
15 名 15 2022/4/10
No. JCF ID 氏名 カナ 登録地 チーム名
451 遠松 純子 トオマツ ジュンコ 愛知県 DESTRA
452 宮下 朋子 ミヤシタ トモコ 愛知県 TWOCYCLE
453 山本 彩美 ヤマモト アヤミ 愛知県

454 2100028 西岡 茜 ニシオカ アカネ 和歌山県

455 知田 深和子 チダ ミワコ 滋賀県 滋賀県庁自転車部

456 西原 久美子 ニシハラ クミコ 京都府

457 1600366 橘 早苗 タチバナ サナエ 富山県 バルバクラブタカオカ

458 1703009 羽田野 千晶 ハタノ チアキ 愛知県 KOGMA Racing
459 宮田 直美 ミヤタ ナオミ 滋賀県 LOKO RACING
460 上野 英子 ウエノ エイコ 東京都

461 1602343 福田 のりこ フクダ ノリコ 兵庫県 かつおちゃんねる

462 山本 由香 ヤマモト ユカ 兵庫県

463 辻 明子 ツジ アキコ 三重県 ダブルインナー

464 西村 亜由美 ニシムラ アユミ 三重県 ダブルインナー

465 加藤 知子 カトウ トモコ 愛知県 グランペール
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62 名 62 2022/4/10
No. JCF ID 氏名 カナ 登録地 チーム名
701 高島 裕海 タカシマ ヒロウミ 大阪府 めくらぶどう

702 吉見 恒平 ヨシミ コウヘイ 大阪府

703 米倉 聖人 ヨネクラ マサト 大阪府 CYCLESHOP CAT
704 林 昂央 ハヤシ タカヒサ 和歌山県

705 宮川 享久 ミヤガワ タカヒサ 滋賀県

706 髙橋 克幸 タカハシ カツユキ 岐阜県 Team ELMO
707 福岡 琢人 フクオカ タクト 兵庫県

708 佐藤 樹 サトウ イツキ 愛知県 シバくぞ

709 西口 鳳馬 ニシグチ フウマ 愛知県 静岡大学

710 堀 将誌 ホリ マサシ 愛知県 NIT
711 堀 貴博 ホリ タカヒロ 愛知県 NIT
712 矢野 淳二 ヤノ ジュンジ 京都府 ビワイチかい？

713 梅川 陸 ウメカワ リク 大阪府 大泉愛輪会

714 松本 淳 マツモト ジュン 滋賀県 BS彦根
715 中家 鉄男 ナカイエ テツオ 三重県

716 久保 敦 クボ アツシ 愛知県 SIMIZU RACING
717 柴田 尚樹 シバタ ヒサキ 岐阜県

718 小川 輝 オガワ アキラ 岐阜県

719 栗田 大也 クリタ ヒロヤ 滋賀県

720 山田 祐輝 ヤマダ ユウキ 愛知県

721 大西 裕幸 オオニシ ヒロユキ 三重県

722 土井内 雅博 ドイウチ マサヒロ 福井県 バルバクラブエチゼン

723 川田 純一 カワタ ジュンイチ 奈良県 H.O.P
724 立松 俊洋 タテマツ トシヒロ 愛知県 テックスポーツ

725 岩澤 智幸 イワサワ トモユキ 石川県

726 1600072 間所 智幸 マドコロ トモユキ 滋賀県 滋賀県庁自転車部

727 前垣内 健太 マエガキウチ ケンタ 大阪府

728 田村 拓也 タムラ タクヤ 滋賀県

729 本津 雅則 ホンツ マサノリ 大阪府

730 松崎 暁広 マツザキ アキヒロ 兵庫県 Innocent
731 中島 清志 ナカシマ キヨシ 愛知県 たてりん

732 西嶋 信也 ニシジマ シンヤ 滋賀県

733 里中 健太郎 サトナカ ケンタロウ 滋賀県

734 土井 賢太 ドイ ケンタ 愛知県 BC.TIMER’S
735 福代 漢 フクシロ カン 京都府 京都まったり

736 河合 一徳 カワイ カズノリ 岐阜県 VIVAZAPEEI
737 2200223 横藤田 敏之 ヨコフジタ トシユキ 大阪府 住化友輪会

738 細田 槙一 ホソダ シンイチ 大阪府

739 1300383 油浅 亮祐 ユアサ リョウスケ 三重県 willlson@山岳部
740 三木 佑太 ミキ ユウタ 和歌山県

741 杉山 由展 スギヤマ ヨシノリ 愛知県

742 富阪 怜 トミサカ レン 愛知県

743 西谷 一彦 ニシタニ カズヒコ 福井県 バルバワークスエチゼン

744 鈴木 日高 スズキ ヒダカ 愛知県

745 西原 伸一郎 ニシハラ シンイチロウ 滋賀県

746 北野 裕也 キタノ ユウヤ 和歌山県

747 堀 晴生 ホリ ハルオ 岐阜県

748 富井 佑一 トミイ ユウイチ 大阪府 スニフ・アウトドアライフ

749 須藤 大喜 スドウ ダイキ 愛知県 Nev_Oh Racing
750 2200077 藤原 道弘 フジワラ ミチヒロ 愛知県 DESTRA
751 尾原 禎幸 オハラ トモユキ 滋賀県 滋賀県庁自転車部

752 鈴木 椋 スズキ リョウ 三重県 ダブルインナー
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753 日吉 一貴 ヒヨシ カズタカ 滋賀県

754 縣 亮太 アガタ リョウタ 千葉県

755 鄭 珍旭 ジョン ジンウク 大阪府 EXEDY
756 神谷 拓図 カミタニ タクト 岐阜県 DRONE
757 山田 慎也 ヤマダ シンヤ 福井県 バルバクラブエチゼン

758 織田 裕敏 オリタ ヒロトシ 滋賀県

759 齋藤 智仁 サイトウ トモノリ 福井県 バルバクラブエチゼン

760 石原 玄太 イシハラ ゲンタ 香川県

761 前田 行紀 マエダ ユキノリ 福井県

762 1500805 加藤 康太 カトウ コウタ 滋賀県



94 名 94 2022/4/10
No. JCF ID 氏名 カナ 登録地 チーム名
801 山本 順一 ヤマモト ジュンイチ 愛知県

802 大橋 均 オオハシ ヒトシ 滋賀県

803 瀬古 康吏 セコ ヤスシ 三重県

804 山本 哲男 ヤマモト テツオ 滋賀県

805 高田 正男 タカダ マサオ 愛知県 岡崎繊維青年クラブ

806 島 有助 シマ ユウスケ 大阪府

807 大橋 泰文 オオハシ ヤスフミ 滋賀県

808 裴 怡天 ペ イテン 大阪府 blast
809 西村 末吉 ニシムラ スエヨシ 愛知県 Jan da la 輪
810 有光 博司 アリミツ ヒロシ 大阪府

811 土井 伸孝 ドイ ノブタカ 愛知県

812 澤田 伸也 サワダ シンヤ 愛知県

813 松田 良則 マツダ ヨシノリ 奈良県

814 南 秀聡 ミナミ ヒデサト 大阪府 スニフ・アウトドアライフ

815 隼瀬 正博 ハヤセ マサヒロ 滋賀県

816 宮下 裕史 ミヤシタ ヒロシ 大阪府

817 高島 祐介 タカシマ ユウスケ 岐阜県 team ELMO
818 池内 陽介 イケウチ ヨウスケ 三重県

819 梅林 康典 ウメバヤシ ヤスノリ 愛知県 BREZZA-KAMIHAGI
820 延尾 多嘉裕 ノブオ タカヒロ 京都府 P塾
821 脇阪 準 ワキザカ ジュン 岐阜県

822 鈴木 誠 スズキ マコト 岐阜県

823 石田 耕三 イシダ コウゾウ 東京都

824 廣瀬 徹也 ヒロセ テツヤ 兵庫県 オデブタひろせ

825 水口 徹 ミズグチ トオル 岐阜県 O-racing
826 平井 健太 ヒライ ケンタ 京都府 家長平井

827 小林 亨 コバヤシ トオル 岐阜県 Team ELMO
828 上坂 透 コウサカ トオル 滋賀県

829 河野 暢 コウノ ミツル 兵庫県

830 北口 真幸 キタグチ マサキ 岡山県

831 水谷 秀和 ミズタニ ヒデカズ 三重県

832 猪狩 孝 イガリ タカシ 東京都

833 小久保 正彦 コクボ マサヒコ 奈良県 大正池倶楽部

834 風間 玄 カザマ ゲン 静岡県 プロトン伊豆レーシング

835 鶴海 和也 ツルミ カズヤ 兵庫県 TEAMレーシング零
836 立木 昌幸 ツイキ マサユキ 岐阜県 大垣CSC
837 井藤 正人 イトウ マサト 岐阜県 team-ＤＡＤＤＹ
838 西川 健一 ニシカワ ケンイチ 大阪府 和大サイクリング部OB
839 寺田 光一 テラダ コウイチ 兵庫県

840 渡部 達生 ワタナベ タツオ 愛知県 大同自転車俱楽部

841 片山 一洋 カタヤマ カズヒロ 京都府

842 下田 渉 シモダ ワタル 大阪府 ZWB
843 坂東 正隆 バンドウ マサタカ 京都府

844 田中 博之 タナカ ヒロユキ 兵庫県

845 宇野 聖 ウノ ヒジリ 大阪府

846 成田 智哉 ナリタ トモヤ 京都府

847 神谷 浩行 カミヤ ヒロユキ 愛知県 大同自転車俱楽部

848 芦田 道郎 アシダ ミチロウ 大阪府

849 高橋 栄司 タカハシ エイジ 滋賀県 ビワone
850 田中 聖史 タナカ セイシ 愛知県 ミツカンヘトヘトクラブ

851 古川 敏雄 フルカワ トシオ 京都府

852 矢守 紘行 ヤモリ ヒロユキ 滋賀県

【クラスタ:一般男子B】
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853 河合 邦育 カワイ クニヤス 岐阜県

854 吉田 裕之 ヨシダ ヒロユキ 和歌山県

855 冨田 洋介 トミタ ヨウスケ 兵庫県

856 山口 勝 ヤマグチ マサル 京都府 チームjamシニア
857 滋賀 景介 シガ ケイスケ 京都府 gnarlybikes
858 吉田 伸一 ヨシダ シンイチ 愛知県

859 伊藤 隆宏 イトウ タカヒロ 三重県

860 田中 敏裕 タナカ トシヒロ 京都府

861 内田 司 ウチダ ツカサ 三重県 DENSO RACING
862 萩原 祥行 ハギワラ ヨシユキ 滋賀県

863 長澤 達男 ナガサワ タツオ 大阪府 H.O.P
864 岡本 浩 オカモト ヒロシ 大阪府 BC.ANELLO
865 三木 裕一 ミキ ユウイチ 富山県

866 縄田 久仁夫 ナワタ クニオ 愛知県 Avelon
867 浅野 博 アサノ ヒロシ 愛知県 トップギア

868 1201709 猪田 洋 イノダ ヒロシ 京都府 CIRF
869 福田 勝二 フクダ ショウジ 兵庫県 かつおちゃんねる

870 星野 学 ホシノ マナブ 愛知県 自転車村

871 桑原 亨 クワハラ トオル 兵庫県 KAZAMIDORI × 秋組
872 岡本 邦裕 オカモト クニヒロ 大阪府 AITCC　OB
873 知場 誠 チバ マコト 福井県 バルバクラブエチゼン

874 日下 剛 クサカ タケシ 兵庫県

875 寺川 信一 テラカワ シンイチ 京都府 プレストキタノジュク

876 河合 篤史 カワイ アツシ 京都府 大正池倶楽部

877 川瀬 章史 カワセ アキフミ 愛知県 DESTRA
878 村井 一弘 ムライ カズヒロ 岐阜県 ＡＲ

879 牛丸 貴史 ウシマル タカフミ 岐阜県

880 中谷 幸浩 ナカタニ ユキヒロ 兵庫県

881 日比野 健 ヒビノ タケシ 滋賀県

882 西村 裕司 ニシムラ ヒロシ 京都府 presto
883 山下 和也 ヤマシタ カズヤ 大阪府

884 藤澤 良介 フジサワ リョウスケ 愛知県 レイノルズ５３１

885 高橋 望 タカハシ ノゾム 滋賀県

886 嶋田 彰憲 シマダ アキノリ 滋賀県 滋賀県自転車部

887 森本 恵司 モリモト ケイジ 愛知県

888 下村 新 シモムラ アラタ 滋賀県 P塾（サイクリスト観察CH）
889 永戸 基敬 ナガト モトノリ 三重県 ダブルインナー

890 中西 真喜 ナカニシ マサキ 愛知県 NW-FC
891 上村 和紀 ウエムラ カズノリ 大阪府

892 西川 賢二 ニシカワ ケンジ 大阪府

893 内藤 豊 ナイトウ ユタカ 大阪府

894 康 敬博 コウ タカヒロ 兵庫県


