
58 名 58 2022/5/1

No. JCF ID 氏名 カナ 登録地 チーム名

101 500349 井上 人志 ｲﾉｳｴ ﾋﾄｼ 滋賀 VC VELOCE

102 1800085 池川 辰哉 ｲｹｶﾞﾜ ﾀﾂﾔ 大阪 VC VELOCE

103 9700734 井上 登士哉 ｲﾉｳｴ ﾄｼﾔ 愛媛 VC VELOCE

104 1501960 村井 寛 ﾑﾗｲ ﾋﾛｼ 大阪 パナソニックレーシング

105 1604019 大原 陸 ｵｵﾊﾗ ﾘｸ 大阪 VC VELOCE

106 1802537 本庄 義人 ﾎﾝｼｮｳ ﾖｼﾋﾄ 愛媛 VC VELOCE

107 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

108 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

109 700204 大原 勇生 ｵｵﾊﾗ ﾕｳｷ 大阪 チーム スクアドラ

110 900367 隅原 秀年 ｽﾐﾊﾗ ﾋﾃﾞﾄｼ 大阪 チーム スクアドラ

111 1600075 坂川 達行 ｻｶｶﾞﾜ ﾀﾂﾕｷ 広島 Team Kermis Cross

112 1600502 宮本 訓寛 ﾐﾔﾓﾄ ｸﾆﾋﾛ 大阪 チーム スクアドラ

113 1800122 小笠原 輝彦 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾃﾙﾋｺ 大分 TeamUKYO Reve

114 1800028 佐藤 俊雄 ｻﾄｳ ﾄｼｵ 兵庫 MiNERVA-asahi

115 1800057 中村 将也 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾔ 大阪 MiNERVA-asahi

116 251 佐々木 健 ｻｻｷ ﾀｹｼ 愛知 天狗党

117 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

118 1500603 森本 玄達 ﾓﾘﾓﾄ ﾋﾛﾐﾁ 岡山 code 33

119 1801013 榊原 航太 ｻｶｷﾊﾞﾗ ｺｳﾀ 神奈川 Roppongi Express

120 1601925 梅澤 幹太 ｳﾒｻﾞﾜ ｶﾝﾀ 愛媛 愛媛県立松山工業高等学校

121 1600432 藤岡 泰之 ﾌｼﾞｵｶ ﾔｽﾕｷ 広島 eNShare Cycling Team

122 1600085 石井 久雄 ｲｼｲ ﾋｻｵ 兵庫 soleil de lest

123 1800333 小林 亮 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳ 兵庫 soleil de lest

124 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

125 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

126 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

127 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

128 900441 所司 純一 ｼｮｼ ｼﾞｭﾝｲﾁ 京都 モジュマ エリアゼロナナゴ

129 9901846 大倉 健一 ｵｵｸﾗ ｹﾝｲﾁ 東京 セオレーシング

130 1802534 岡崎 由幸 ｵｶｻﾞｷ ﾖｼﾕｷ 和歌山 ミルキーウェイ和歌山

131 600985 二階堂 尚志 ﾆｶｲﾄﾞｳ ﾀｶｼ 大阪 VC VELOCE

132 1400047 菅谷 修 ｽｶﾞﾔ ｵｻﾑ 東京 MIVRO

133 1703353 植田 恒平 ｳｴ ｺｳﾍｲ 兵庫 Team ZERO UNO FRONTIER

134 1800073 橋岡 宏茂 ﾊｼｵｶ ﾋﾛｼ 愛知 KINAN AACA

135 1800842 辻 康成 ﾂｼﾞ ﾔｽﾅﾘ 兵庫 Team ZERO UNO FRONTIER

136 300357 一色 寛之 ｲｯｼｷ ﾋﾛﾕｷ 京都 ZIPPY CYCLE CLUB

137 1600015 石井 和明 ｲｼｲ ｶｽﾞｱｷ 兵庫 Rapha Cycling Club

きらら浜クリテリウム
【クラスタ:E1 グレード:Ac】



138 2100237 辻野 壱哉 ﾂｼﾞﾉ ｶｽﾞﾔ 福岡 VC福岡エリート

139 2100437 大室 佑 ｵｵﾑﾛ ﾀｽｸ 広島 崇徳高等学校

144 1700198 川口 照悟 ｶﾜｸﾞﾁ ｼｮｳｺﾞ 福岡 PARABOLAイワイシーガル

145 1400073 水田 昌宏 ﾐｽﾞﾀ ﾏｻﾋﾛ 大阪 CWASPアタリ前田

146 1101605 元山 高嶺 ﾓﾄﾔﾏ ﾀｶﾈ 山口 フィッツ

147 1400499 左迫間 昭一 ｻｺﾏ ｼｮｳｲﾁ 熊本 チームGINRIN熊本

148 1001917 小林 孝臣 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶｵﾐ 和歌山 ミルキーウェイ和歌山

149 2001634 本間 裕大 ﾎﾝﾏ ﾕｳﾀﾞｲ 大阪 SNIFF・OUTDOORLIFE Racing

150 1600860 山口 泰司 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛｼ 大阪 SNIFF・OUTDOORLIFE Racing

151 500685 清水 一弘 ｼﾐｽﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 富山 TeamUKYO Reve

152 2100318 山下 悠 ﾔﾏｼﾀ ﾕｳ 兵庫 soleil de lest

153 1400631 中井 雄策 ﾅｶｲ ﾕｳｻｸ 群馬 TRC PANAMAREDS

154 2000336 高倉 正善 ﾀｶｸﾗ ﾏｻﾖｼ 大阪 eNShare Cycling Team

155 1800649 石丸 幸士郎 ｲｼﾏﾙ ｺｳｼﾛｳ 福岡 福岡大学

156 1602048 西岡 靖記 ﾆｼｵｶ ﾔｽｷ 広島 Team Kermis Cross

158 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

159 100423 真鍋 英祐 ﾏﾅﾍﾞ ｴｲｽｹ 山口 山口県自転車競技連盟・我逢人

160 1802207 秋好 佑太 ｱｷﾖｼ ﾕｳﾀ 福岡 VC福岡エリート

161 1400602 岩切 弘輝 ｲﾜｷﾘ ﾋﾛｷ 大分 VC福岡エリート

162 1900403 田中 亮祐 ﾀﾅｶ ﾘｮｳｽｹ 福岡 VC福岡エリート

163 1800650 千原 一馬 ﾁﾊﾗ ｶｽﾞﾏ 福岡 VC福岡エリート



35 名 35 2022/5/1

No. JCF ID 氏名 カナ 登録地 チーム名

201 1900436 松本 竜太朗 ﾏﾂﾓﾄ ﾘｭｳﾀﾛｳ 奈良 EURO-WORKS Racing

202 1800379 古澤 卓哉 ﾌﾙｻﾜ ﾀｸﾔ 熊本 チームGINRIN熊本

203 1100040 小山 洋平 ｺﾔﾏ ﾖｳﾍｲ 神奈川 Racing CUBE

204 1600732 平林 大航 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾀｲｺｳ 岐阜 名岐ベンド

205 1700869 中村 勝彦 ﾅｶﾑﾗ ｶﾂﾋｺ 石川 TTG ミトロング-V

206 9802134 中島 義基 ﾅｶｼﾏ ﾖｼｷ 福岡 チーム・チェブロ

207 1600007 橋本 陽介 ﾊｼﾓﾄ ﾖｳｽｹ 大阪 ZIPPY CYCLE CLUB

208 1801309 池上 徹 ｲｹｶﾞﾐ ﾄｵﾙ 和歌山 KINAN AACA

209 1500347 川上 豪仁 ｶﾜｶﾐ ﾀｹﾋﾄ 福岡 VC福岡エリート

210 1502746 中野 雄太 ﾅｶﾉ ﾕｳﾀ 滋賀 PRT KOSEKI 金生堂

211 1901321 石井 康平 ｲｼｲ ｺｳﾍｲ 福岡 PARABOLAイワイシーガル

212 1902155 友広 聡則 ﾄﾓﾋﾛ ｻﾄﾉﾘ 広島 Aki Rising Bicycle team

213 1902299 堀井 卓 ﾎﾘｲ ﾀｸ 兵庫 MiNERVA-asahi

214 1201348 江川 哲治 ｴｶﾞﾜ ﾃﾂｼﾞ 福岡 VC福岡エリート

215 2000175 城下 優 ｼﾛｼﾀ ﾏｻﾙ 愛媛 CR3W

216 2000924 本田 啓仁 ﾎﾝﾀﾞ ｹｲﾄ 東京 LINKVISION GIRASOLE CYCLING

217 601596 三上 強 ﾐｶﾐ ﾂﾖｼ 広島 ＴＮＧレーシング広島

218 1300132 河内 博行 ｶﾜﾁ ﾋﾛﾕｷ 大阪 ZIPPY CYCLE CLUB

219 2100377 久保 陽大 ｸﾎﾞ ﾖｳﾀﾞｲ 大阪 VC福岡エリート

220 1601028 清水 敏郎 ｼﾐｽﾞ ﾄｼﾛｳ 愛媛 CR3W

221 2200021 荻野 徹 ｵｷﾞﾉ ﾄｵﾙ 三重 KINAN AACA

222 2200098 山﨑 健 ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｹﾙ 愛媛 TEAM LUPPI

229 501405 金本 康弘 ｶﾅﾓﾄ ﾔｽﾋﾛ 福岡 PARABOLAイワイシーガル

230 9801919 中田 真琴 ﾅｶﾀ ﾏｺﾄ 京都 ACQUA TAMA

231 2100255 石松 遼 ｲｼﾏﾂ ﾘｮｳ 熊本 チームGINRIN熊本

232 1400276 小林 慎也 ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾝﾔﾔ 兵庫 モジュマ エリアゼロナナゴ

233 2200420 細井 秀一 ﾎｿｲ ｼｭｳｲﾁ 兵庫 TeamUKYO Reve

234 2100245 高山 篤史 ﾀｶﾔﾏ ｱﾂｼ 広島 ＴＮＧレーシング広島

235 1900033 吉海 久人 ﾖｼｶｲ ﾋｻﾄ 広島 ＴＮＧレーシング広島

236 1902481 野崎 真優 ﾉｻﾞｷ ﾏﾋﾛ 広島 Team Kermis Cross

237 1601461 吉岡 竜太 ﾖｼｵｶ ﾘｭｳﾀ 広島 Team Kermis Cross

238 1802627 大久保 剛 ｵｵｸﾎﾞ ﾂﾖｼ 山口 山口県自転車競技連盟・我逢人

239 2100972 田中 佑樹 ﾀﾅｶ ﾕｳｷ 山口 山口県自転車競技連盟・我逢人

240 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

241 1400705 森野 裕太 ﾓﾘﾉ ﾕｳﾀ 山口 山口県自転車競技連盟・我逢人

きらら浜クリテリウム
【クラスタ:E2 グレード:Cc】



32 名 32 2022/5/1

No. JCF ID 氏名 カナ 登録地 チーム名

301 1602040 牛山 恭一 ｳｼﾔﾏ ｷｮｳｲﾁ 鹿児島 VC福岡エリート

302 1900538 武田 真英 ﾀｹﾀﾞ ﾏｻﾋﾃﾞ 広島 voyAge cycling team

303 2100238 赤坂 幸一 ｱｶｻｶ ｺｳｲﾁ 福岡 VC福岡エリート

304 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

305 2200044 森川 大護 ﾓﾘｶﾜ ﾀﾞｲｺﾞ 愛媛 CR3W

306 2200215 武内 匡一 ﾀｹｳﾁ ｷｮｳｲﾁ 大阪 SNIFF・OUTDOORLIFE Racing

307 2200045 安永 智宏 ﾔｽﾅｶﾞ ﾄﾓﾋﾛ 愛媛 Dandy Lion

308 2200171 村嶋 智明 ﾑﾗｼﾏ ﾄﾓｱｷ 愛媛 Dandy Lion

309 2001227 本条 悠太郎 ﾎﾝｼﾞｮｳ ﾕｳﾀﾛｳﾛｳ 愛媛 愛媛県立松山工業高等学校

310 2001340 加藤 彰希 ｶﾄｳ ｼｮｳｷ 愛媛 愛媛県立松山工業高等学校

311 1801397 安藤 賢二 ｱﾝﾄﾞｳ ｹﾝｼﾞ 兵庫 Team ZERO UNO FRONTIER

312 2200396 大谷 春樹 ｵｵﾀﾆ ﾊﾙｷ 山口 VC福岡エリート

313 2200240 三重野 翔 ﾐｴﾉ ｼｮｳ 大分 TeamUKYO Reve

314 2200511 Alan Taylor ｱﾗﾝ ﾃｲﾗｰ 福岡 VC福岡エリート

315 1701958 岡野 優斗 ｵｶﾉ ﾕｳﾄ 愛媛 E'quipe ｕ Racing

316 濱田 剛志 ﾊﾏﾀﾞ ﾂﾖｼ ⾧崎 NEST nagasaki

317 1301940 廣田 力也 ﾋﾛﾀ ﾘｷﾔ ⾧崎 NEST nagasaki

318 2100691 渡部 祥太朗 ﾜﾀﾍﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ ⾧崎 NEST nagasaki

319 1802137 北野 夏樹 ｷﾀﾉ ﾅﾂｷ 広島 Aki Rising Bicycle team

320 1700323 坂本 恭平 ｻｶﾓﾄ ｷｮｳﾍｲ 徳島 SNIFF・OUTDOORLIFE Racing

321 2100792 森竹 蒼良 ﾓﾘﾀｹ ｿﾗ 大分 TeamUKYO Reve

322 2100686 末本 歩夢 ｽｴﾓﾄ ｱﾑ 広島 eNShare Cycling Team

323 1802142 檜井 誉樹 ﾋﾉｲ ﾀｶｷ 広島 近畿大学

324 1501897 岡山 優太 ｵｶﾔﾏ ﾕｳﾀ 福岡 福岡大学

325 1800699 重原 優希 ｼｹﾞﾊﾗ ﾕｳｷ 京都 VC VELOCE

326 2101016 川崎 淳平 ｶﾜｻｷ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 広島 Team Kermis Cross

327 2200005 江越 大地 ｴｺﾞｼ ﾀﾞｲﾁ 山口 山口県自転車競技連盟・我逢人

328 2200008 金子 拓央 ｶﾈｺ ﾀｸｵﾀ 山口 山口県自転車競技連盟・我逢人

329 1400215 天野 裕太 ｱﾏﾉ ﾕｳﾀ オープン 広島城北高校 ※オープン

330 松原 友輝 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾕｳｷ オープン TANTAN CYCLING TEAM ※オープン

331 民繁 英正 ﾀﾐｼｹﾞ ﾋﾃﾞﾏｻ オープン ぼっち ※オープン

332 1802137 北野夏樹 ｷﾀﾉ ﾅﾂｷ オープン Aki Rising Bicycle team ※オープン

【クラスタ:E3 グレード:Cc】

きらら浜クリテリウム



5 名 5 2022/5/1

No. JCF ID 氏名 カナ 登録地 チーム名

401 2000386 三谷 優空 ﾐﾀﾆ ﾕﾗ 広島 TeamUKYO Reve

402 2001090 垣田 真穂 ｶｷﾀ ﾏﾎ 愛媛 松山学院高等学校 自転車競技部

403 2100848 合田 史子 ｺﾞｳﾀﾞ ﾌﾐｺ 愛媛 CR3W

405 700309 牧瀬 翼 ﾏｷｾ ﾂﾊﾞｻ 佐賀 WINGS PLUS

406 2000404 徳丸 しゅう ﾄｸﾏﾙ ｼｭｳ 広島 TeamUKYO Reve

きらら浜クリテリウム
【クラスタ:F グレード:Bc】



7 名 7 2022/5/1

No. JCF ID 氏名 カナ 登録地 チーム名

501 2101177 和氣 丈一朗 ﾜｹ ｼﾞｮｳｲﾛｳ 愛媛 愛媛県立松山工業高等学校

502 2000076 寺川 智寛 ﾃﾗｶﾜ ﾁﾋﾛ 愛媛 愛媛県立松山工業高等学校

503 1901182 村上 ヒカル ﾑﾗｶﾐ ﾋｶﾙ 愛媛 愛媛県立松山工業高等学校

504 2101364 吉中 美空 ﾖｼﾅｶ ﾐｸ 佐賀 VC福岡エリート

505 2000337 中尾 涼介 ﾅｶｵ ﾘｮｳｽｹ 大阪 VC AVANZARE

506 2100163 福永 航平 ﾌｸﾅｶﾞ ｺｳﾍｲ 広島 eNShare Cycling Team

507 楠 侑磨 ｸｽﾉｷ ﾕｳﾏ 宮崎 Blaze Miyazaki

きらら浜クリテリウム
【クラスタ:Y1 グレード:Bc】



9 名 9 2022/5/1

No. JCF ID 氏名 カナ 登録地 チーム名

521 2100331 井上 悠喜 ｲﾉｳｴ ﾕｳｷ 福岡 VC福岡ユース

522 1901288 飯干 智章 ｲｲﾎﾞｼ ﾄﾓｱｷ 福岡 VC福岡ユース

523 2101458 伊藤 幹将 ｲﾄｳ ﾏｻﾕｷ 愛媛 E'quipe ｕ Racing

524 2000236 武西 憲進 ﾀｹﾆｼ ｹﾝｼﾝ 愛媛 E'quipe ｕ Racing

525 大後戸 颯青 ｵｵｾﾄﾞ ﾌｳｾｲ オープン 津末レーシング ※オープン

526 1702094 広野 達徳 ﾋﾛﾉ ﾀﾂﾉﾘ オープン チームGINRIN熊本 ※オープン

527 2200296 後藤田 和孝 ｺﾞﾄｳﾀﾞ ｶｽﾞﾀｶ オープン 愛媛県自転車競技連盟ジュニアクラブ ※オープン

528 2200288 橋本 凌典 ﾊｼﾓﾄ ﾘｮｳｽｹ オープン 愛媛県自転車競技連盟ジュニアクラブ ※オープン

529 1500385 桑原 悠 ｸﾜﾊﾞﾗ ﾊﾙｶ オープン TeamUKYO Reve ※オープン

きらら浜クリテリウム
【クラスタ:Y2 グレード:Bc】



14 名 14 2022/5/1

No. JCF ID 氏名 カナ 登録地 チーム名

601 1000714 佐々木 暖 ｻｻｷ ﾀﾞﾝ 奈良 EURO-WORKS Racing

602 1802119 原 直人 ﾊﾗ ﾅｵﾄ 山口 山口県自転車競技連盟・我逢人

603 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

604 1300487 山本 敦 ﾔﾏﾓﾄ ｱﾂｼ 神奈川 SBC Vertex Racing Team

605 1700199 深堀 理 ﾌｶﾎﾘ ﾏｻﾙ 福岡 VC福岡エリート

606 1900398 Sandu Ionut ｻﾝﾄﾞｩ ﾖﾉﾂ 京都 TeamZenko

607 2000173 波片 鉄平 ﾊｶﾞﾀ ﾃｯﾍﾟｲ 愛媛 CR3W

610 1001922 森 俊夫 ﾓﾘ ﾄｼｵ 奈良 EURO-WORKS Racing

611 2100233 西田 勝彦 ﾆｼﾀﾞ ｶﾂｶﾂﾋｺ 広島 Aki Rising Bicycle team

612 1900213 外岡 幸容 ｿﾄｵｶ ﾕｷﾋﾛ 奈良 Team まんま

613 2101778 神垣 一茂 ｶﾐｶﾞｷ ｶｽﾞｼｹﾞ 広島 Team Kermis Cross

614 1500775 中村 やすし ﾅｶﾑﾗ ﾔｽｼ 福岡 VC福岡エリート

615 中丸太 ﾅｶﾏﾙ ﾌﾄｼ オープン ※オープン

157 1700546 中田 辰朗 ﾅｶﾀ ﾀﾂﾛｳ 山口 山口県自転車競技連盟・我逢人

きらら浜クリテリウム
【クラスタ:M グレード:Cc】


