
40 名 40 2022/8/13

No. JCF ID 氏名 カナ 登録地 チーム名

101 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

102 1600432 藤岡 泰之 ﾌｼﾞｵｶ ﾔｽﾕｷ 広島 eNShare Cycling Team

103 2000336 高倉 正善 ﾀｶｸﾗ ﾏｻﾖｼ 大阪 eNShare Cycling Team

104 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

105 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

106 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

107 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

108 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

109 1501497 皿谷 宏人 ｻﾗｶﾞｲ ﾋﾛﾄ 広島 エキップ ティラン

110 1800085 池川 辰哉 ｲｹｶﾞﾜ ﾀﾂﾔ 大阪 VC VELOCE

111 9700734 井上 登士哉 ｲﾉｳｴ ﾄｼﾔ 愛媛 VC VELOCE

112 1604019 大原 陸 ｵｵﾊﾗ ﾘｸ 大阪 VC VELOCE

113 1802537 本庄 義人 ﾎﾝｼｮｳ ﾖｼﾋﾄ 愛媛 VC VELOCE

114 1900403 田中 亮祐 ﾀﾅｶ ﾘｮｳｽｹ 福岡 VC福岡エリート

115 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

116 2001803 小倉 功太郎 ｵｸﾞﾗ ｺｳﾀﾛｳ 東京 フィッツ

117 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

118 1402092 川野 健太 ｶﾜﾉ ｹﾝﾀ 東京 日本ろう自転車競技協会

119 1800073 橋岡 宏茂 ﾊｼｵｶ ﾋﾛｼ 愛知 KINAN AACA

120 1601622 野間田 一浩 ﾉﾏﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 和歌山 ミルキーウェイ和歌山

121 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

122 9701689 福田 透 ﾌｸﾀﾞ ﾄｵﾙ 滋賀 ナカガワAS・K’デザイン

123 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

124 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

125 1800333 小林 亮 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳ 兵庫 soleil de lest

126 2100376 深澤 陽介 ﾌｶｻﾞﾜ ﾖｳｽｹ 兵庫 soleil de lest

127 2100318 山下 悠 ﾔﾏｼﾀ ﾕｳ 兵庫 soleil de lest

128 1600075 坂川 達行 ｻｶｶﾞﾜ ﾀﾂﾕｷ 広島 Team Kermis Cross

129 251 佐々木 健 ｻｻｷ ﾀｹｼ 愛知 天狗党

130 700204 大原 勇生 ｵｵﾊﾗ ﾕｳｷ 大阪 チーム  スクアドラ

131 900367 隅原 秀年 ｽﾐﾊﾗ ﾋﾃﾞﾄｼ 大阪 チーム  スクアドラ

132 1600502 宮本 訓寛 ﾐﾔﾓﾄ ｸﾆﾋﾛ 大阪 チーム  スクアドラ

133 1800122 小笠原 輝彦 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾃﾙﾋｺ 大分 TeamUKYO Reve

134 2000924 本田 啓仁 ﾎﾝﾀﾞ ｹｲﾄ 東京 LINKVISION GIRASOLE CYCLING

135 1900545 緒方 稔 ｵｶﾞﾀ ﾐﾉﾙ 宮城 Team nacree

136 1800028 佐藤 俊雄 ｻﾄｳ ﾄｼｵ 兵庫 MiNERVA-asahi

137 1800057 中村 将也 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾔ 大阪 MiNERVA-asahi

138 1800649 石丸 幸士郎 ｲｼﾏﾙ ｺｳｼﾛｳ 福岡 福岡大学

139 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

140 1602048 西岡 靖記 ﾆｼｵｶ ﾔｽｷ 広島 Team Kermis Cross

第13回きらら浜クリテリウムDAY1
【クラスタ:E1  グレード:Ac】



26 名 26 2022/8/13

No. JCF ID 氏名 カナ 登録地 チーム名

201 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

202 1800245 近森 亮 ﾁｶﾓﾘ ﾘｮｳ 広島 エキップ ティラン

203 1900436 松本 竜太朗 ﾏﾂﾓﾄ ﾘｭｳﾀﾛｳ 奈良 EURO-WORKS Racing

204 1602040 牛山 恭一 ｳｼﾔﾏ ｷｮｳｲﾁ 鹿児島 VC福岡エリート

205 2100238 赤坂 幸一 ｱｶｻｶ ｺｳｲﾁ 福岡 VC福岡エリート

206 2200511 Alan Taylor ｱﾗﾝ ﾃｲﾗｰ 福岡 VC福岡エリート

207 1901508 清水 稜太郎 ｼﾐｽﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ 長崎 NEST nagasaki

208 1100040 小山 洋平 ｺﾔﾏ ﾖｳﾍｲ 神奈川 Racing CUBE

209 9802134 中島 義基 ﾅｶｼﾏ ﾖｼｷ 福岡 チーム・チェブロ

210 1800379 古澤 卓哉 ﾌﾙｻﾜ ﾀｸﾔ 熊本 チームGINRIN熊本

211 1900033 吉海 久人 ﾖｼｶｲ ﾋｻﾄ 広島 ＴＮＧレーシング広島

212 601596 三上 強 ﾐｶﾐ ﾂﾖｼ 広島 ＴＮＧレーシング広島

213 2000016 丸渕 聖悟 ﾏﾙﾌﾞﾁ ｼｮｳｺﾞ 東京 FAST LANE Racing

214 1902299 堀井 卓 ﾎﾘｲ ﾀｸ 兵庫 MiNERVA-asahi

215 2000175 城下 優 ｼﾛｼﾀ ﾏｻﾙ 愛媛 CR3W

216 1902661 小笠原 豊 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾕﾀｶ 東京 Promotion x Athletes CYCLING

217 2200173 河西 秀介 ｶﾜﾆｼ ｼｭｳｽｹ 大阪 SNIFF・OUTDOORLIFE Racing

218 2200224 坊 紳 ﾎﾞｳ ｼﾝ 兵庫 SNIFF・OUTDOORLIFE Racing

219 1501897 岡山 優太 ｵｶﾔﾏ ﾕｳﾀ 福岡 福岡大学

220 1502726 松浦 正己 ﾏﾂｳﾗ ﾏｻｷ 広島 エキップ ティラン

221 2001953 中角 直喜 ﾅｶﾂﾉ ﾅｵｷ 兵庫 Team ZERO　UNO　FRONTIER

222 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

223 2101749 吉田 晴登 ﾖｼﾀﾞ ﾊﾙﾄ 徳島 徳島サイクルレーシング

224 1601461 吉岡 竜太 ﾖｼｵｶ ﾘｭｳﾀ 広島 Team Kermis Cross

225 2100042 平岡 信太郎 ﾋﾗｵｶ ｼﾝﾀﾛｳ 広島 ＴＮＧレーシング広島

226 1500505 築山 元樹 ﾂｷﾔﾏ ｹﾞﾝｷ 岡山 Team Grandi Petit

第13回きらら浜クリテリウムDAY1
【クラスタ:E2  グレード:Bc】



26 名 26 2022/8/13

No. JCF ID 氏名 カナ 登録地 チーム名

301 2200241 牧野 航大 ﾏｷﾉ ｺｳﾀﾞｲ 広島 eNShare Cycling Team

302 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

303 1700668 井上 裕樹 ｲﾉｳｴ ﾕｳｷ 広島 エキップ ティラン

304 1900036 藤井 文男 ﾌｼﾞｲ ﾌﾐｵ 広島 エキップ ティラン

305 1800699 重原 優希 ｼｹﾞﾊﾗ ﾕｳｷ 京都 VC VELOCE

306 2201594 浦前 貴紀 ｳﾗﾏｴ ﾀｶﾉﾘ 福岡 VC福岡エリート

307 1301940 廣田 力也 ﾋﾛﾀ ﾘｷﾔ 長崎 NEST nagasaki

308 濱田 剛志 ﾊﾏﾀﾞ ﾂﾖｼ 長崎 NEST nagasaki

309 2100691 渡部 祥太朗 ﾜﾀﾍﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ 長崎 NEST nagasaki

310 2100115 島田 晃 ｼﾏﾀﾞ ｱｷﾗ 徳島 徳島サイクルレーシング

311 2200370 西澤 直紀 ﾆｼｻﾞﾜ ﾅｵｷ 長野 FAST LANE Racing

312 1402141 新村 亮太 ｼﾝﾑﾗ ﾘｮｳﾀ 大阪 AXIS Cycling Team

313 2200045 安永 智宏 ﾔｽﾅｶﾞ ﾄﾓﾋﾛ 愛媛 Dandy  Lion

314 2200731 南 和人 ﾐﾅﾐ ｶｽﾞﾄ 大阪 OUHS RACING TEAM

315 2100029 大谷 洸太 ｵｵﾀﾆ ｺｳﾀ 兵庫 OUHS RACING TEAM

316 古本 尚大 ｺﾓﾄ ｼｮｳﾀﾞｲ 大阪 OUHS RACING TEAM

317 溝端 一真 ﾐｿﾞﾊﾞﾀ ｶｽﾞﾏ 大阪 OUHS RACING TEAM

318 2100076 小松 亮一 ｺﾏﾂ ﾘｮｳｲﾁ 福岡 VC福岡エリート

319 1001823 上手 勇輝 ｶﾐﾃ ﾕｳｷ 広島 H.H.C

320 1902062 原田 翔世 ﾊﾗﾀﾞ ｼｮｳｾｲ 福岡 福岡大学

321 2200396 大谷 春樹 ｵｵﾀﾆ ﾊﾙｷ 山口 VC福岡エリート

322 2100231 太田 翔 ｵｵﾀ ｼｮｳ 岡山 Team Grandi Petit

323 1500484 小口 瞳史 ｵｸﾞﾁ ﾋﾄｼ 山口 Team Kermis Cross

324 1800410 岩崎 啓太 ｲﾜｻｷ ｹｲﾀ 広島 エキップ ティラン

333 2100795 辻 陸翔 ﾂｼﾞﾘｸﾄ 滋賀県 北桑田高校　※オープン

334 1802517 萱野 匠 ｶﾔﾉﾀｸﾐ 山口県 HFR　※オープン

第13回きらら浜クリテリウムDAY1
【クラスタ:E3  グレード:Cc】



3 名 3 2022/8/13

No. JCF ID 氏名 カナ 登録地 チーム名

401 2100358 江崎 結衣 ｴｻｷ ﾕｲ 熊本 VC福岡エリート

402 2000386 三谷 優空 ﾐﾀﾆ ﾕﾗ 広島 TeamUKYO Reve

403 1902474 井上 美幸 ｲﾉｳｴ ﾐﾕｷ 熊本 TeamUKYO Reve

第13回きらら浜クリテリウムDAY1
【クラスタ:F  グレード:Bc】



7 名 7 2022/8/13

No. JCF ID 氏名 カナ 登録地 チーム名

501 2100331 井上 悠喜 ｲﾉｳｴ ﾕｳｷ 福岡 VC福岡ユース

502 2101458 伊藤 幹将 ｲﾄｳ ﾏｻﾕｷ 愛媛 E'quipe u Racing

503 2000236 武西 憲進 ﾀｹﾆｼ ｹﾝｼﾝ 愛媛 E'quipe u Racing

504 2200455 村瀬 琶音 ﾑﾗｾ ﾊｵﾄ 岡山 Team Grandi Petit

506 2200288 橋本 凌典 ﾊｼﾓﾄ ﾘｮｳｽｹ 愛媛県 愛媛県自転車競技連盟ジュニアクラブ　※オープン

507 2200296 後藤田 和孝 ｺﾞﾄｳﾀﾞ ｶｽﾞﾀｶ 愛媛県 愛媛県自転車競技連盟ジュニアクラブ　※オープン

508 2200853 岡嶋 空良 ｵｶｼﾞﾏ ｿﾗ 京都府 Team 美咲屋　※オープン

第13回きらら浜クリテリウムDAY1
【クラスタ:Y2  グレード:Cc】



3 名 3 2022/8/13

No. JCF ID 氏名 カナ 登録地 チーム名

601 1001922 森 俊夫 ﾓﾘ ﾄｼｵ 奈良 EURO-WORKS Racing

602 2000173 波片 鉄平 ﾊｶﾞﾀ ﾃｯﾍﾟｲ 愛媛 CR3W

604 藤木 智範 ﾌｼﾞｷ ﾄﾓﾉﾘ 兵庫県 ※オープン

第13回きらら浜クリテリウムDAY1
【クラスタ:M  グレード:Cc】


