｼﾝﾔ 奈良 EURO-WORKS Racing
231 1600860 山口 泰司 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛｼ 大阪 La Belle Équipe
232 1201921 窪田 博英 ｸﾎﾞﾀ ﾋﾛﾋﾃﾞ 山梨 Rapha Cycling Club

第1回 JBCF 播磨中央公園クリテリウム



【クラスタ:F  グレード:ブロンズ】 10名 2021/3/11
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
256 1700729 伊藤 優以 ｲﾄｳ ﾕｲ 兵庫 Team ZERO UNO FRONTIER
262 1702829 植竹 海貴 ｳｴﾀｹ ﾐｷ 東京 Ｙʼｓ Ｒｏａｄ
258 1602704 久木野 衣美 ｸｷﾉ ｴﾐ 鹿児島 TEAM YOU CAN
252 1900318 佐野 歩 ｻﾉ ｱﾕﾐ 大阪 Infinity Style
259 1502784 杉浦 佳子 ｽｷﾞｳﾗ ｹｲｺ 東京 VC福岡エリート
254 1700745 西倉 陽子 ﾆｼｸﾗ ﾖｳｺ 埼玉 GROWING Racing Team
253 1600018 堀江 みちこ ﾎﾘｴ ﾐﾁｺ 大阪 VC VELOCE
260 1700050 望月 美和子 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾐﾜｺ 静岡 フィッツ
261 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
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