
87 名 87 2022/4/17
No. JCF ID 氏名 カナ 登録地 チーム名

1 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

2 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

3 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

4 301043 吉田 隼人 ﾖｼﾀﾞ ﾊﾔﾄ 奈良 マトリックスパワータグ

5 700546 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

6 500960 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

7 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

8 9700539 狩野 智也 ｶﾉｳ ﾄﾓﾔ 群馬 マトリックスパワータグ

11 1000513 徳田 優 ﾄｸﾀﾞ ｽｸﾞﾙ 京都 TEAM BRIDGESTONE Cycling
12 1501423 山本 哲央 ﾔﾏﾓﾄ ﾃﾂｵ 山梨 TEAM BRIDGESTONE Cycling
13 1501582 河野 翔輝 ｶﾜﾉ ｼｮｳｷ 奈良 TEAM BRIDGESTONE Cycling
14 801402 沢田 時 ｻﾜﾀﾞ ﾄｷ 滋賀 TEAM BRIDGESTONE Cycling
15 1500848 松田 祥位 ﾏﾂﾀﾞ ｼｮｳｲ 滋賀 TEAM BRIDGESTONE Cycling
21 400843 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

22 1000950 渡邊 翔太郎 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ 岐阜 愛三工業レーシングチーム

23 901309 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

24 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

25 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

26 1301253 中川 拳 ﾅｶｶﾞﾜ ｹﾝ 北海道 愛三工業レーシングチーム

27 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

28 1501061 佐藤 健 ｻﾄｳ ｹﾝ 福岡 愛三工業レーシングチーム

31 500601 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
32 1601996 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
33 1600869 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
34 1701287 津石 康平 ﾂｲｼ ｺｳﾍｲ 奈良 弱虫ペダル サイクリングチーム
35 1500238 五十嵐 洸太 ｲｶﾗｼ ｺｳﾀ 神奈川 弱虫ペダル サイクリングチーム
36 1700753 岩田 聖矢 ｲﾜﾀ ｾｲﾔ 奈良 弱虫ペダル サイクリングチーム
37 1500013 内田 宇海 ｳﾁﾀﾞ ﾀｶﾐ 大阪 弱虫ペダル サイクリングチーム
38 2000022 細川 健太 ﾎｿｶﾜ ｹﾝﾀ 静岡 弱虫ペダル サイクリングチーム
42 900212 横山 航太 ﾖｺﾔﾏ ｺｳﾀ 長野 シマノレーシング

43 1201132 中井 唯晶 ﾅｶｲ ﾀﾀﾞｱｷ 滋賀 シマノレーシング

44 1201367 風間 翔眞 ｶｻﾞﾏ ｼｮｳﾏ 福島 シマノレーシング

45 1401433 床井 亮太 ﾄｺｲ ﾘｮｳﾀ 栃木 シマノレーシング

46 1401518 尾形 尚彦 ｵｶﾞﾀ ﾀｶﾋｺ 宮城 シマノレーシング

47 1700821 井上 文成 ｲﾉｳｴ ﾌﾐﾅﾘ 大阪 シマノレーシング

48 佐藤 宇志 ｻﾄｳ ﾀｶｼ 大阪 シマノレーシング

49 1600024 天野 壮悠 ｱﾏﾉ ﾀｹﾊﾙ 大阪 シマノレーシング

51 1200621 冨尾 大地 ﾄﾐｵ ﾀﾞｲﾁ 鹿児島 CIEL BLEU KANOYA
52 1200034 白川 幸希 ｼﾗｶﾜ ｺｳｷ 鹿児島 CIEL BLEU KANOYA
53 400563 伊藤 雅和 ｲﾄｳ ﾏｻｶｽﾞ 鹿児島 CIEL BLEU KANOYA
54 1702467 大河内 将泰 ｵｵｺｳﾁ ﾏｻﾋﾛ 鹿児島 CIEL BLEU KANOYA
55 801515 伊藤 舜紀 ｲﾄｳ ｼｭﾝｷ 鹿児島 CIEL BLEU KANOYA
56 1601206 道見 優太 ﾄﾞｳﾐ ﾕｳﾀ 鹿児島 CIEL BLEU KANOYA
57 1800365 木村 純気 ｷﾑﾗ ｼﾞｭﾝｷ 鹿児島 CIEL BLEU KANOYA
58 1802307 津留 崚 ﾂﾄﾞﾒ ﾘｮｳ 鹿児島 CIEL BLEU KANOYA
61 600791 藤岡 克磨 ﾌｼﾞｵｶ ｶﾂﾏ 徳島 備後しなまみeNShare
62 201014 大塚 航 ｵｵﾂｶ ﾜﾀﾙ 京都 備後しなまみeNShare
63 1502291 糸川 典往 ｲﾄｶﾜ ﾉﾘﾕｷ 島根 備後しなまみeNShare
64 1200122 平林 楓輝 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾌｳｷ 愛媛 備後しなまみeNShare
65 1601026 松原 颯祐 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｿｳｽｹ 北海道 備後しなまみeNShare
67 1100567 大町 健斗 ｵｵﾏﾁ ｹﾝﾄ 広島 備後しなまみeNShare
68 1300766 茂越 龍哉 ﾓｺﾞｴ ﾀﾂﾔ 兵庫 備後しなまみeNShare
69 1501717 真鍋 諒太 ﾏﾅﾍﾞ ﾘｮｳﾀ 香川 備後しなまみeNShare
71 801747 才田 直人 ｻｲﾀ ﾅｵﾄ 宮城 LEOMO Bellmare Racing Team
72 1001902 米谷 隆志 ﾖﾈﾀﾆ ﾀｶｼ 東京 LEOMO Bellmare Racing Team
73 1900663 池田 隆人 ｲｹﾀﾞ ﾀｶﾄ 東京 LEOMO Bellmare Racing Team
74 9800459 小畑 郁 ｵﾊﾞﾀ ｶｵﾙ 東京 LEOMO Bellmare Racing Team
81 901542 北野 普識 ｷﾀﾉ ﾕｷﾉﾘ 東京 イナーメ信濃山形

82 1300056 比護 任 ﾋｺﾞ ｱﾀﾙ 大阪 イナーメ信濃山形

83 1300540 松井 大悟 ﾏﾂｲ ﾀﾞｲｺﾞ 石川 イナーメ信濃山形

84 900524 渡邊 聡 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾄﾙ 神奈川 イナーメ信濃山形

85 1301007 奥村 祐希 ｵｸﾑﾗ ﾕｳｷ 岡山 イナーメ信濃山形
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86 1703335 大仲 凛功 ｵｵﾅｶ ﾘｸ 愛媛 イナーメ信濃山形

87 1802568 原田 将人 ﾊﾗﾀﾞ ﾏｻﾄ 兵庫 イナーメ信濃山形

89 1700593 荒瀧 隆公 ｱﾗﾀｷ ﾀｶﾋﾄ 東京 イナーメ信濃山形

91 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

92 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

93 1000442 小山 貴大 ｺﾔﾏ ﾀｶﾋﾛ 群馬 群馬グリフィンレーシングチーム

94 1401959 佐藤 遼 ｻﾄｳ ﾘｮｳ 東京 群馬グリフィンレーシングチーム

95 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

96 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

97 1600445 平塚 佑亮 ﾋﾗﾂｶ ﾕｳｽｹ 栃木 群馬グリフィンレーシングチーム

98 1502103 金子 宗平 ｶﾈｺ ｿｳﾍｲ 群馬 群馬グリフィンレーシングチーム

101 900461 秋山 悟郎 ｱｷﾔﾏ ｺﾞﾛｳ 東京 稲城FIETSクラスアクト
102 9900169 青木 誠 ｱｵｷ ﾏｺﾄ 東京 稲城FIETSクラスアクト
103 1601219 松下 直暉 ﾏﾂｼﾀ ﾅｵｷ 東京 稲城FIETSクラスアクト
104 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
105 1502111 相原 晴一朗 ｱｲﾊﾗ ｾｲｲﾁﾛｳ 神奈川 稲城FIETSクラスアクト
106 901531 中鶴 友樹 ﾅｶﾂﾙ ﾄﾓｷ 沖縄 稲城FIETSクラスアクト
111 701489 水野 恭兵 ﾐｽﾞﾉ ｷｮｳﾍｲ 山梨 アヴニールサイクリング山梨

112 1301908 山口 和来 ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｽﾞｷ 東京 アヴニールサイクリング山梨

113 1601791 風間 竜太 ｶｻﾞﾏ ﾘｭｳﾀ 山梨 アヴニールサイクリング山梨

114 1800163 若月 隆真 ﾜｶﾂｷ ﾀｸﾏ 埼玉 アヴニールサイクリング山梨

115 1900554 渡邉 和貴 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞｷ 東京 アヴニールサイクリング山梨

116 1900364 神村 泰輝 ｶﾐﾑﾗ ﾀｲｷ 東京 アヴニールサイクリング山梨

117 1700169 瀬戸口 瑛 ｾﾄｸﾞﾁ ｱｷﾗ 北海道 アヴニールサイクリング山梨

118 鈴木 来人 ｽｽﾞｷ ﾗｲﾄ 長野 アヴニールサイクリング山梨



8 名 8 2022/4/17
No. JCF ID 氏名 カナ 登録地 チーム名
601 2101275 辻 洸之介 ﾂｼﾞ ｺｳﾉｽｹ 千葉 LINKVISION GIRASOLE CYCLING
602 2001388 望月 蓮 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾚﾝ 山梨 Avenir Yamanashi Yamanakako
603 2000281 三木 颯一郎 ﾐｷ ｿｳｲﾁﾛｳ 北海道 松山学院高等学校 自転車競技部
604 2101364 吉中 美空 ﾖｼﾅｶ ﾐｸ 佐賀 VC福岡エリート
605 2001343 平山 雷斗 ﾋﾗﾔﾏ ﾗｲﾄ 愛知 BUCYOCOFFEE/CLTCyclingTeam 
606 2000337 中尾 涼介 ﾅｶｵ ﾘｮｳｽｹ 大阪 VC AVANZARE
607 2100163 福永 航平 ﾌｸﾅｶﾞ ｺｳﾍｲ 広島 eNShare Cycling Team
609 1902737 松井颯良 ﾏﾂｲ ｿﾗ 大阪 三味線Racing　※オープン
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10 名 10 2022/4/17
No. JCF ID 氏名 カナ 登録地 チーム名
611 2101458 伊藤 幹将 ｲﾄｳ ﾏｻﾕｷ 愛媛 E'quipe ｕ Racing
612 2000236 武西 憲進 ﾀｹﾆｼ ｹﾝｼﾝ 愛媛 E'quipe ｕ Racing
613 1601954 佐竹 清亮 ｻﾀｹ ｷｮｳｽｹ 東京 AVENTURA VICTORIA RACING
614 2100331 井上 悠喜 ｲﾉｳｴ ﾕｳｷ 福岡 VC福岡ユース
615 1901288 飯干 智章 ｲｲﾎﾞｼ ﾄﾓｱｷ 福岡 VC福岡ユース
616 1702094 広野　達徳 ﾋﾛﾉ ﾀﾂﾉﾘ 熊本 チームGINRIN熊本　※オープン
617 1500385 桑原 悠 ｸﾜﾊﾞﾗ ﾊﾙｶ 広島 TeamUKYO Reve　※オープン

618 2200455 村瀬 琶音 ﾑﾗｾ ﾊｵﾄ 岡山 ※オープン

619 2200288 橋本凌典 ﾊｼﾓﾄ ﾘｮｳｽｹ 愛媛 愛媛県自転車競技連盟ジュニアクラブ　※オープン

620 2200296 後藤田 和孝 ｺﾞﾄｳﾀﾞ ｶｽﾞﾀｶ 愛媛 愛媛県自転車競技連盟ジュニアクラブ　※オープン
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21 名 21 2022/4/17
No. JCF ID 氏名 カナ 登録地 チーム名
701 1600298 宇根 智浩 ｳﾈ ﾄﾓﾋﾛ 広島 Aki Rising Bicycle team
702 1000714 佐々木 暖 ｻｻｷ ﾀﾞﾝ 奈良 EURO-WORKS Racing
703 1100076 角田 光隆 ｽﾐﾀﾞ ﾐﾂﾀｶ 奈良 EURO-WORKS Racing
704 1900398 Sandu Ionut ｻﾝﾄﾞｩ ﾖﾉﾂ 京都 TeamZenko
705 1400141 長妻 暁 ﾅｶﾞﾂﾏ ｱｷﾗ 神奈川 FORCE
706 1902446 曾根 謙一 ｿﾈ ｹﾝｲﾁ 大阪 エコサイクル

707 2200143 兵惠 利充 ﾋｮｳｴ ﾄｼﾐﾂ 和歌山 エコサイクル

708 2101778 神垣 一茂 ｶﾐｶﾞｷ ｶｽﾞｼｹﾞ 広島 Team Kermis Cross
709 1400294 本田 弘典 ﾎﾝﾀﾞ ﾋﾛﾉﾘ 広島 Team Kermis Cross
710 1500250 北西 弘佳 ｷﾀﾆｼ ﾋﾛﾖｼ 和歌山 VC AVANZARE
711 1600158 菟田 竜一 ｳﾀﾞ ﾘｭｳｲﾁ 和歌山 TEAM SANREMO
712 2100035 夛田 賢児 ﾀﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 徳島 UNIVERS
713 1200673 坂東 克浩 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ｶﾂﾋﾛ 徳島 UNIVERS
714 2200445 内山 尚之 ｳﾁﾔﾏ ﾅｵﾕｷ 石川 バルバクラブカナザワ

715 2000173 波片 鉄平 ﾊｶﾞﾀ ﾃｯﾍﾟｲ 愛媛 CR3W
716 1600013 森田 正徳 ﾓﾘﾀ ﾏｻﾉﾘ 岡山 eNShare Cycling Team
717 1802119 原 直人 ﾊﾗ ﾅｵﾄ 山口 山口県自転車競技連盟・我逢人

718 1500775 中村 やすし ﾅｶﾑﾗ ﾔｽｼ 福岡 VC福岡エリート
719 1700199 深堀 理 ﾌｶﾎﾘ ﾏｻﾙ 福岡 VC福岡エリート
720 2200608 尾崎 光正 ｵｻﾞｷ ﾐﾂﾏｻ 岡山 チーム岡山　※オープン

721 5786201 吉田　達史 ﾖｼﾀﾞ ﾀﾂｼ 岡山 チーム岡山　※オープン
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第56回西日本ロードクラシック広島大会 DAY2


