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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 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

41 900861 湊 諒 ﾐﾅﾄ ﾘｮｳ 青森 シマノレーシング

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 1700821 井上 文成 ｲﾉｳｴ ﾌﾐﾅﾘ 大阪 シマノレーシング

46 1401433 床井 亮太 ﾄｺｲ ﾘｮｳﾀ 栃木 シマノレーシング

47 1401518 尾形 尚彦 ｵｶﾞﾀ ﾀｶﾋｺ 宮城 シマノレーシング

48 1401137 重満 丈 ｼｹﾞﾐﾂ ｼﾞｮｳ 沖縄 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 1702467 大河内 将泰 ｵｵｺｳﾁ ﾏｻﾋﾛ 鹿児島 CIEL BLEU KANOYA

54 801515 伊藤 舜紀 ｲﾄｳ ｼｭﾝｷ 鹿児島 CIEL BLEU KANOYA

55 1601206 道見 優太 ﾄﾞｳﾐ ﾕｳﾀ 鹿児島 CIEL BLEU KANOYA

56 1800365 木村 純気 ｷﾑﾗ ｼﾞｭﾝｷ 鹿児島 CIEL BLEU KANOYA

57 900699 原田 裕成 ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾛｱｷ 鹿児島 CIEL BLEU KANOYA

58 1500108 西原 裕太郎 ﾆｼﾊﾗ ﾕｳﾀﾛｳ 佐賀 CIEL BLEU KANOYA
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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 1200122 平林 楓輝 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾌｳｷ 愛媛 備後しなまみeNShare

64 1100567 大町 健斗 ｵｵﾏﾁ ｹﾝﾄ 広島 備後しなまみeNShare

65 1300766 茂越 龍哉 ﾓｺﾞｴ ﾀﾂﾔ 兵庫 備後しなまみeNShare

66 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 1501045 木原 与志寛 ｷﾊﾗ ﾖｼﾋﾛ 広島 備後しなまみeNShare

68 1400155 平林 飛都 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾀｶﾄ 愛媛 備後しなまみeNShare

71 1701257 川崎 三織 ｶﾜｻｷ ﾐｵﾘ 埼玉 EQADS

81 801747 才田 直人 ｻｲﾀ ﾅｵﾄ 宮城 LEOMO Bellmare Racing Team

82 1001902 米谷 隆志 ﾖﾈﾀﾆ ﾀｶｼ 東京 LEOMO Bellmare Racing Team

83 1900663 池田 隆人 ｲｹﾀﾞ ﾀｶﾄ 東京 LEOMO Bellmare Racing Team

84 9800459 小畑 郁 ｵﾊﾞﾀ ｶｵﾙ 東京 LEOMO Bellmare Racing Team

91 901542 北野 普識 ｷﾀﾉ ﾕｷﾉﾘ 東京 イナーメ信濃山形

92 1300056 比護 任 ﾋｺﾞ ｱﾀﾙ 大阪 イナーメ信濃山形

93 1300540 松井 大悟 ﾏﾂｲ ﾀﾞｲｺﾞ 石川 イナーメ信濃山形

94 900524 渡邊 聡 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾄﾙ 神奈川 イナーメ信濃山形

95 1700593 荒瀧 隆公 ｱﾗﾀｷ ﾀｶﾋﾄ 東京 イナーメ信濃山形

96 1301405 本田 竜介 ﾎﾝﾀﾞ ﾘｭｳｽｹ 新潟 イナーメ信濃山形

97 1500885 塩澤 魁 ｼｵｻﾞﾜ ｶｲ 愛知 イナーメ信濃山形

98 1300075 佐川 祐太 ｻｶﾞﾜ ﾕｳﾀ 埼玉 イナーメ信濃山形

101 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

102 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

103 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

104 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

105 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

106 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

107 1600445 留目 夕陽 ﾄﾄﾞﾒ ﾕｳﾋ 東京 群馬グリフィンレーシングチーム

108 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

111 900461 秋山 悟郎 ｱｷﾔﾏ ｺﾞﾛｳ 東京 稲城FIETSクラスアクト

112 1601219 松下 直暉 ﾏﾂｼﾀ ﾅｵｷ 東京 稲城FIETSクラスアクト

113 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

114 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

115 901531 中鶴 友樹 ﾅｶﾂﾙ ﾄﾓｷ 沖縄 稲城FIETSクラスアクト

116 9702852 藤田 勉 ﾌｼﾞﾀ ﾂﾄﾑ 東京 稲城FIETSクラスアクト

117 1901014 佐藤 寛朗 ｻﾄｳ ﾋﾛｱｷ 千葉 稲城FIETSクラスアクト

118 1602371 佐藤 光 ｻﾄｳ ﾋｶﾙ 沖縄 稲城FIETSクラスアクト

121 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

122 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

123 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

124 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

125 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

126 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

127 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

128 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
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401 1800034 タイサム ジョン ﾀｲｻﾑ ｼﾞｮﾝ 東京 MIVRO

402 2100704 渡辺 悠太 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾀ 埼玉 川口市自転車競技連盟

403 1802380 室賀 貴仁 ﾑﾛｶﾞ ﾀｶﾋﾄ 栃木 ブラウ・ブリッツェン

404 1101679 佐野 千尋 ｻﾉ ﾁﾋﾛ 北海道 イナーメ信濃山形-EFT

405 1508593 奈良 祥吾 ﾅﾗ ｼｮｳｺﾞ 埼玉 イナーメ信濃山形-EFT

406 1200148 山田 哲彦 ﾔﾏﾀﾞ ｱｷﾋｺ 千葉 TEAM GIRO 360

407 2000465 藤本 元貴 ﾌｼﾞﾓﾄ ｹﾞﾝｷ 神奈川 Promotion x Athletes CYCLING

408 1101583 金井 光春 ｶﾅｲ ﾐﾂﾊﾙ 東京 Ｙʼｓ Ｒｏａｄ

409 1500648 福吉 紳悟 ﾌｸﾖｼ ｼﾝｺﾞ 神奈川 YOKOSUKA UNO RACING

410 210120 佐藤 利英 ｻﾄｳ ﾄｼﾋﾃﾞ 岩手 エルドラード東北

411 1702090 髙田 楓雅 ﾀｶﾀﾞ ﾌｳｶﾞ 栃木 作新学院大学

412 1600871 沢野 大地 ｻﾜﾉ ﾀﾞｲﾁ 埼玉 作新学院大学

413 1702052 重田 倫一郎 ｼｹﾞﾀ ﾘﾝｲﾁﾛｳ 群馬 作新学院大学

414 700340 寺崎 武郎 ﾃﾗｻｷ ﾀｹﾛｳ 福井 バルバサイクルレーシングチーム

415 2000370 高橋 海成 ﾀｶﾊｼ ｶｲｾｲ 福井 バルバサイクルレーシングチーム

416 400076 中井 光博 ﾅｶｲ ﾐﾂﾋﾛ 岐阜 イナーメ信濃山形-EFT

417 600361 中里 仁 ﾅｶｻﾞﾄ ﾏｻﾙ 群馬 Rapha Cycling Club

418 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

419 1402092 川野 健太 ｶﾜﾉ ｹﾝﾀ 東京 日本ろう自転車競技協会

420 1502775 古川 裕真 ﾌﾙｶﾜ ﾕｳﾏ 静岡 MiNERVA-asahi

421 2000015 布田 直也 ﾌﾀﾞ ﾅｵﾔ 宮城 MiNERVA-asahi

422 1902732 永友 宏樹 ﾅｶﾞﾄﾓ ﾋﾛｷ 東京 MiNERVA-asahi

423 2100123 小林 毅瑠 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｹﾙ 東京 MiNERVA-asahi

424 1101586 安立 和貴 ｱﾀﾞﾁ ｶｽﾞｷ 新潟 チームフィンズ

425 1101584 遠藤 健太 ｴﾝﾄﾞｳ ｹﾝﾀ 新潟 チームフィンズ

426 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

427 1100087 田中 信行 ﾀﾅｶ ﾉﾌﾞﾕｷ 奈良 EURO-WORKS Racing

428 1301128 小野寺 望 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾉｿﾞﾑ 東京 イナーメ信濃山形-EFT

429 1200156 天春 雄也 ｱﾏｶﾞｽ ﾕｳﾔ 三重 MAX SPEED 97

430 1900883 加藤 功也 ｶﾄｳ ﾖｼﾅﾘ 三重 MAX SPEED 97

431 1001745 畠山 和也 ﾊﾀｹﾔﾏ ｶｽﾞﾔ 宮城 ハヤサカサイクルレーシングチーム

432 1101882 青山 高士 ｱｵﾔﾏ ﾀｶﾋﾄ 宮城 ハヤサカサイクルレーシングチーム

433 1201351 簑原 大介 ﾐﾉﾊﾗ ﾀｲｽｹ 福岡 ハヤサカサイクルレーシングチーム

434 1701262 藤井 涼介 ﾌｼﾞｲ ﾘｮｳｽｹ 埼玉 日本体育大学

435 1801835 福田 晃司 ﾌｸﾀﾞ ｺｳｼﾞ 埼玉 日本体育大学

436 1600908 川田 真也 ｶﾜﾀﾞ ｼﾝﾔ 埼玉 日本体育大学

437 1600308 大内 淳司 ｵｵｳﾁ ｱﾂｼ 茨城 GROWING Racing Team

438 9900113 高橋 利明 ﾀｶﾊｼ ﾄｼｱｷ 茨城 GROWING Racing Team

439 1100570 光山 英典 ﾐﾂﾔﾏ ﾋﾃﾞﾉﾘ 千葉 GROWING Racing Team

440 1400135 川島 健人 ｶﾜｼﾏ ｹﾝﾄ 東京 なるしまフレンド

441 1502464 齋藤 友一 ｻｲﾄｳ ﾕｳｲﾁ 静岡 SPADE・ACE

442 9702834 中村 文武 ﾅｶﾑﾗ ﾌﾐﾀｹ 東京 フィッツ

443 1100404 香川 博 ｶｶﾞﾜ ﾋﾛｼ ⾧野 イナーメ信濃山形-EFT

444 1700502 鷲野 向一 ﾜｼ ｺｳｲﾁ 埼玉 イナーメ信濃山形-EFT
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445 301731 金田 一 ｶﾈﾀﾞ ﾊｼﾞﾒ 茨城 OYAMA STARPLEX

446 5212902 清水 大地 ｼﾐｽﾞ ﾀﾞｲﾁ 栃木 Honda栃木

447 1802331 鳥海 祐甫 ﾄﾘｳﾐ ﾕｳｽｹ 東京 SBC Vertex Racing Team

448 1501977 渡辺 拓也 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｸﾔ 愛知 SBC Vertex Racing Team

449 1602702 中川 由人 ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳﾄ 神奈川 SBC Vertex Racing Team

450 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

451 1500951 奥山 太郎 ｵｸﾔﾏ ﾀﾛｳ 北海道 YURIFitCyclingTEAM

452 801875 小橋 勇利 ｺﾊﾞｼ ﾕｳﾘ 北海道 YURIFitCyclingTEAM

453 1600278 御堂 力哉 ﾐﾄﾞｳ ﾘｷﾔ 東京 FORCE

454 1802049 小泉 啓仁 ｺｲｽﾞﾐ ﾀｶﾋﾄ 東京 FORCE

455 1600325 ⿁形 卓弥 ｵﾆｶﾀ ﾀｸﾔ 群馬 COW GUMMA

456 600618 飯沼 誠憲 ｲｲﾇﾏ ﾏｻﾉﾘ 東京 Team CUORE

457 1200538 平賀 康一 ﾋﾗｶﾞ ｺｳｲﾁ 東京 Team CUORE

458 1604019 大原 陸 ｵｵﾊﾗ ﾘｸ 大阪 VC VELOCE

459 900227 鮎澤 誠治 ｱｲｻﾞﾜ ｾｲｼﾞ ⾧野 テクニカルパートナーサイクリングチーム

460 1100547 坂大 恵太 ﾊﾞﾝﾀﾞｲ ｹｲﾀ 新潟 F(t)麒麟山 Racing

461 1000042 大野 国寿 ｵｵﾉ ｸﾆﾋｻ 新潟 F(t)麒麟山 Racing

462 9901846 大倉 健一 ｵｵｸﾗ ｹﾝｲﾁ 東京 セオレーシング

463 1301393 森 光流 ﾓﾘ ﾋｶﾙ 千葉 イナーメ信濃山形-EFT

464 2200159 加藤 辰之介 ｶﾄｳ ｼﾝﾉｽｹ 三重 イナーメ信濃山形-EFT

465 1800234 福田 龍生 ﾌｸﾀﾞ ﾘｭｳ 栃木 イナーメ信濃山形-EFT

466 1700056 渡瀬 義雄 ﾜﾀｾ ﾖｼｵ 静岡 Yamanakako Cycling Team

467 1803019 岡崎 一輝 ｵｶｻﾞｷ ｶｽﾞｷ 静岡 Yamanakako Cycling Team

468 1500665 木村 盛義 ｷﾑﾗ ﾓﾘﾖｼ 群馬 SUBARU Cycling Team

469 1300295 小林 成輔 ｺﾊﾞﾔｼ ｾｲｽｹ 東京 SUBARU Cycling Team

470 400882 加賀 龍治 ｶｶﾞ ﾘｭｳｼﾞ 広島 SUBARU Cycling Team

471 1698 福原 大 ﾌｸﾊﾗ ﾀﾞｲ 埼玉 サイタマサイクルプロジェクト

472 1600233 高橋 史朗 ﾀｶﾊｼ ｼﾛｳ 埼玉 サイタマサイクルプロジェクト

473 1700993 宇賀持 凌 ｳｶﾞﾓﾁ ﾘｮｳ 埼玉 サイタマサイクルプロジェクト

474 800429 菅根 利明 ｽｶﾞﾈ ﾄｼｱｷ 群馬 イナーメ信濃山形-EFT

475 901763 高橋 誠 ﾀｶﾊｼ ﾏｺﾄ 埼玉 Roppongi Express

476 601614 松尾 修作 ﾏﾂｵ ｼｭｳｻｸ 東京 Roppongi Express

477 1300216 石橋 利晃 ｲｼﾊﾞｼ ﾄｼｱｷ 千葉 湾岸サイクリング・ユナイテッド

478 1800240 安宅 将貴 ｱﾀｶ ﾏｻﾀｶ 千葉 湾岸サイクリング・ユナイテッド

479 1200140 海保 洋平 ｶｲﾎ ﾖｳﾍｲ 千葉 湾岸サイクリング・ユナイテッド

480 1900302 石田 眞大 ｲｼﾀﾞ ﾏﾋﾛ 東京 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ

481 1600750 阿部 直幸 ｱﾍﾞ ﾅｵﾕｷ 神奈川 サイクルフリーダム・レーシング

482 1800197 赤峰 宏典 ｱｶﾐﾈ ﾋﾛﾉﾘ 千葉 サイクルフリーダム・レーシング

483 2001565 日置江 草太 ﾋｷｴ ｿｳﾀ 千葉 サイクルフリーダム・レーシング

484 1502785 渡辺 耶斗 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾔﾄ 東京 Team FITTE

485 1802984 小貫 耕平 ｵﾇｷ ｺｳﾍｲ 東京 ALDINA

486 800879 成毛 千尋 ﾅﾙｹ ﾁﾋﾛ 東京 ALDINA

487 1501118 渡邉 翔悟 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳｺﾞ 東京 ALDINA

488 1800085 池川 辰哉 ｲｹｶﾞﾜ ﾀﾂﾔ 大阪 VC VELOCE

489 1500217 八幡 光哉 ﾔﾊﾀ ﾐﾂﾔ 東京 TEAM EMMA Cycling

490 1702396 斎藤 剛 ｻｲﾄｳ ﾂﾖｼ 東京 TEAM EMMA Cycling

491 9700988 高岡 亮寛 ﾀｶｵｶ ｱｷﾋﾛ 東京 Roppongi Express



492 1400096 雑賀 大輔 ｻｲｶ ﾀﾞｲｽｹ 千葉 湾岸サイクリング・ユナイテッド

493 9700734 井上 登士哉 ｲﾉｳｴ ﾄｼﾔ 愛媛 VC VELOCE

494 1800333 小林 亮 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳ 兵庫 soleil de lest

495 1301786 野上 太一 ﾉｶﾞﾐ ﾀｲﾁ 愛知 天狗党

496 1600722 辻川 涼兵 ﾂｼﾞｶﾜ ﾘｮｳﾍｲ 岡山 サイファアスリートクラブ岡山

497 100069 奈良 浩 ﾅﾗ ﾋﾛｼ 埼玉 イナーメ信濃山形-EFT

498 2100299 大森 虹亮 ｵｵﾓﾘ ｺｳｽｹ 千葉 BMレーシングZUNOW

499 1800041 横矢 峻 ﾖｺﾔ ｼｭﾝ 千葉 BMレーシングZUNOW

500 1802620 唐澤 一瑠 ｶﾗｻﾜ ｲﾁﾙ 群馬 群馬グリフィンエリート

501 1800428 藤島 悠平 ﾌｼﾞｼﾏ ﾕｳﾍｲ 神奈川 津久井高校自転車競技部

502 200172 平林 昌樹 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾏｻｷ 神奈川 なるしまフレンド

503 1901719 加藤 遼 ｶﾄｳ ﾘｮｳ 東京 TRYCLE.ing

504 500821 山口 史明 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾌﾐｱｷ 千葉 湾岸サイクリング・ユナイテッド

639 1702932 山岡 由幸 ﾔﾏｵｶ ﾕｳｷ 北海道 AXIS Cycling Team

645 1701564 島野 翔汰 ｼﾏﾉ ｼｮｳﾀ 北海道 YURIFitCyclingTEAM



90 名 90 2022/4/23

No. JCF ID 氏名 カナ 登録地 チーム名

601 2001544 三上 玄 ﾐｶﾐ ｹﾞﾝ 東京 Ｙʼｓ Ｒｏａｄ

602 2000091 内山 智貴 ｳﾁﾔﾏ ﾄﾓｷ 埼玉 S`fida Prego Racing

603 2000108 山岡 俊和 ﾔﾏｵｶ ﾄｼｶｽﾞ 埼玉 S`fida Prego Racing

604 1802980 近藤 和史 ｺﾝﾄﾞｳ ｶｽﾞｼ 群馬 群馬グリフィンエリート

605 700045 岩月 伸夫 ｲﾜﾂｷ ﾉﾌﾞｵ 愛知 イナーメ信濃山形-EFT

606 1900526 佐藤 浩行 ｻﾄｳ ﾋﾛﾕｷ 群馬 Greeen Lights Racing Team

607 1900528 佐藤 彰馬 ｻﾄｳ ｼｮｳﾏ 群馬 Greeen Lights Racing Team

608 2100303 坂本 裕昭 ｻｶﾓﾄ ﾋﾛｱｷ 茨城 Greeen Lights Racing Team

609 2101763 岩本 悠真 ｲﾜﾓﾄ ﾕｳﾏ 埼玉 Greeen Lights Racing Team

610 1902556 生天目 隼人 ﾅﾊﾞﾀﾒ ﾊﾔﾄ 神奈川 PHANTOM 湘南

611 1900153 萩谷 蒼風 ﾊｷﾞﾔ ｿﾗ 茨城 ボンシャンスACA

612 1702381 吉岡 拓哉 ﾖｼｵｶ ﾀｸﾔ ⾧野 イナーメ信濃山形-EFT

613 2000694 安富 友裕 ﾔｽﾄﾐ ﾄﾓﾋﾛ 東京 名岐ベンド

614 2000924 本田 啓仁 ﾎﾝﾀﾞ ｹｲﾄ 東京 LINKVISION GIRASOLE CYCLING

615 1700561 石下 翔太 ｲｼｹﾞ ｼｮｳﾀ 栃木 ブラウ・ブリッツェン

616 34 篠﨑 翔太 ｼﾉｻﾞｷ ｼｮｳﾀ 栃木 ブラウ・ブリッツェン

617 2100632 神山 皓紀 ｶﾐﾔﾏ ｺｳｷ 栃木 ブラウ・ブリッツェン

618 1801641 加藤 すばる ｶﾄｳ ｽﾊﾞﾙ 埼玉 ブラウ・ブリッツェン

619 2200097 北川 魁之介 ｷﾀｶﾞﾜ ｶｲﾉｽｹ 東京 LEOMO Bellmare Elite Team

620 2101666 押見 怜 ｵｼﾐ ｻﾄｼ 千葉 イナーメ信濃山形-EFT

621 1902763 河野 雄輝 ｶﾜﾉ ﾕｳｷ 東京 シモーネ

622 1101602 若林 貴広 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾀｶﾋﾛ 東京 Ｙʼｓ Ｒｏａｄ

623 1700605 松木 匡宏 ﾏﾂｷ ﾀﾀﾞﾋﾛ 東京 MIVRO

624 1901285 笹川 悠太 ｻｻｶﾞﾜ ﾕｳﾀ 栃木 作新学院大学

625 2000084 大山 航平 ｵｵﾔﾏ ｺｳﾍｲ 愛知 イナーメ信濃山形-EFT

626 1902096 皆川 晃法 ﾐﾅｶﾞﾜ ｱｷﾉﾘ 東京 Rapha Cycling Club

627 1902299 堀井 卓 ﾎﾘｲ ﾀｸ 兵庫 MiNERVA-asahi

628 2000213 小林 将人 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾄ 福島 MiNERVA-asahi

629 1902758 能戸 雄大 ﾉﾄ ﾕｳﾀﾞｲ 埼玉 MiNERVA-asahi

630 1601630 秋田 圭佑 ｱｷﾀ ｹｲｽｹ 茨城 Team Eurasia - iRC TIRE

631 2001552 石川 哲章 ｲｼｶﾜ ﾃﾂｱｷ 静岡 Leap Hamamatsu Cycling Team

632 1800108 山田 壮太郎 ﾔﾏﾀﾞ ｿｳﾀﾛｳﾛｳ 東京 慶應義塾大学

633 2000733 中林 鷹一朗 ﾅｶﾊﾞﾔｼ ﾖｳｲﾁﾛｳ 東京 チームフィンズ

634 2100289 田中 航太 ﾀﾅｶ ｺｳﾀ 東京 日本ろう自転車競技協会

635 1502368 北村 翔太 ｷﾀﾑﾗ ｼｮｳﾀ 群馬 日本体育大学

636 1700703 玉城 翔太 ﾀﾏｼﾛ ｼｮｳﾀ 沖縄 日本体育大学

637 1801606 高久 胡太郎 ﾀｶｸ ｺﾀﾛｳ 茨城 日本体育大学

638 900006 杉原 和剛 ｽｷﾞﾊﾗ ｶｽﾞﾋｻ 静岡 SPADE・ACE

640 1703346 金田 歩 ｶﾈﾀﾞ ｱﾕﾑ 北海道 AXIS Cycling Team

641 1800458 深谷 優光 ﾌｶﾔ ﾏｻﾐﾂ 愛知 イナーメ信濃山形-EFT

642 1902453 佐伯 祐輔 ｻｴｷ ﾕｳｽｹ 神奈川 SBC Vertex Racing Team

643 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

644 1902661 小笠原 豊 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾕﾀｶ 東京 Promotion x Athletes CYCLING

646 9801919 中田 真琴 ﾅｶﾀ ﾏｺﾄ 京都 ACQUA TAMA
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647 1900196 原田 卓幸 ﾊﾗﾀﾞ ﾀｶﾕｷ 青森 FORCE

648 1402273 高木 俊輔 ﾀｶｷﾞ ｼｭﾝｽｹ 神奈川 Racing CUBE

649 2100348 松島 煌和 ﾏﾂｼﾏ ｺｳﾜ 埼玉 COW GUMMA

650 1902658 権田 歩人 ｺﾞﾝﾀﾞ ｱﾙﾄ 東京 Avenir Yamanashi Yamanakako

651 1802826 石丸 貴昭 ｲｼﾏﾙ ﾀｶｱｷ 千葉 セオレーシング

652 1301694 小貫 智紀 ｵﾇｷ ﾄﾓﾉﾘ 神奈川 PHANTOM 湘南

653 400358 鈴木 大忠 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾀﾀﾞ 群馬 SUBARU Cycling Team

654 1400139 木下 翔平 ｷﾉｼﾀ ｼｮｳﾍｲ 埼玉 コムリン 

655 1902735 仲平 楓太 ﾅｶﾀﾞｲﾗ ﾌｳﾀ 埼玉 サイタマサイクルプロジェクト

656 1703414 小平 陽大 ｺﾀﾞｲﾗ ﾋﾅﾀ 埼玉 サイタマサイクルプロジェクト

657 1502398 田渕 君幸 ﾀﾌﾞﾁ ｷﾐﾕｷ 東京 TRYCLE.ing

658 2001674 島崎 将男 ｼﾏｻﾞｷ ﾏｻｵ 北海道 北海道帯広南商業高等学校

659 2200087 市村 直生 ｲﾁﾑﾗ ﾅｵｷ 千葉 湾岸サイクリング・ユナイテッド

660 2100330 霜出 祐輝 ｼﾓｲﾃﾞ ﾕｳｷ 神奈川 Defardi

661 9800654 丸山 泰志 ﾏﾙﾔﾏ ﾔｽﾕｷ 愛知 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ

662 1901068 駒井 裕太 ｺﾏｲ ﾕｳﾀ 東京 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ

663 2100111 大野 宗哲 ｵｵﾉ ｿｳﾃﾂ 東京 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ

664 2000681 柳澤 和宏 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｶｽﾞﾋﾛ 千葉 サイクルフリーダム・レーシング

665 2200356 古川 裕斗 ﾌﾙｶﾜ ﾕｳﾄ 千葉 サイクルフリーダム・レーシング

666 1800742 宇田川 塁 ｳﾀﾞｶﾞﾜ ﾙｲ 東京 ALDINA

667 1801638 風間 晴喜 ｶｻﾞﾏ ﾊﾙｷ 神奈川 ALDINA

668 1900303 中村 圭吾 ﾅｶﾑﾗ ｹｲｺﾞ 富山 バルバクラブタカオカ

669 1902269 岡本 連太郎 ｵｶﾓﾄ ﾚﾝﾀﾛｳ 京都 京都大学自転車競技部

670 1902272 能登 滉太 ﾉﾄ ｺｳﾀ 京都 京都大学自転車競技部

671 1703340 能口 和久 ﾉｸﾞﾁ ｶｽﾞﾋｻ 石川 バルバクラブカナザワ

672 600981 篠原 徹 ｼﾉﾊﾗ ﾄｵﾙ 茨城 MISUZUKO TEST TEAM

673 1702059 伊藤 大輔 ｲﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ 栃木 ブラウ・ブリッツェン

674 2000113 古川 修 ﾌﾙｶﾜ ｵｻﾑ 栃木 矢板アローズCyclingTeam

675 2000016 丸渕 聖悟 ﾏﾙﾌﾞﾁ ｼｮｳｺﾞ 東京 FAST LANE Racing

676 2000284 西尾 佳明 ﾆｼｵ ﾖｼｱｷ 埼玉 EXTENDED VAX SAYAMA

677 1602678 小久保 登志貴 ｺｸﾎﾞ ﾄｼｷ 埼玉 CYCLERS SNEL

678 2100241 大内 康弘 ｵｵｳﾁ ﾔｽﾋﾛ 東京 MAYSTORM

679 1500560 舘岡 賢弥 ﾀﾃｵｶ ﾀｶﾋﾛ 茨城 ハヤサカサイクルレーシングチーム

680 2001803 小倉 功太郎 ｵｸﾞﾗ ｺｳﾀﾛｳ 東京 フィッツ

681 9800367 吉川 勝 ﾖｼｶﾜ ﾏｻﾙ 茨城 フィッツ

682 1500198 國定 洋光 ｸﾆｻﾀﾞ ﾋﾛﾐﾂ 東京 Team CUORE

683 2100773 佐久間 崚 ｻｸﾏ ﾘｮｳ 神奈川 Team SHIDO

684 600619 安藤 光平 ｱﾝﾄﾞｳ ｺｳﾍｲ 東京 Team SHIDO

685 2100658 佐藤 達也 ｻﾄｳ ﾀﾂﾔ 新潟 F(t)麒麟山 Racing

686 1200352 清野 淳 ｾｲﾉ ｱﾂｼ 群馬 SUBARU Cycling Team

687 1900251 奥田 拓人 ｵｸﾀﾞ ﾀｸﾄ 東京 Roppongi Express

688 200198 村田 隆 ﾑﾗﾀ ﾀｶｼ ⾧野 テクニカルパートナーサイクリングチーム

689 2001953 中角 直喜 ﾅｶﾂﾉ ﾅｵｷ 兵庫 Team ZERO UNO FRONTIER

690 800878 藤巻 真一 ﾌｼﾞﾏｷ ｼﾝｲﾁ 東京 ALDINA

854 2001608 梅津 飛羽 ｳﾒﾂ ﾄﾜ 北海道 北海道帯広南商業高等学校

894 2100657 中山 竜一 ﾅｶﾔﾏ ﾘｭｳｲﾁ 愛知 豊田工科高校
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801 2100446 大野 陽平 ｵｵﾉ ﾖｳﾍｲ 埼玉 ASMIC

802 2200165 加藤 光雄 ｶﾄｳ ﾐﾂｵ 埼玉 EXTENDED VAX SAYAMA

803 1900671 堀沢 光幸 ﾎﾘｻﾜ ﾐﾂﾕｷ 新潟 JR East United

804 2200037 大岩 零治 ｵｵｲﾜ ﾚｲｼﾞ 千葉 JR East United

805 2100734 浅野 晃一 ｱｻﾉ ｺｳｲﾁ 埼玉 S`fida Prego Racing

806 1703537 仁 藤掛 ｼﾞﾝ ﾌｼﾞｶｹ 栃木 Greeen Lights Racing Team

807 2200185 遠藤 友樹 ｴﾝﾄﾞｳ ﾄﾓｷ 群馬 Greeen Lights Racing Team

808 2200620 福島 大樹 ﾌｸｼﾏ ﾋﾛｷ 群馬 Greeen Lights Racing Team

809 1901772 生天目 直樹 ﾅﾊﾞﾀ ﾅｵｷ 神奈川 PHANTOM 湘南

810 2200177 星場 正輝 ﾎｼﾊﾞ ﾏｻｷ 埼玉 EXTENDED VAX SAYAMA

811 宮澤 祐希 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｳｷ 埼玉 川口市自転車競技連盟

812 1802457 田代 アッバース ﾀｼﾛ ｱｯﾊﾞｰｽ 埼玉 TEAM MILANO

813 1000754 橘田 和樹 ｷｯﾀ ｶｽﾞｷ 栃木 The CAMP＊US

814 101386 藤原 真 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾏｺﾄ 北海道 MOPS

815 2200141 八重樫 裕一 ﾔｴｶﾞｼ ﾕｳｲﾁ 岩手 エルドラード東北

816 1902037 高橋 光明 ﾀｶﾊｼ ﾋｶﾙ 岩手 エルドラード東北

817 2101482 阿蘓 来夢 ｱｿ ﾗｲﾑ 山形 クラブ二輪倶

818 2102056 太田 力斗 ｵｵﾀ ﾘｷﾄ 北海道 TEAM GIRO 360

819 1301583 小嶋 太郎 ｺｼﾞﾏ ﾀﾛｳ 東京 日本ろう自転車競技協会

820 2101387 六川 毅 ﾛｸｶﾞﾜ ﾂﾖｼ 神奈川 慶應義塾大学

821 2001952 小林 大悟 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲｺﾞ 神奈川 慶應義塾大学

822 1702957 西村 行生 ﾆｼﾑﾗ ｺｳｾｲ 神奈川 慶應義塾大学

823 1602466 小原 慧 ｵﾊﾗ ｹｲ 神奈川 慶應義塾大学

824 1801523 佐藤 岳 ｻﾄｳ ｶﾞｸ 山形 慶應義塾大学

825 2101386 清水 拓海 ｼﾐｽﾞ ﾀｸﾐ 神奈川 慶應義塾大学

826 2100655 ジェームス アレクサンダー ｼﾞｪｰﾑｽ ｱﾚｸｻﾝﾀﾞｰ 神奈川 CYCLERS SNEL

827 1900047 小柳 俊夫 ｺﾔﾅｷﾞ ﾄｼｵ 千葉 S`fida Prego Racing

828 1902083 泉 颯太 ｲｽﾞﾐ ｿｳﾀ 東京 日本体育大学

829 1901642 池田 悠生 ｲｹﾀﾞ ﾕｳｾｲ 新潟 日本体育大学

830 1902030 福永 和人 ﾌｸﾅｶﾞ ｶｽﾞﾄ 広島 日本体育大学

831 2000468 寺本 尚平 ﾃﾗﾓﾄ ｼｮｳﾍｲ 福井 バルバクラブエチゼン

832 2101571 鈴木 洋介 ｽｽﾞｷ ﾖｳｽｹ 福井 バルバクラブエチゼン

833 2101614 轟 雄士郎 ﾄﾄﾞﾛｷ ﾕｳｼﾞﾛｳ 福井 バルバクラブエチゼン

834 1402141 新村 亮太 ｼﾝﾑﾗ ﾘｮｳﾀ 大阪 AXIS Cycling Team

835 1601830 古川 春輝 ﾌﾙｶﾜ ﾊﾙｷ 新潟 OYAMA STARPLEX

836 2200156 黒木 春喜 ｸﾛｷﾞ ﾊﾙﾖｼ 栃木 Honda栃木

837 2001651 山口 凱生 ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｲｾｲ 神奈川 SBC Vertex Racing Team

838 1700215 川村 怜 ｶﾜﾑﾗ ﾚﾝ 神奈川 Racing CUBE

839 2200279 中澤 和則 ﾅｶｻﾞﾜ ｶｽﾞﾉﾘ 群馬 COW GUMMA

840 1702735 熊谷 敏弘 ｸﾏｶﾞｲ ﾄｼﾋﾛ 埼玉 Team CUORE

841 1000961 鹿島 裕生 ｶｼﾏ ﾋﾛｷ 千葉 セオレーシング

842 2100054 石井 佑樹 ｲｼｲ ﾕｳｷ 埼玉 セオレーシング

843 1801852 逸崎 瑞喜 ｲﾂｻﾞｷ ﾐｽﾞｷ 大阪 Avenir Yamanashi Yamanakako

844 1300545 斉藤 徳聡 ｻｲﾄｳ ﾉﾘｱｷ 群馬 SUBARU Cycling Team
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845 2101572 左近 知也 ｻｺﾝ ﾄﾓﾔ 福井 バルバクラブエチゼン

846 2200094 染谷 貴瑞 ｿﾒﾔ ﾀｶﾐ 埼玉 サイタマサイクルプロジェクト

847 2102004 吉野 卓也 ﾖｼﾉ ﾀｸﾔ 埼玉 サイタマサイクルプロジェクト

848 2000334 宮野 正史 ﾐﾔﾉ ﾏｻｼ 東京 Team一匹狼

849 2200107 吉田 晴彦 ﾖｼﾀﾞ ﾊﾙﾋｺ 埼玉 Team一匹狼

850 1602462 柳 神二郎 ﾔﾅｷﾞ ｼﾝｼﾞﾛｳ 福井 バルバクラブフクイ

851 1602461 南部 隆一 ﾅﾝﾌﾞ ﾘｭｳｲﾁ 福井 バルバクラブフクイ

852 前田 悦宏 ﾏｴﾀﾞ ﾖｼﾋﾛ 福井 バルバクラブフクイ

853 2001016 畠山 和也 ﾊﾀｹﾔﾏ ｶｽﾞﾔ 東京 TRYCLE.ing

855 2100249 シャルマ クシュアルグ ｼｬﾙﾏ ｸｼｭｱﾙｸﾞ 埼玉 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ

856 2101897 酒井 昭 ｻｶｲ ｱｷﾗ 千葉 サイクルフリーダム・レーシング

857 坂野 裕樹 ﾊﾞﾝﾉ ﾕｳｷ 神奈川 Avenir Yamanashi Yamanakako

858 1900510 三澤 翔大 ﾐｻﾜ ｼｮｳﾀ 東京 ALDINA

859 1601220 ⾧澤 渉 ﾅｶﾞｻﾜ ﾜﾀﾙ 東京 ALDINA

860 秋田 佳輝 ｱｷﾀ ﾖｼｷ 神奈川 ALDINA

861 2101819 天野 康輝 ｱﾏﾉ ｺｳｷ 富山 バルバクラブタカオカ

862 2102106 梅基 真也 ｳﾒﾓﾄ ｼﾝﾔ 富山 バルバクラブタカオカ

863 1900070 田崎 蓮 ﾀｻｷ ﾚﾝ 埼玉 EXTENDED VAX SAYAMA

864 2101220 中村 健人 ﾅｶﾑﾗ ｹﾝﾄ 京都 京都大学自転車競技部

865 1200359 小山 恭平 ｺﾔﾏ ｷｮｳﾍｲ 石川 バルバクラブカナザワ

866 1902086 町田 朝陽 ﾏﾁﾀﾞ ｱｻﾋ 福島 EQADS U19

867 2200466 大久保 慎司 ｵｵｸﾎﾞ ｼﾝｼﾞ 埼玉 LINKVISION GIRASOLE CYCLING

868 2000200 飯塚 涼介 ｲｲﾂﾞｶ ﾘｮｳｽｹ 埼玉 LINKVISION GIRASOLE CYCLING

869 2200201 有山 悠斗 ｱﾘﾔﾏ ﾕｳﾄ 埼玉 川口市自転車競技連盟

870 2200076 山岸 勇介 ﾔﾏｷﾞｼ ﾕｳｽｹ 神奈川 イナーメ信濃山形-EFT

871 2001248 金澤 映幸 ｶﾅｻﾞﾜ ﾊﾕ 栃木 矢板アローズCyclingTeam

872 2000469 佐藤 光翼 ｻﾄｳ ｺｳｽｹ 栃木 矢板アローズCyclingTeam

873 西 優斗 ﾆｼ ﾕｳﾄ 千葉 BMレーシングZUNOW

874 2200370 西澤 直紀 ﾆｼｻﾞﾜ ﾅｵｷ ⾧野 FAST LANE Racing

875 URNEL Romain ｳﾙﾈﾙ ﾛﾏﾝ 東京 Rapha Cycling Club

877 2000470 横山 周平 ﾖｺﾔﾏ ｼｭｳﾍｲ 新潟 サガミレーシング

878 2000354 橋本 大佑 ﾊｼﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ 新潟 サガミレーシング

879 2000833 石井 竜我 ｲｼｲ ﾘｭｳｶﾞ 群馬 上毛レーシング

880 久保田 涼雅 ｸﾎﾞﾀ ﾘｮｳｶﾞ 群馬 上毛レーシング

881 1702054 野田 英汰 ﾉﾀﾞ ｴｲﾀ 群馬 上毛レーシング

882 2000289 大徳 繁騎 ﾀﾞｲﾄｸ ｼｹﾞｷ 埼玉 LINKVISION GIRASOLE CYCLING

883 701776 西川 尚吾 ﾆｼｶﾜ ｼｮｳｺﾞ 栃木 Honda栃木

884 2200137 栗田 拓美 ｸﾘﾀ ﾀｸﾐ 栃木 Honda栃木

885 2101958 竹内 良太 ﾀｹｳﾁ ﾘｮｳﾀ 東京 SBC Vertex Racing Team

886 1800255 大塚 尭 ｵｵﾂｶ ﾀｶｼ 群馬 COW GUMMA

887 2200424 金子 悠剛 ｶﾈｺ ﾕｳｺﾞ 東京 Team SHIDO

888 901445 中曽 佑一 ﾅｶｿ ﾕｳｲﾁ 東京 Team SHIDO

889 2200139 ⾧島 諒 ﾅｶﾞｼﾏ ﾘｮｳ 埼玉 CYCLOCLUB

890 1641 相川 将 ｱｲｶﾜ ｼｮｳ 埼玉 CYCLOCLUB

891 2200146 市原 直弥 ｲﾁﾊﾗ ﾅｵﾔ 東京 TRYCLE.ing

892 2001880 富田 駿 ﾄﾐﾀ ｽｸﾞﾙ 千葉 Roppongi Express

893 2101907 城野 謙次 ｼﾛﾉ ｹﾝｼﾞ 埼玉 Roppongi Express



895 1100605 奈須 健一 ﾅｽ ｹﾝｲﾁ 東京 ALDINA

896 小川 秀憲 ｵｶﾞﾜ ﾋﾃﾞﾉﾘ 東京 ALDINA

897 2000555 菅村 栄三 ｽｶﾞﾑﾗ ｴｲｿﾞｳ 東京 ALDINA

943 石井麻希斗 ｲｼｲ ﾏｷﾄ 日本体育大学　※オープン

944 山田慎也 ﾔﾏﾀﾞ ｼﾝﾔ バルバクラブエチゼン　※オープン

945 齋藤智仁 ｻｲﾄｳ ﾄﾓﾉﾘ バルバクラブエチゼン　※オープン

946 2200476 山里一心 ﾔﾏｻﾄ ｲｯｼﾝ 東京 川口市自転車競技連盟　※オープン



28 名 28 2022/4/23

No. JCF ID 氏名 カナ 登録地 チーム名

201 1402074 大堀 博美 ｵｵﾎﾘ ﾋﾛﾐ 神奈川 MOPS

202 401474 米田 和美 ﾖﾈﾀﾞ ｶｽﾞﾐ 北海道 MOPS

203 1802970 大関 奏音 ｵｵｾﾞｷ ｶﾅﾃﾞ 福島 MOPS

204 1803052 滝川 陽希 ﾀｷｶﾜ ﾊﾙｷ 栃木 Live GARDEN BICI STELLE

205 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

206 1702829 植竹 海貴 ｳｴﾀｹ ﾐｷ 東京 Ｙʼｓ Ｒｏａｄ

207 1502171 岩元 杏奈 ｲﾜﾓﾄ ｱﾝﾅ 宮崎 日本体育大学

208 1500407 小口 加奈絵 ｺｸﾞﾁ ｶﾅｴ 栃木 日本体育大学

209 2101890 野添 晴菜 ﾉｿﾞｴ ﾊﾙﾅ 福井 バルバクラブエチゼン

210 1301657 仲村 陽子 ﾅｶﾑﾗ ﾖｳｺ 沖縄 フィッツ

211 1600453 新川 明子 ｼﾝｶﾜ ｱｷｺ 栃木 Gufo Cycle Works

212 1301646 林口 幸恵 ﾊﾔｼｸﾞﾁ ﾕｷｴ 栃木 Gufo Cycle Works

213 2200069 今村 桜子 ｲﾏﾑﾗ ｻｸﾗｺ 千葉 湾岸サイクリング・ユナイテッド

214 2200070 福山 舞 ﾌｸﾔﾏ ﾏｲ 千葉 湾岸サイクリング・ユナイテッド

215 1700729 伊藤 優以 ｲﾄｳ ﾕｲ 兵庫 Team ZERO UNO FRONTIER

216 杉浦 佳子 ｽｷﾞｳﾗ ｹｲｺ 東京 TEAM EMMA Cycling

217 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

218 1301628 早瀨 久美 ﾊﾔｾ ｸﾐ 神奈川 日本ろう自転車競技協会

219 幸城 はるか ｺｳｼﾛ ﾊﾙｶ 東京 フィッツ

220 2200154 三ツ橋 美佳 ﾐﾂﾊｼ ﾐｶ 栃木 Gufo Cycle Works

221 2100018 森田 由美子 ﾓﾘﾀ ﾕﾐｺ 栃木 Gufo Cycle Works

222 1402138 安藤 沙弥 ｱﾝﾄﾞｳ ｻﾔ 東京 Team SHIDO

223 1801202 廣瀬 博子 ﾋﾛｾ ﾋﾛｺ 埼玉 サイタマサイクルプロジェクト

224 1700509 橋本 弘子 ﾊｼﾓﾄ ﾋﾛｺ 埼玉 サイタマサイクルプロジェクト

225 1100205 高橋 瑞恵 ﾀｶﾊｼ ﾐｽﾞｴ 埼玉 Roppongi Express

234 1500249 渡部春雅 ﾜﾀﾍﾞ ｶｽｶﾞ 明治大学　※オープン

235 市村愛 ｲﾁﾑﾗ  ｱｲ SweetHomeEdoGawa　※オープン

236 1702943 榎本美帆 ｴﾉﾓﾄ ﾐﾎ ※オープン
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33 名 33 2022/4/23

No. JCF ID 氏名 カナ 登録地 チーム名

251 801883 谷本 健 ﾀﾆﾓﾄ ﾀｹｼ 神奈川 Team BFY Racing

252 1001572 菅野 広一 ｶﾝﾉ ｺｳｲﾁ 神奈川 Team BFY Racing

253 1001922 森 俊夫 ﾓﾘ ﾄｼｵ 奈良 EURO-WORKS Racing

254 1400796 小岸 直樹 ｺｷﾞｼ ﾅｵｷ 東京 チーム オーベスト

255 1900041 土井 陽一 ﾄﾞｲ ﾖｳｲﾁ 東京 チーム オーベスト

256 1702907 岡本 秀明 ｵｶﾓﾄ ﾋﾃﾞｱｷ 千葉 TEAM GIRO 360

257 9700528 横田 正美 ﾖｺﾀ ﾏｻﾐ 栃木 リベルタスTOCHIGI BICYCLE CLUB

258 900003 森川 恭徳 ﾓﾘｶﾜ ﾔｽﾉﾘ 静岡 Arancia Collina c.c

259 1000400 小林 秀雄 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞｵ 東京 FAST LANE Racing

260 400296 渋谷 秀俊 ｼﾌﾞﾔ ﾋﾃﾞﾄｼ 山形 クラブ二輪倶

261 1900398 Sandu Ionut ｻﾝﾄﾞｩ ﾖﾉﾂ 京都 TeamZenko

262 1900365 山田 竜輔 ﾔﾏﾀﾞ ﾘｭｳｽｹ 東京 なるしまフレンド

263 1500265 阿島 哲夫 ｱｼﾞﾏ ﾃﾂｵ 神奈川 なるしまフレンド

264 1502789 大澤 淳真 ｵｵｻﾜ ｱﾂﾏｻ 神奈川 SBC Vertex Racing Team

265 1300487 山本 敦 ﾔﾏﾓﾄ ｱﾂｼ 神奈川 SBC Vertex Racing Team

266 1902450 齋藤 多嘉志 ｻｲﾄｳ ﾀｶｼ 神奈川 SBC Vertex Racing Team

267 1802843 永山 義人 ﾅｶﾞﾔﾏ ﾖｼﾋﾄ 栃木 Gufo Cycle Works

268 2200172 北澤 優 ｷﾀｻﾞﾜ ﾏｻﾙ 栃木 Gufo Cycle Works

269 1700547 森 紀侑 ﾓﾘ ﾉﾘﾕｷ 栃木 Gufo Cycle Works

270 9700664 中里 聡史 ﾅｱｻﾞｶｻﾞﾄ ｻﾄｼ 栃木 Gufo Cycle Works

271 2200155 橋本 猛 ﾊｼﾓﾄ ﾀｹｼ 栃木 Gufo Cycle Works

272 1400141 ⾧妻 暁 ﾅｶﾞﾂﾏ ｱｷﾗ 神奈川 FORCE

273 9702882 吉池 司 ﾖｼｲｹ ﾂｶｻ 神奈川 Racing CUBE

274 2200150 新谷 敦史 ｼﾝﾀﾆ ｱﾂｼ 神奈川 松輪塾

275 2200151 山本 教夫 ﾔﾏﾓﾄ ﾉﾘｵ 神奈川 松輪塾

276 1402357 吉田 勝彦 ﾖｼﾀﾞ ｶﾂﾋｺ 埼玉 サイタマサイクルプロジェクト

277 701564 遠藤 優 ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｳ 東京 Roppongi Express

278 100833 船山 崇 ﾌﾅﾔﾏ ﾀｶｼ 東京 ACQUA TAMA

279 1602083 太田 好政 ｵｵﾀ ﾖｼﾏｻ 東京 Rapha Cycling Club

280 600334 影森信一郎 ｶｹﾞﾓﾘ ｼﾝｲﾁﾛｳ 東京 TRYCLE.ing　※オープン

281 比嘉 義人 ﾋｶﾞ ﾖｼﾄ MS自転車部　※オープン

282 1201898 白鳥興寛 ｼﾗﾄﾘ ﾄﾓﾋﾛ 東京 ARCCレーシングチーム　※オープン

283 1900071 大友 守 ｵｵﾄﾓ ﾏﾓﾙ 東京 ARCCレーシングチーム　※オープン

【クラスタ:M グレード:C】
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