
【クラスタ:E1 グレード:At】 56名 2021/3/30
No. JCF ID 氏名 カナ 登録地 チーム名
501 1001114 金田 聡士 ｶﾈﾀﾞ ｻﾄｼ 鳥取 AVENTURA VICTORIA RACING
502 0701310 管 洋介 ｽｶﾞ ﾖｳｽｹ 茨城 AVENTURA VICTORIA RACING
503 1301908 山口 和来 ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｽﾞｷ 東京 AVENTURA VICTORIA RACING
504 1400051 佐藤 耕司 ｻﾄｳ ｺｳｼﾞ 大阪 イナーメ信濃山形-EFT
510 1800085 池川 辰哉 ｲｹｶﾞﾜ ﾀﾂﾔ 大阪 VC VELOCE
512 0500349 井上 人志 ｲﾉｳｴ ﾋﾄｼ 滋賀 VC VELOCE
513 0800194 上田 貴史 ｳｴﾀﾞ ﾀｶｼ 大阪 VC VELOCE
514 1500068 小原 洋未 ｵﾊﾗ ﾋﾛﾐ 大阪 VC VELOCE
516 0600985 二階堂 尚志 ﾆｶｲﾄﾞｳ ﾀｶｼ 大阪 VC VELOCE
517 1100274 藤田 耕志 ﾌｼﾞﾀ ﾀｶｼ 大阪 VC VELOCE
518 1802537 本庄 義人 ﾎﾝｼｮｳ ﾖｼﾋﾄ 愛媛 VC VELOCE
519 0601273 松木 健治 ﾏﾂｷ ｹﾝｼﾞ 京都 VC VELOCE
523 0301731 金田 一 ｶﾈﾀﾞ ﾊｼﾞﾒ 茨城 OYAMA STARPLEX
524 1500885 塩澤 魁 ｼｵｻﾞﾜ ｶｲ 愛知 ORCA CYCLING TEAM
525 1800073 橋岡 宏茂 ﾊｼｵｶ ﾋﾛｼ 愛知 KINAN AACA
526 1600308 大内 淳司 ｵｵｳﾁ ｱﾂｼ 茨城 GROWING Racing Team
527 9900113 高橋 利明 ﾀｶﾊｼ ﾄｼｱｷ 茨城 GROWING Racing Team
528 1502415 古谷 寛世 ﾌﾙﾔ ｶﾝｾｲ 茨城 GROWING Racing Team
529 1100570 光山 英典 ﾐﾂﾔﾏ ﾋﾃﾞﾉﾘ 千葉 GROWING Racing Team
530 1500603 森本 玄達 ﾓﾘﾓﾄ ﾋﾛﾐﾁ 岡山 code 33
532 1001777 伊藤 晋一 ｲﾄｳ ｼﾝｲﾁ 神奈川 G.S.POSITIVO
533 1500414 谷口 勝 ﾀﾆｸﾞﾁ ｼｮｳ 大阪 CWASPアタリ前田
534 1402214 藤田 隼也 ﾌｼﾞﾀ ｼﾞｭﾝﾔ 大阪 ZIPPY CYCLE CLUB
535 1700189 松村 ⾧人 ﾏﾂﾑﾗ ﾅｶﾞﾄ 奈良 ZIPPY CYCLE CLUB
536 1900271 池内 真治 ｲｹｳﾁ ｼﾝｼﾞ 埼玉 シャークアイランド
538 1700492 柴野 剛永 ｼﾊﾞﾉ ﾀｶﾉﾘ 埼玉 シャークアイランド
540 1602486 瀬田 昌彦 ｾﾀ ﾏｻﾋｺ 埼玉 シャークアイランド
541 1000397 清水 洋一 ｼﾐｽﾞ ﾖｳｲﾁ 東京 SINGLE SPEED SOLDIERS
542 1301588 大杉 直敬 ｵｵｽｷﾞ ﾅｵﾀｶ 静岡 SPADE・ACE
543 9901846 大倉 健一 ｵｵｸﾗ ｹﾝｲﾁ 東京 セオレーシング
544 1502700 塚本 隼 ﾂｶﾓﾄ ﾊﾔﾄ 大阪 ZERO
545 1600085 石井 久雄 ｲｼｲ ﾋｻｵ 兵庫 soleil de lest
546 1800333 小林 亮 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳ 兵庫 soleil de lest
547 1703353 植田 恒平 ｳｴ ｺｳﾍｲ 兵庫 Team ZERO UNO FRONTIER
548 2000336 髙倉 正善 ﾀｶｸﾗ ﾏｻﾖｼ 大阪 TeamUKYO Reve
549 1600153 山名 拳太郎 ﾔﾏﾅ ｹﾝﾀﾛｳ 和歌山 TeamUKYO Reve
550 1500505 築山 元樹 ﾂｷﾔﾏ ｹﾞﾝｷ 岡山 Team Grandi Petit
551 0900367 隅原 秀年 ｽﾐﾊﾗ ﾋﾃﾞﾄｼ 大阪 チーム  スクアドラ
552 1600502 宮本 訓寛 ﾐﾔﾓﾄ ｸﾆﾋﾛ 大阪 チーム  スクアドラ
553 1900398 Sandu Ionut ｻﾝﾄﾞｩ ﾖﾉﾂ 京都 TeamZenko
557 1100638 山岡 健人 ﾔﾏｵｶ ｹﾝﾄ 愛媛 TEAM LUPPI
560 1200035 三上 勇輝 ﾐｶﾐ ﾕｳｷ 大阪 Defardi
561 1201709 川瀬 章史 ｶﾜｾ ｱｷﾌﾐ 愛知 DESTRA
562 1100431 二俣 雄哉 ﾌﾀﾏﾀ ﾕｳﾔ 愛知 DESTRA
563 0000251 佐々木 健 ｻｻｷ ﾀｹｼ 愛知 天狗党
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565 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
566 1402092 川野 健太 ｶﾜﾉ ｹﾝﾀ 東京 日本ろう自転車競技協会
568 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
572 1500217 八幡 光哉 ﾔﾊﾀ ﾐﾂﾔ 東京 VC福岡エリート
573 1600451 木村 紀仁 ｷﾑﾗ ﾉﾘﾋﾄ 茨城 ブラウ・ブリッツェン
574 1001579 若林 幹夫 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾐｷｵ 栃木 ブラウ・ブリッツェン
577 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
578 1700601 川田 翔太 ｶﾜﾀ ｼｮｳﾀ 東京 ボンシャンスACA
579 1800057 中村 将也 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾔ 大阪 MiNERVA-asahi
586 1900364 神村 泰輝 ｶﾐﾑﾗ ﾀｲｷ 東京 LINKVISION GIRASOLE CYCLING
587 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】  27名 2021/3/30
No. JCF ID 氏名 カナ 登録地 チーム名
603 0900156 浅野 真則 ｱｻﾉ ﾏｻﾉﾘ 三重 VC VELOCE
605 1604019 大原 陸 ｵｵﾊﾗ ﾘｸ 大阪 VC VELOCE
608 9701872 近藤 智彦 ｺﾝﾄﾞｳ ﾄﾓﾋｺ 大阪 VC VELOCE
609 1000512 佐井 輝久 ｻｲ ﾃﾙﾋｻ 京都 VC VELOCE
611 1301620 浜田 健志 ﾊﾏﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 大阪 VC VELOCE
615 1700358 中林 翔 ﾅｶﾊﾞﾔｼ ｼｮｳ 愛知 KINAN AACA
620 0000387 大橋 克弘 ｵｵﾊｼ ｶﾂﾋﾛ 静岡 SPADE・ACE
621 1502464 齋藤 友一 ｻｲﾄｳ ﾕｳｲﾁ 静岡 SPADE・ACE
624 1702002 早瀬 利宇 ﾊﾔｾ ﾘｭｳ 岐阜 ZERO
626 1800842 辻 康成 ﾂｼﾞ ﾔｽﾅﾘ 兵庫 Team ZERO UNO FRONTIER
627 1700751 小山田 亮 ｵﾔﾏﾀﾞ ﾘｮｳ 静岡 TEAM YOU CAN
628 1100171 恒次 真 ﾂﾈﾂｸﾞ ﾏｺﾄ 岡山 Team Grandi Petit
630 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
631 1200454 布施 利実 ﾌｾ ﾄｼﾐ 埼玉 TEAM SANREMO
636 0800254 石津 佳也 ｲｼﾂﾞ ﾖｼﾅﾘ 奈良 Team まんま
637 0300284 辻 力 ﾂｼﾞ ﾏｻﾙ 石川 TTG ミトロング-V
638 9802045 宮川 淳 ﾐﾔｶﾜ ｼﾞｭﾝ 石川 TTG ミトロング-V
640 0210383 下村 英男 ｼﾓﾑﾗ ﾋﾃﾞｵ 大阪 ナカガワAS・Kʼデザイン
642 1101042 新村 拓也 ｼﾝﾑﾗ ﾀｸﾔ 東京 パナソニックレーシング
643 1700026 中西 啓太 ﾅｶﾆｼ ｹｲﾀ 大阪 パナソニックレーシング
647 1301694 小貫 智紀 ｵﾇｷ ﾄﾓﾉﾘ 神奈川 PHANTOM 湘南
648 1000013 吉村 裕 ﾖｼﾑﾗ ﾕﾀｶ 大阪 VC AVANZARE
652 1802380 室賀 貴仁 ﾑﾛｶﾞ ﾀｶﾋﾄ 栃木 ブラウ・ブリッツェン
654 0700612 中野 政彦 ﾅｶﾉ ﾏｻﾋｺ 大阪 masahikomifune.com CyclingTeam
658 1300125 石井 晋也 ｲｼｲ ｼﾝﾔ 奈良 EURO-WORKS Racing
659 1000285 背戸 貴之 ｾﾄ ﾀｶﾕｷ 奈良 EURO-WORKS Racing
664 1100040 小山 洋平 ｺﾔﾏ ﾖｳﾍｲ 神奈川 Racing CUBE
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【クラスタ:E3 グレード:Ct】  45名 2021/3/30
No. JCF ID 氏名 カナ 登録地 チーム名
702 1901014 佐藤 寛朗 ｻﾄｳ ﾋﾛｱｷ 千葉 AutoBahnGotemba
703 1902155 友広 聡則 ﾄﾓﾋﾛ ｻﾄﾉﾘ 広島 Aki Rising Bicycle team
704 0900610 岩下 直貴 ｲﾜｼﾀ ﾅｵｷ ⾧野 イナーメ信濃山形-EFT
705 9702003 岸本 伊織 ｷｼﾓﾄ ｲｵﾘ 愛知 イナーメ信濃山形-EFT
709 2100015 糸井 正樹 ｲﾄｲ ﾏｻｷ 大阪 VC VELOCE
710 0900153 岩城 和宏 ｲﾜｷ ｶｽﾞﾋﾛ 大阪 VC VELOCE
711 2001671 岡本 涼 ｵｶﾓﾄ ﾘｮｳ 大阪 VC VELOCE
714 1703396 初川 弘浩 ﾊﾂｶﾜ ｺｳﾋﾛ 岐阜 ORCA CYCLING TEAM
715 2000099 前田 凌輔 ﾏｴﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ 愛知 ORCA CYCLING TEAM
717 2000175 城下 優 ｼﾛｼﾀ ﾏｻﾙ 愛媛 CR3W
718 1200812 井上 政貴 ｲﾉｳｴ ﾏｻｷ 兵庫 code 33
721 1500309 森川 晃行 ﾓﾘｶﾜ ｱｷﾕｷ 奈良 ZIPPY CYCLE CLUB
722 2001642 上原 光 ｳｴﾊﾗ ﾋｶﾙ 大阪 ZERO
726 1300234 阿部 哲也 ｱﾍﾞ ﾃﾂﾔ 兵庫 soleil de lest
732 2100148 齋藤 成矢 ｻｲﾄｳ ｾｲﾔ 大阪 Team Kermis Cross
733 2100362 澤山 聖 ｻﾜﾔﾏ ｱｷﾗ 大阪 Team Kermis Cross
734 2000008 中市 昌樹 ﾅｶｲﾁ ﾏｻｷ 大阪 Team Kermis Cross
738 2001953 中角 直喜 ﾅｶﾂﾉ ﾅｵｷ 兵庫 Team ZERO UNO FRONTIER
739 2001531 西村 圭二郎 ﾑﾗ ｹｲｼﾞﾛｳ 兵庫 Team ZERO UNO FRONTIER
740 1702902 江角 駿 ｴｽﾐ ｼｭﾝ 東京 TeamUKYO Reve
743 1800171 木村 友亮 ｷﾑﾗ ﾕｳｽｹ 和歌山 TEAM SANREMO
744 2000534 志茂 公亮 ｼﾓ ｺｳｽｹ 和歌山 TEAM SANREMO
747 2000339 南 広樹 ﾐﾅﾐ ﾋﾛｷ 滋賀 TeamZenko
749 2100377 久保 陽大 ｸﾎﾞ ﾖｳﾀﾞｲ 奈良 Team まんま
750 0601596 三上 強 ﾐｶﾐ ﾂﾖｼ 広島 ＴＮＧレーシング広島
756 2100458 西森 皓耶 ﾆｼﾓﾘ ｺｳﾔ 奈良 パナソニックレーシング
757 1502722 山本 康雄 ﾔﾏﾓﾄ ﾔｽｵ 神奈川 パラティアムTOKYO
758 1502746 中野 雄太 ﾅｶﾉ ﾕｳﾀ 滋賀 PRT KOSEKI 金生堂
759 2100299 大森 虹亮 ｵｵﾓﾘ ｺｳｽｹ 千葉 BMレーシングZUNOW
762 2000016 丸渕 聖悟 ﾏﾙﾌﾞﾁ ｼｮｳｺﾞ 東京 FAST LANE Racing
764 2100238 赤坂 幸一 ｱｶｻｶ ｺｳｲﾁ 福岡 VC福岡エリート
765 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
767 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
768 1100767 蠣崎 藍道 ｶｷｻﾞｷ ﾗﾝﾄﾞｳ 静岡 ホダカファクトリーレーシング
769 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
772 2100304 佐野 大輝 ｻﾉ ﾀﾞｲｷ 三重 名岐ベンド
773 1600732 平林 大航 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾀｲｺｳ 岐阜 名岐ベンド
782 0900752 窪 翼 ｸﾎﾞ ﾂﾊﾞｻ 愛知 EURO-WORKS Racing
783 1900436 松本 竜太朗 ﾏﾂﾓﾄ ﾘｭｳﾀﾛｳ 奈良 EURO-WORKS Racing
790 2100306 峯俊 友哉 ﾐﾈﾄｼ ﾕｳﾔ 大阪 Lots cycling
777 2001608 梅津 飛羽 ｳﾒﾂ ﾄﾜ 北海道 YURIFitCyclingTEAM ※オープン参加
778 2001137 佐藤 后嶺 ｻﾄｳ ｺｳﾘｮｳ 北海道 YURIFitCyclingTEAM ※オープン参加
779 2001674 島崎 将男 ｼﾏｻﾞｷ ﾏｻｵ 北海道 YURIFitCyclingTEAM ※オープン参加
780 2100182 高橋 駿斗 ﾀｶﾊｼ ﾊﾔﾄ 北海道 YURIFitCyclingTEAM ※オープン参加
781 2001601 中村 春斗 ﾅｶﾑ ﾊﾙﾄ 北海道 YURIFitCyclingTEAM ※オープン参加
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【クラスタ:F グレード:Bt】  11名 2021/3/30
No. JCF ID 氏名 カナ 登録地 チーム名
451 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
453 1701126 後藤 安佐 ｺﾞﾄｳ ｱｻ 埼玉 イナーメ信濃山形-F
454 1600018 堀江 みちこ ﾎﾘｴ ﾐﾁｺ 大阪 VC VELOCE
456 1700745 西倉 陽子 ﾆｼｸﾗ ﾖｳｺ 埼玉 GROWING Racing Team
457 1901435 中村 友紀子 ﾅｶﾑﾗ ﾕｷｺ 東京 京浜ピストクラブ
459 1700729 伊藤 優以 ｲﾄｳ ﾕｲ 兵庫 Team ZERO UNO FRONTIER
460 2100661 植田 美佳 ｳｴﾀﾞ ﾐｶ 兵庫 Team ZERO UNO FRONTIER
461 1502316 奥平 厚子 ｵｸﾀﾞｲﾗ ｱﾂｺ 兵庫 Team ZERO UNO FRONTIER
463 2000280 藤原 里絵子 ﾌｼﾞ ﾘｴｺ 石川 TTG ミトロング-V
464 1502784 杉浦 佳子 ｽｷﾞｳﾗ ｹｲｺ 東京 VC福岡エリート
465 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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【クラスタ:M グレード:Bt】 29名 2021/3/30
No. JCF ID 氏名 カナ 登録地 チーム名
851 1902155 友広 聡則 ﾄﾓﾋﾛ ｻﾄﾉﾘ 広島 Aki Rising Bicycle team
853 0900156 浅野 真則 ｱｻﾉ ﾏｻﾉﾘ 三重 VC VELOCE
854 9700734 井上 登士哉 ｲﾉｳｴ ﾄｼﾔ 愛媛 VC VELOCE
855 0800384 小川 洸 ｵｶﾞﾜ ﾋｶﾙ 京都 VC VELOCE
856 0900099 加藤 浩生 ｶﾄｳ ﾋﾛｵ 大阪 VC VELOCE
857 1301949 鴻池 凌 ｺｳﾉｲｹ ﾘｮｳ 京都 VC VELOCE
858 1000512 佐井 輝久 ｻｲ ﾃﾙﾋｻ 京都 VC VELOCE
859 1800028 佐藤 俊雄 ｻﾄｳ ﾄｼｵ 兵庫 VC VELOCE
862 0601273 松木 健治 ﾏﾂｷ ｹﾝｼﾞ 京都 VC VELOCE
864 2000173 波片 鉄平 ﾊｶﾞﾀ ﾃｯﾍﾟｲ 愛媛 CR3W
867 9901846 大倉 健一 ｵｵｸﾗ ｹﾝｲﾁ 東京 セオレーシング
868 1600085 石井 久雄 ｲｼｲ ﾋｻｵ 兵庫 soleil de lest
871 1800842 辻 康成 ﾂｼﾞ ﾔｽﾅﾘ 兵庫 Team ZERO UNO FRONTIER
872 2001531 西村 圭二郎 ﾑﾗ ｹｲｼﾞﾛｳ 兵庫 Team ZERO UNO FRONTIER
873 9802134 中島 義基 ﾅｶｼﾏ ﾖｼｷ 福岡 チーム・チェブロ
874 1500505 築山 元樹 ﾂｷﾔﾏ ｹﾞﾝｷ 岡山 Team Grandi Petit
875 0700204 大原 勇生 ｵｵﾊﾗ ﾕｳｷ 大阪 チーム  スクアドラ
877 1600502 宮本 訓寛 ﾐﾔﾓﾄ ｸﾆﾋﾛ 大阪 チーム  スクアドラ
879 1900398 Sandu Ionut ｻﾝﾄﾞｩ ﾖﾉﾂ 京都 TeamZenko
880 1702105 稗田 正佳 ﾋｴﾀﾞ ﾏｻﾖｼ 大阪 TeamZenko
882 1100638 山岡 健人 ﾔﾏｵｶ ｹﾝﾄ 愛媛 TEAM LUPPI
883 0601400 大濱 篤史 ｵｵﾊﾏ ｱﾂｼ 大阪 チバポンズ
886 9700879 藤井 壮太 ﾌｼﾞｲ ｿｳﾀ ⾧野 東洋水産ロードレース部
888 1502722 山本 康雄 ﾔﾏﾓﾄ ﾔｽｵ 神奈川 パラティアムTOKYO
889 1700199 深堀 理 ﾌｶﾎﾘ ﾏｻﾙ 福岡 VC福岡エリート
893 1400107 山本 哲哉 ﾔﾏﾓﾄ ﾃﾂﾔ 和歌山 ミルキーウェイ和歌山
895 1000714 佐々木 暖 ｻｻｷ ﾀﾞﾝ 奈良 EURO-WORKS Racing
897 1702976 中森 雅人 ﾅｶﾓﾘ ﾏｻﾄ 大阪 EURO-WORKS Racing
898 1600015 石井 和明 ｲｼｲ ｶｽﾞｱｷ 兵庫 Rapha Cycling Club
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