
【クラスタ:E1  グレード:Ac】 44名 2021/3/3
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
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
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
119 1800073 橋岡 宏茂 ﾊｼｵｶ ﾋﾛｼ 愛知 KINAN AACA
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
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
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
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
137 1900398 Sandu Ionut ｻﾝﾄﾞｩ ﾖﾉﾂ 京都 TeamZenko
138 1700354 城島 大樹 ｼﾞｮｳｼﾞﾏ ﾀﾞｲｷ 京都 TeamZenko
139 1700353 田中 龍太朗 ﾀﾅｶ ﾘｭｳﾀﾛｳ 京都 TeamZenko
140 0000283 辻 善光 ﾂｼﾞ ﾖｼﾐﾂ 京都 TeamZenko
142 1600693 荒木 樹 ｱﾗｷ ﾀﾂﾞﾙ 石川 TTG ミトロング-V
143 1200364 山田 陽一 ﾔﾏﾀﾞ ﾖｳｲﾁ 石川 TTG ミトロング-V
144 1001649 伊藤 隼也 ｲﾄｳ ｼｭﾝﾔ 奈良 パナソニックレーシング
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
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
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:E3  グレード:Cc】 71名 2021/3/3
No. JCF ID 氏名 カナ 登録地 チーム名
301 0700045 岩月 伸夫 ｲﾜﾂｷ ﾉﾌﾞｵ 愛知 イナーメ信濃山形-EFT
302 2001606 笠井 雄太 ｶｻｲ ﾕｳﾀ 愛知 イナーメ信濃山形-EFT
303 1402336 川下 拓哉 ｶﾜｼﾓ ﾀｸﾔ 京都 イナーメ信濃山形-EFT
304 9702003 岸本 伊織 ｷｼﾓﾄ ｲｵﾘ 愛知 イナーメ信濃山形-EFT
305 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
306 2100346 内賀嶋 駿 ｳﾁｶﾞｼﾏ ｼｭﾝ 京都 Infinity Style
307 2100267 北川 拓弥 ｷﾀｶﾞﾜ ﾀｸﾐ 大阪 Infinity Style
308 2100266 山下 智大 ﾔﾏｼﾀ ﾄﾓﾋﾛ 大阪 Infinity Style
309 2100015 糸井 正樹 ｲﾄｲ ﾏｻｷ 大阪 VC VELOCE
310 2100130 岡 晃邦 ｵｶ ﾃﾙｸﾆ 京都 VC VELOCE
311 2001671 岡本 涼 ｵｶﾓﾄ ﾘｮｳ 大阪 VC VELOCE
312 2000261 天谷 英輝 ｱﾏｶﾞｲ ﾋﾃﾞｷ 愛媛 CR3W
313 2000175 城下 優 ｼﾛｼﾀ ﾏｻﾙ 愛媛 CR3W
314 1802677 田河 賢治 ﾀｶﾞﾜ ｹﾝｼﾞ 大阪 シマノドリンキング
315 2000484 白石 弦暉 ｼﾗｲｼ ｹﾞﾝｷ 大阪 ZERO
316 1300234 阿部 哲也 ｱﾍﾞ ﾃﾂﾔ 兵庫 soleil de lest
317 2100371 大橋 悠 ｵｵﾊｼ ﾕｳ 兵庫 soleil de lest
318 2100318 山下 悠 ﾔﾏｼﾀ ﾕｳ 兵庫 soleil de lest
319 2100131 梅竹 伸弥 ｳﾒﾀｹ ｼﾝﾔ 大阪 Team Kermis Cross
320 2100148 齋藤 成矢 ｻｲﾄｳ ｾｲﾔ 大阪 Team Kermis Cross
321 2100362 澤山 聖 ｻﾜﾔﾏ ｱｷﾗ 大阪 Team Kermis Cross
322 2000008 中市 昌樹 ﾅｶｲﾁ ﾏｻｷ 大阪 Team Kermis Cross
323 0300682 樫尾 一知 ｶｼｵ ｲｯﾁ 兵庫 Team ZERO UNO FRONTIER
324 1600808 田中 典行 ﾀﾅｶ ﾉﾘﾕｷ 兵庫 Team ZERO UNO FRONTIER
325 2001953 中角 直喜 ﾅｶﾂﾉ ﾅｵｷ 兵庫 Team ZERO UNO FRONTIER
326 1301678 早稲田 亮太 ﾜｾﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 広島 TeamUKYO Reve
327 1902755 川崎 嘉久 ｶﾜｻｷ ﾖｼﾋｻ 岐阜 TeamZenko
328 2000339 南 広樹 ﾐﾅﾐ ﾋﾛｷ 滋賀 TeamZenko
329 2100377 久保 陽大 ｸﾎﾞ ﾖｳﾀﾞｲ 奈良 Team まんま
330 2000277 瀧 天精 ﾀｷ ﾃﾝｾｲ 兵庫 チバポンズ
331 2100245 高山 篤史 ﾀｶﾔﾏ ｱﾂｼ 広島 ＴＮＧレーシング広島
332 2100042 平岡 信太郎 ﾋﾗｵｶ ｼﾝﾀﾛｳ 広島 ＴＮＧレーシング広島
333 0601596 三上 強 ﾐｶﾐ ﾂﾖｼ 広島 ＴＮＧレーシング広島
334 1700869 中村 勝彦 ﾅｶﾑﾗ ｶﾂﾋｺ 石川 TTG ミトロング-V
335 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
336 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
337 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
338 1401067 町田 龍士 ﾏﾁﾀﾞ ﾘｭｳｼﾞ 大阪 パナソニックレーシング
339 2000319 石川 司 ｲｼｶﾜ ﾂｶｻ 福井 バルバレーシングクラブ
340 1800823 栗林 哲也 ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾃﾂﾔ 富山 バルバレーシングクラブ
341 1900303 中村 圭吾 ﾅｶﾑﾗ ｹｲｺﾞ 富山 バルバレーシングクラブ
342 1602462 柳 神二郎 ﾔﾅｷﾞ ｼｼﾞﾛｳ 福井 バルバレーシングクラブ
343 1300542 大友 皓平 ｵｵﾄﾓ ｺｳﾍｲ 奈良 VC AVANZARE
344 2100238 赤坂 幸一 ｱｶｻｶ ｺｳｲﾁ 福岡 VC福岡エリート
345 1501897 岡山 優太 ｵｶﾔﾏ ﾕｳﾀ 福岡 VC福岡エリート
346 2100237 辻野 壱哉 ﾂｼﾞﾉ ｶｽﾞﾔ 福岡 VC福岡エリート
347 2100170 渕上 啓斗 ﾌﾁｶﾞﾐ ｹｲﾄ 福岡 VC福岡エリート
348 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
349 0600783 井原 紀雄 ｲﾊﾗ ﾉﾘｵ 京都 MiNERVA-asahi
350 0700205 宇田 裕行 ｳﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 大阪 MiNERVA-asahi
351 2100123 小林 毅瑠 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｹﾙ 東京 MiNERVA-asahi
352 1900355 鉄山 智弘 ﾃﾂﾔﾏ ﾄﾓﾋﾛ 滋賀 MiNERVA-asahi
353 1902732 永友 宏樹 ﾅｶﾞﾄﾓ ﾋﾛｷ 東京 MiNERVA-asahi
354 2000015 布田 直也 ﾌﾀﾞ ﾅｵﾔ 宮城 MiNERVA-asahi
355 1902299 堀井 卓 ﾎﾘｲ ﾀｸ 兵庫 MiNERVA-asahi
356 2000530 堀江 郁人 ﾎﾘｴ ﾌﾐﾄ 静岡 MiNERVA-asahi
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357 2100052 結城 光 ﾕｳｷ ﾋｶﾙ 埼玉 MiNERVA-asahi
358 1900534 佐村 健一朗 ｻﾑﾗ ｹﾝｲﾁﾛｳ 岐阜 名岐ベンド
359 1600732 平林 大航 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾀｲｺｳ 岐阜 名岐ベンド
360 2000033 山田 和弘 ﾔﾏﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 岐阜 名岐ベンド
361 1700351 上田 剛史 ｳｴﾀﾞ ﾂﾖｼ 北海道 モジュマ エリアゼロナナゴ
362 1502711 田平 修三 ﾀﾋﾗ ｼｭｳｿﾞｳ 京都 モジュマ エリアゼロナナゴ
363 1900436 松本 竜太朗 ﾏﾂﾓﾄ ﾘｭｳﾀﾛｳ 奈良 EURO-WORKS Racing
364 2100165 岸本 聖也 ｷｼﾓﾄ ｾｲﾔ 徳島 UNIVERS
365 1800092 安達 拓郎 ｱﾀﾞﾁ ﾀｸﾛｳ 兵庫 Rapha Cycling Club
366 1601253 纐纈 壮太郎 ｺｳｹﾂ ｿｳﾀﾛｳ 東京 Rapha Cycling Club
367 1702792 小堀 陽人 ｺﾎﾞﾘ ﾊﾙﾄ 埼玉 Rapha Cycling Club
368 1800001 月本 将太 ﾂｷﾓﾄ ｼｮｳﾀ 大阪 Rapha Cycling Club
369 1500320 三井 裕樹 ﾐﾂｲ ﾋﾛｷ 千葉 Rapha Cycling Club
370 1802633 知花 友 ﾁﾊﾞﾅ ﾕｳ 大阪 Lots cycling
371 2100306 峯俊 友哉 ﾐﾈﾄｼ ﾕｳﾔ 大阪 Lots cycling



【クラスタ:F  グレード:Bc】 11名 2021/3/3
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 1900318 佐野 歩 ｻﾉ ｱﾕﾐ 大阪 Infinity Style
253 1600018 堀江 みちこ ﾎﾘｴ ﾐﾁｺ 大阪 VC VELOCE
255 1901435 中村 友紀子 ﾅｶﾑﾗ ﾕｷｺ 東京 京浜ピストクラブ
256 1700729 伊藤 優以 ｲﾄｳ ﾕｲ 兵庫 Team ZERO UNO FRONTIER
257 1402380 島袋 陽子 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ﾖｳｺ 兵庫 Team ZERO UNO FRONTIER
258 1602704 久木野 衣美 ｸｷﾉ ｴﾐ 鹿児島 TEAM YOU CAN
259 1502784 杉浦 佳子 ｽｷﾞｳﾗ ｹｲｺ 東京 VC福岡エリート
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
262 1702829 植竹 海貴 ｳｴﾀｹ ﾐｷ 東京 Ｙʼｓ Ｒｏａｄ
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【クラスタ:M  グレード:Cc】 42名 2021/3/3
No. JCF ID 氏名 カナ 登録地 チーム名
401 1700502 鷲野 向一 ﾜｼ ｺｳｲﾁ 埼玉 イナーメ信濃山形-EFT
402 2100262 秦 智香 ﾊﾀ ﾄﾓﾖｼ 大阪 Infinity Style
403 1200390 石井 智 ｲｼｲ ﾄﾓ 大阪 VC VELOCE
404 9700734 井上 登士哉 ｲﾉｳｴ ﾄｼﾔ 愛媛 VC VELOCE
405 0800384 小川 洸 ｵｶﾞﾜ ﾋｶﾙ 京都 VC VELOCE
406 0601273 松木 健治 ﾏﾂｷ ｹﾝｼﾞ 京都 VC VELOCE
407 1101767 小林 研太 ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝﾀ 北海道 NSR
408 9800619 齋藤 健一 ｻｲﾄｳ ｹﾝｲﾁ 静岡 エルドラード東北
409 2000173 波片 鉄平 ﾊｶﾞﾀ ﾃｯﾍﾟｲ 愛媛 CR3W
410 1600308 大内 淳司 ｵｵｳﾁ ｱﾂｼ 茨城 GROWING Racing Team
411 9900113 高橋 利明 ﾀｶﾊｼ ﾄｼｱｷ 茨城 GROWING Racing Team
412 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
413 1400073 水田 昌宏 ﾐｽﾞﾀ ﾏｻﾋﾛ 大阪 CWASPアタリ前田
414 1300132 河内 博行 ｶﾜﾁ ﾋﾛﾕｷ 大阪 ZIPPY CYCLE CLUB
415 9901846 大倉 健一 ｵｵｸﾗ ｹﾝｲﾁ 東京 セオレーシング
416 1600085 石井 久雄 ｲｼｲ ﾋｻｵ 兵庫 soleil de lest
417 2001365 栗山 和之 ｸﾘﾔﾏ ｶｽﾞﾕｷ 北海道 soleil de lest
418 1400295 大森 健一 ｵｵﾓﾘ ｹﾝｲﾁ 広島 Team Kermis Cross
419 1800842 辻 康成 ﾂｼﾞ ﾔｽﾅﾘ 兵庫 Team ZERO UNO FRONTIER
420 9802134 中島 義基 ﾅｶｼﾏ ﾖｼｷ 福岡 チーム・チェブロ
421 1500505 築山 元樹 ﾂｷﾔﾏ ｹﾞﾝｷ 岡山 Team Grandi Petit
422 1702907 岡本 秀明 ｵｶﾓﾄ ﾋﾃﾞｱｷ 千葉 TEAM GIRO 360
423 0700204 大原 勇生 ｵｵﾊﾗ ﾕｳｷ 大阪 チーム  スクアドラ
424 1600502 宮本 訓寛 ﾐﾔﾓﾄ ｸﾆﾋﾛ 大阪 チーム  スクアドラ
425 0601400 大濱 篤史 ｵｵﾊﾏ ｱﾂｼ 大阪 チバポンズ
426 0000134 滝山 信行 ﾀｷﾔﾏ ﾉﾌﾞﾕｷ 兵庫 チバポンズ
427 2100041 小池 宏和 ｺｲｹ ﾋﾛｶｽﾞ 鳥取 ＴＮＧレーシング広島
428 1700102 高橋 学 ﾀｶﾊｼ ﾏﾅﾌﾞ 広島 ＴＮＧレーシング広島
429 2100118 徳毛 一隆 ﾄｸﾓ ｶｽﾞﾀｶ 広島 ＴＮＧレーシング広島
430 1900033 吉海 久人 ﾖｼｶｲ ﾋｻﾄ 広島 ＴＮＧレーシング広島
431 1700199 深堀 理 ﾌｶﾎﾘ ﾏｻﾙ 福岡 VC福岡エリート
432 0300335 松並 俊雄 ﾏﾂﾅﾐ ﾄｼｵ 大阪 masahikomifune.com CyclingTeam
433 1401536 小川 修 ｵｶﾞﾜ ｵｻﾑ 三重 MAX SPEED 97
434 1001917 小林 孝臣 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶｵﾐ 和歌山 ミルキーウェイ和歌山
435 1000714 佐々木 暖 ｻｻｷ ﾀﾞﾝ 奈良 EURO-WORKS Racing
436 1100076 角田 光隆 ｽﾐﾀﾞ ﾐﾂﾀｶ 奈良 EURO-WORKS Racing
437 1702976 中森 雅人 ﾅｶﾓﾘ ﾏｻﾄ 大阪 EURO-WORKS Racing
438 1600095 前村 悟 ﾏｴﾑﾗ ｻﾄﾙ 兵庫 EURO-WORKS Racing
439 1001922 森 俊夫 ﾓﾘ ﾄｼｵ 奈良 EURO-WORKS Racing
440 1300523 植田 良 ｳｴﾀ ﾘｮｳ 徳島 UNIVERS
441 2100035 夛田 賢児 ﾀﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 徳島 UNIVERS
442 1600015 石井 和明 ｲｼｲ ｶｽﾞｱｷ 兵庫 Rapha Cycling Club
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