
【クラスタ:E1 グレード:At】 33名 2021/4/27
No. JCF ID 氏名 カナ 登録地 チーム名
804 1800085 池川 辰哉 ｲｹｶﾞﾜ ﾀﾂﾔ 大阪 VC VELOCE
806 0500349 井上 人志 ｲﾉｳｴ ﾋﾄｼ 滋賀 VC VELOCE
808 1604019 大原 陸 ｵｵﾊﾗ ﾘｸ 大阪 VC VELOCE
811 0600985 二階堂 尚志 ﾆｶｲﾄﾞｳ ﾀｶｼ 大阪 VC VELOCE
812 0601273 松木 健治 ﾏﾂｷ ｹﾝｼﾞ 京都 VC VELOCE
814 1502726 松浦 正己 ﾏﾂｳﾗ ﾏｻｷ 広島 エキップ ティラン
815 1700035 花田 金之介 ﾊﾅﾀﾞ ｷﾝﾉｽｹ 大阪 NEBcycling
817 0301731 金田 一 ｶﾈﾀﾞ ﾊｼﾞﾒ 茨城 OYAMA STARPLEX
818 1800073 橋岡 宏茂 ﾊｼｵｶ ﾋﾛｼ 愛知 KINAN AACA
819 1600308 大内 淳司 ｵｵｳﾁ ｱﾂｼ 茨城 GROWING Racing Team
820 9900113 高橋 利明 ﾀｶﾊｼ ﾄｼｱｷ 茨城 GROWING Racing Team
821 1100570 光山 英典 ﾐﾂﾔﾏ ﾋﾃﾞﾉﾘ 千葉 GROWING Racing Team
822 1500603 森本 玄達 ﾓﾘﾓﾄ ﾋﾛﾐﾁ 岡山 code 33
824 1001777 伊藤 晋一 ｲﾄｳ ｼﾝｲﾁ 神奈川 G.S.POSITIVO
825 1402214 藤田 隼也 ﾌｼﾞﾀ ｼﾞｭﾝﾔ 大阪 ZIPPY CYCLE CLUB
826 1700189 松村 ⾧人 ﾏﾂﾑﾗ ﾅｶﾞﾄ 奈良 ZIPPY CYCLE CLUB
827 9901846 大倉 健一 ｵｵｸﾗ ｹﾝｲﾁ 東京 セオレーシング
831 1703353 植田 恒平 ｳｴ ｺｳﾍｲ 兵庫 Team ZERO UNO FRONTIER
834 1500505 築山 元樹 ﾂｷﾔﾏ ｹﾞﾝｷ 岡山 Team Grandi Petit
837 1902755 川崎 嘉久 ｶﾜｻｷ ﾖｼﾋｻ 岐阜 TeamZenko
838 1900398 Sandu Ionut ｻﾝﾄﾞｩ ﾖﾉﾂ 京都 TeamZenko
841 0000251 佐々木 健 ｻｻｷ ﾀｹｼ 愛知 天狗党
843 1402092 川野 健太 ｶﾜﾉ ｹﾝﾀ 東京 日本ろう自転車競技協会
844 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
846 1000423 佐藤 信哉 ｻﾄｳ ｼﾝﾔ 福岡 VC福岡エリート
849 1900083 中島 雅人 ﾅｶｼﾏ ﾏｻﾄ 福岡 VC福岡エリート
851 1500217 八幡 光哉 ﾔﾊﾀ ﾐﾂﾔ 東京 VC福岡エリート
852 1800057 中村 将也 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾔ 大阪 MiNERVA-asahi
853 1400047 菅谷 修 ｽｶﾞﾔ ｵｻﾑ 東京 MIVRO
856 9802484 植木 康文 ｳｴｷ ﾔｽﾌﾐ 山口 山口県自転車競技連盟・我逢人
858 1700388 平井 貴志 ﾋﾗｲ ﾀｶｼ 山口 山口県自転車競技連盟・我逢人
859 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・我逢人
863 1801013 榊原 航太 ｻｶｷﾊﾞﾗ ｺｳﾀ 神奈川 Racing CUBE
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【クラスタ:E2 グレード:Bt】 10名 2021/4/27
No. JCF ID 氏名 カナ 登録地 チーム名
906 1801309 池上 徹 ｲｹｶﾞﾐ ﾄｵﾙ 和歌山 KINAN AACA
907 1700358 中林 翔 ﾅｶﾊﾞﾔｼ ｼｮｳ 愛知 KINAN AACA
910 0300357 一色 寛之 ｲｯｼｷ ﾋﾛﾕｷ 京都 ZIPPY CYCLE CLUB
911 1600007 橋本 陽介 ﾊｼﾓﾄ ﾖｳｽｹ 大阪 ZIPPY CYCLE CLUB
917 1800842 辻 康成 ﾂｼﾞ ﾔｽﾅﾘ 兵庫 Team ZERO UNO FRONTIER
922 9801847 白石 裕二 ｼﾗｲｼ ﾕｳｼﾞ 熊本 チームサイクルプラス
925 1201348 江川 哲治 ｴｶﾞﾜ ﾃﾂｼﾞ 福岡 VC福岡エリート
926 1800650 千原 一馬 ﾁﾊﾗ ｶｽﾞﾏ 福岡 VC福岡エリート
930 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・我逢人
935 1800172 安田 忠勲 ﾔｽﾀﾞ ﾀﾀﾞｲｻ 兵庫 Rapha Cycling Club

【クラスタ:E3 グレード:Ct】 16名 2021/4/27
No. JCF ID 氏名 カナ 登録地 チーム名
941 1902155 友広 聡則 ﾄﾓﾋﾛ ｻﾄﾉﾘ 広島 Aki Rising Bicycle team
943 2001671 岡本 涼 ｵｶﾓﾄ ﾘｮｳ 大阪 VC VELOCE
944 2100292 大田 洋介 ｵｵﾀ ﾖｳｽｹ 広島 voyAge cycling team
945 1900538 武田 真英 ﾀｹﾀﾞ ﾏｻﾋﾃﾞ 広島 voyAge cycling team
953 2000175 城下 優 ｼﾛｼﾀ ﾏｻﾙ 愛媛 CR3W
954 2100040 井戸田 文博 ｲﾄﾀﾞ ﾌﾐﾋﾛ 鳥取 CONQUISTA
955 2000330 大野 道源 ｵｵﾉ ﾐﾁﾓﾄ 島根 CONQUISTA
958 1602675 渋谷 一斗 ｼﾌﾞﾔ ｲｯﾄ 沖縄 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ
963 2100318 山下 悠 ﾔﾏｼﾀ ﾕｳ 兵庫 soleil de lest
967 2001953 中角 直喜 ﾅｶﾂﾉ ﾅｵｷ 兵庫 Team ZERO UNO FRONTIER
968 2001531 西村 圭二郎 ﾑﾗ ｹｲｼﾞﾛｳ 兵庫 Team ZERO UNO FRONTIER
984 1901321 石井 康平 ｲｼｲ ｺｳﾍｲ 福岡 PARABOLAイワイシーガル
986 2100076 小松 亮一 ｺﾏﾂ ﾘｮｳｲﾁ 福岡 VC福岡エリート
988 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
990 1801372 平井 徳亮 ﾋﾗｲ ﾔｽｱｷ 山口 山口県自転車競技連盟・我逢人
993 1900247 寺本 達哉 ﾃﾗﾓﾄ ﾀﾂﾔ 京都 Rapha Cycling Club
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【クラスタ:F グレード:Bt】 9名 2021/4/27
No. JCF ID 氏名 カナ 登録地 チーム名
382 1701126 後藤 安佐 ｺﾞﾄｳ ｱｻ 東京 イナーメ信濃山形-F
383 1700745 西倉 陽子 ﾆｼｸﾗ ﾖｳｺ 埼玉 GROWING Racing Team
384 1901435 中村 友紀子 ﾅｶﾑﾗ ﾕｷｺ 東京 京浜ピストクラブ
385 2100661 植田 美佳 ｳｴﾀﾞ ﾐｶ 兵庫 Team ZERO UNO FRONTIER
386 1602704 久木野 衣美 ｸｷﾉ ｴﾐ 鹿児島 TEAM YOU CAN
387 1902474 井上 美幸 ｲﾉｳｴ ﾐﾕｷ 熊本 TeamUKYO Reve
388 2000404 徳丸 しゅう ﾄｸﾏﾙ ｼｭｳ 広島 TeamUKYO Reve
389 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
390 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

【クラスタ:Y グレード:Bt】 1名 2021/4/27
No. JCF ID 氏名 カナ 登録地 チーム名
651 2100225 坂上 幸太郎 ｻｶｳｴ ｺｳﾀﾛｳ 東京 TEAM SPORTS KID GoMore
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【クラスタ:M グレード:Bt】 30名 2021/4/27
No. JCF ID 氏名 カナ 登録地 チーム名
41 2100233 西田 勝彦 ﾆｼﾀﾞ ｶﾂｶﾂﾋｺ 広島 Aki Rising Bicycle team
42 9700734 井上 登士哉 ｲﾉｳｴ ﾄｼﾔ 愛媛 VC VELOCE
43 0800194 上田 貴史 ｳｴﾀﾞ ﾀｶｼ 大阪 VC VELOCE
44 1301949 鴻池 凌 ｺｳﾉｲｹ ﾘｮｳ 京都 VC VELOCE
48 2000173 波片 鉄平 ﾊｶﾞﾀ ﾃｯﾍﾟｲ 愛媛 CR3W
49 1600308 大内 淳司 ｵｵｳﾁ ｱﾂｼ 茨城 GROWING Racing Team
50 9900113 高橋 利明 ﾀｶﾊｼ ﾄｼｱｷ 茨城 GROWING Racing Team
52 1001777 伊藤 晋一 ｲﾄｳ ｼﾝｲﾁ 神奈川 G.S.POSITIVO
53 1300132 河内 博行 ｶﾜﾁ ﾋﾛﾕｷ 大阪 ZIPPY CYCLE CLUB
54 9901846 大倉 健一 ｵｵｸﾗ ｹﾝｲﾁ 東京 セオレーシング
56 1600085 石井 久雄 ｲｼｲ ﾋｻｵ 兵庫 soleil de lest
57 1800842 辻 康成 ﾂｼﾞ ﾔｽﾅﾘ 兵庫 Team ZERO UNO FRONTIER
58 2001531 西村 圭二郎 ﾑﾗ ｹｲｼﾞﾛｳ 兵庫 Team ZERO UNO FRONTIER
59 9802134 中島 義基 ﾅｶｼﾏ ﾖｼｷ 福岡 チーム・チェブロ
63 1500505 築山 元樹 ﾂｷﾔﾏ ｹﾞﾝｷ 岡山 Team Grandi Petit
66 0900367 隅原 秀年 ｽﾐﾊﾗ ﾋﾃﾞﾄｼ 大阪 チーム  スクアドラ
67 1600502 宮本 訓寛 ﾐﾔﾓﾄ ｸﾆﾋﾛ 大阪 チーム  スクアドラ
68 1902755 川崎 嘉久 ｶﾜｻｷ ﾖｼﾋｻ 岐阜 TeamZenko
69 1900398 Sandu Ionut ｻﾝﾄﾞｩ ﾖﾉﾂ 京都 TeamZenko
73 1700683 吉田 健太郎 ﾖｼﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 群馬 TRC PANAMAREDS
74 0000251 佐々木 健 ｻｻｷ ﾀｹｼ 愛知 天狗党
75 0600048 奥野 浩和 ｵｸﾉ ﾋﾛｶｽﾞ 大阪 ナカガワAS・Kʼデザイン
76 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
79 1700199 深堀 理 ﾌｶﾎﾘ ﾏｻﾙ 福岡 VC福岡エリート
83 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・我逢人
85 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・我逢人
88 2100823 松永 剛 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾀｹｼ 山口 山口県自転車競技連盟・我逢人
90 1600015 石井 和明 ｲｼｲ ｶｽﾞｱｷ 兵庫 Rapha Cycling Club
91 1800172 安田 忠勲 ﾔｽﾀﾞ ﾀﾀﾞｲｻ 兵庫 Rapha Cycling Club
92 1801013 榊原 航太 ｻｶｷﾊﾞﾗ ｺｳﾀ 神奈川 Racing CUBE
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