
98 名 98 2022/6/19

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
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 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

35 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

36 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

37 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

38 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

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 1700821 井上 文成 ｲﾉｳｴ ﾌﾐﾅﾘ 大阪 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 佐藤 宇志 ｻﾄｳ ﾀｶｼ 大阪 シマノレーシング

47 1401137 重満 丈 ｼｹﾞﾐﾂ ｼﾞｮｳ 沖縄 シマノレーシング

48 1401518 尾形 尚彦 ｵｶﾞﾀ ﾀｶﾋｺ 宮城 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 801515 伊藤 舜紀 ｲﾄｳ ｼｭﾝｷ 鹿児島 CIEL BLEU KANOYA
54 1500108 西原 裕太郎 ﾆｼﾊﾗ ﾕｳﾀﾛｳ 佐賀 CIEL BLEU KANOYA
55 400563 伊藤 雅和 ｲﾄｳ ﾏｻｶｽﾞ 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 1802307 津留 崚 ﾂﾄﾞﾒ ﾘｮｳ 鹿児島 CIEL BLEU KANOYA
61 201014 大塚 航 ｵｵﾂｶ ﾜﾀﾙ 京都 備後しまなみeNShare
62 1400155 平林 飛都 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾀｶﾄ 愛媛 備後しまなみeNShare
63 1300766 茂越 龍哉 ﾓｺﾞｴ ﾀﾂﾔ 兵庫 備後しまなみeNShare
64 1601026 松原 颯祐 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｿｳｽｹ 北海道 備後しまなみeNShare
65 1501045 木原 与志寛 ｷﾊﾗ ﾖｼﾋﾛ 広島 備後しまなみeNShare
66 1700212 満上 亘 ﾐﾂｶﾐ ﾜﾀﾙ 北海道 備後しまなみeNShare
67 1301358 吉岡 衛 ﾖｼｵｶ ﾏﾓﾙ 奈良 備後しまなみeNShare
71 1701257 川崎 三織 ｶﾜｻｷ ﾐｵﾘ 埼玉 EQADS
72 1701128 西本 健三郎 ﾆｼﾓﾄ ｹﾝｻﾞﾌﾞﾛｳ 東京 EQADS
73 1801810 長川 達哉 ﾅｶﾞｶﾜ ﾀﾂﾔ 埼玉 EQADS
74 1701148 山田 拓海 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｸﾐ 長野 EQADS
75 2100509 馬場 慶三郎 ﾊﾞﾊﾞ ｹｲｻﾞﾌﾞﾛｳ 東京 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 1501710 寺田 吉騎 ﾃﾗﾀﾞ ﾖｼｷ 静岡 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
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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 1500159 高杉 知彰 ﾀｶｽｷﾞ ﾄﾓｱｷ 神奈川 イナーメ信濃山形

96 1300075 佐川 祐太 ｻｶﾞﾜ ﾕｳﾀ 埼玉 イナーメ信濃山形

97 2200159 加藤 辰之介 ｶﾄｳ ｼﾝﾉｽｹ 三重 イナーメ信濃山形

98 1500885 塩澤 魁 ｼｵｻﾞﾜ ｶｲ 愛知 イナーメ信濃山形

101 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

102 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

103 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

104 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

105 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

106 1701575 永塩 幸之介 ﾅｶﾞｼｵ ｺｳﾉｽｹ 群馬 群馬グリフィンレーシングチーム

107 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

108 1700530 篠崎 蒼平 ｼﾉｻﾞｷ ｿｳﾍｲ 東京 群馬グリフィンレーシングチーム

111 1601219 松下 直暉 ﾏﾂｼﾀ ﾅｵｷ 東京 稲城FIETSクラスアクト

112 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

113 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

114 9702852 藤田 勉 ﾌｼﾞﾀ ﾂﾄﾑ 東京 稲城FIETSクラスアクト

115 1901014 佐藤 寛朗 ｻﾄｳ ﾋﾛｱｷ 千葉 稲城FIETSクラスアクト

116 1602371 佐藤 光 ｻﾄｳ ﾋｶﾙ 沖縄 稲城FIETSクラスアクト

117 9900169 青木 誠 ｱｵｷ ﾏｺﾄ 東京 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 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

123 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

124 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

125 1502527 小山 智也 ｺﾔﾏ ﾄﾓﾔ 大阪 アヴニールサイクリング山梨

126 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

131 紹軒 盧 ｼｮｳｼｭｪﾝ ﾛ Taiwan Bryton Racing Team
132 之皓 吳 ｼﾞｰﾊｵ ｺﾞ Taiwan Bryton Racing Team
133 宇銘 蘇 ﾕｰﾐﾝ ｿ Taiwan Bryton Racing Team
134 凱文 熊 ｶｲｳｨﾝ ｼｨｫﾝ Taiwan Bryton Racing Team
135 靖昌 李 ｼﾞﾝﾁｬﾝ ﾘ Taiwan Bryton Racing Team
141 100115 畑中 勇介 ﾊﾀﾅｶ ﾕｳｽｹ 東京 KINAN Racing Team
142 1602613 Thomas Lebas ﾄﾏ ﾙﾊﾞ 三重 KINAN Racing Team
143 1501574 小出 樹 ｺｲﾃﾞ ｲﾂｷ 長野 KINAN Racing Team
144 1101876 花田 聖誠 ﾊﾅﾀﾞ ｷﾖﾏｻ 東京 KINAN Racing Team
151 1802426 小村 悠樹 ｵﾑﾗ ﾊﾙｷ 石川 Team Eurasia - iRC TIRE　※オープン



104 名 104 2022/6/19

No. JCF ID 氏名 カナ 登録地 チーム名

201 1800057 中村 将也 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾔ 大阪 MiNERVA-asahi
202 1900355 鉄山 智弘 ﾃﾂﾔﾏ ﾄﾓﾋﾛ 滋賀 MiNERVA-asahi
203 1702085 川勝 敦嗣 ｶﾜｶﾂ ｱﾂｼ 兵庫 MiNERVA-asahi
204 2000015 布田 直也 ﾌﾀﾞ ﾅｵﾔ 宮城 MiNERVA-asahi
205 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

206 1402063 岡 理裕 ｵｶ ﾏｻﾋﾛ 静岡 SPADE・ACE
207 1502464 齋藤 友一 ｻｲﾄｳ ﾕｳｲﾁ 静岡 SPADE・ACE
208 100206 酒井 紀章 ｻｶｲ ﾉﾘｱｷ 福井 バルバサイクルレーシングチーム

209 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

210 1100414 濱野 克悠 ﾊﾏﾉ ｶﾂﾕｷ 富山 バルバサイクルレーシングチーム

211 1802869 髙橋 拓也 ﾀｶﾊｼ ﾀｸﾔ 福井 バルバサイクルレーシングチーム

212 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

213 1402116 木村 豊 ｷﾑﾗ ﾕﾀｶ 宮城 ハヤサカサイクルレーシングチーム

214 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

215 1100767 蠣崎 藍道 ｶｷｻﾞｷ ﾗﾝﾄﾞｳ 静岡 ホダカファクトリーレーシング

216 1800085 池川 辰哉 ｲｹｶﾞﾜ ﾀﾂﾔ 大阪 VC VELOCE
217 1604019 大原 陸 ｵｵﾊﾗ ﾘｸ 大阪 VC VELOCE
218 1802537 本庄 義人 ﾎﾝｼｮｳ ﾖｼﾋﾄ 愛媛 VC VELOCE
219 1501603 石井 雄悟 ｲｼｲ ﾕｳｺﾞ 大阪 VC VELOCE
220 1600153 山名 拳太郎 ﾔﾏﾅ ｹﾝﾀﾛｳ 和歌山 TeamUKYO Reve
221 1400135 川島 健人 ｶﾜｼﾏ ｹﾝﾄ 東京 なるしまフレンド

222 9901846 大倉 健一 ｵｵｸﾗ ｹﾝｲﾁ 東京 セオレーシング

223 1500665 木村 盛義 ｷﾑﾗ ﾓﾘﾖｼ 群馬 SUBARU Cycling Team
224 1300295 小林 成輔 ｺﾊﾞﾔｼ ｾｲｽｹ 東京 SUBARU Cycling Team
225 400882 加賀 龍治 ｶｶﾞ ﾘｭｳｼﾞ 広島 SUBARU Cycling Team
226 1800452 舟山 祥弘 ﾌﾅﾔﾏ ﾖｼﾋﾛ 東京 フィッツ

227 1601774 三田村 竜太 ﾐﾀﾑﾗ ﾘｭｳﾀ 東京 フィッツ

228 9702834 中村 文武 ﾅｶﾑﾗ ﾌﾐﾀｹ 東京 フィッツ

229 2100268 サルマ 寛大 ｻﾙﾏ ｶﾝﾀ 大分 津末レーシング

230 1900526 佐藤 浩行 ｻﾄｳ ﾋﾛﾕｷ 群馬 Greeen Lights Racing Team
231 1502415 古谷 寛世 ﾌﾙﾔ ｶﾝｾｲ 茨城 GROWING Racing Team
232 1600860 山口 泰司 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛｼ 大阪 SNIFF・OUTDOORLIFE Racing
233 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

234 1300170 山科 竜一郎 ﾔﾏｼﾅ ﾘｭｳｲﾁﾛｳ 兵庫 VC AVANZARE
235 1600285 山田 貴一 ﾔﾏﾀﾞ ｷｲﾁ 東京 LINKVISION GIRASOLE CYCLING
236 2000924 本田 啓仁 ﾎﾝﾀﾞ ｹｲﾄ 東京 LINKVISION GIRASOLE CYCLING
237 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

238 1402092 川野 健太 ｶﾜﾉ ｹﾝﾀ 東京 日本ろう自転車競技協会

239 1101679 佐野 千尋 ｻﾉ ﾁﾋﾛ 北海道 イナーメ信濃山形-EFT
240 400076 中井 光博 ﾅｶｲ ﾐﾂﾋﾛ 岐阜 イナーメ信濃山形-EFT
241 800429 菅根 利明 ｽｶﾞﾈ ﾄｼｱｷ 群馬 イナーメ信濃山形-EFT
242 1702381 吉岡 拓哉 ﾖｼｵｶ ﾀｸﾔ 長野 イナーメ信濃山形-EFT
243 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
244 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
245 1800333 小林 亮 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳ 兵庫 soleil de lest
246 1801924 掃本 康平 ﾎｳｷﾓﾄ ｺｳﾍｲ 兵庫 soleil de lest
247 2100376 深澤 陽介 ﾌｶｻﾞﾜ ﾖｳｽｹ 兵庫 soleil de lest
248 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

249 1500648 福吉 紳悟 ﾌｸﾖｼ ｼﾝｺﾞ 神奈川 YOKOSUKA UNO RACING
250 1900545 緒方 稔 ｵｶﾞﾀ ﾐﾉﾙ 宮城 Team nacree
251 2000465 藤本 元貴 ﾌｼﾞﾓﾄ ｹﾞﾝｷ 神奈川 Promotion x Athletes CYCLING
252 1701040 比嘉 祐貴 ﾋｶﾞ ﾕｳｷ 沖縄 日本体育大学

253 1801835 福田 晃司 ﾌｸﾀﾞ ｺｳｼﾞ 埼玉 日本体育大学

254 1802380 室賀 貴仁 ﾑﾛｶﾞ ﾀｶﾋﾄ 栃木 ブラウ・ブリッツェン

255 1700561 石下 翔太 ｲｼｹﾞ ｼｮｳﾀ 栃木 ブラウ・ブリッツェン

256 1802602 物井 邑 ﾓﾉｲ ﾕｳ 栃木 夏草サイクリングチーム

257 1802331 鳥海 祐甫 ﾄﾘｳﾐ ﾕｳｽｹ 東京 SBC Vertex Racing Team
258 1501977 渡辺 拓也 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｸﾔ 愛知 SBC Vertex Racing Team
259 2001651 山口 凱生 ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｲｾｲ 神奈川 SBC Vertex Racing Team
260 2101811 佐々木 陸 ｻｻｷ ﾘｸ 富山 バルバクラブトヤマ

261 1502398 田渕 君幸 ﾀﾌﾞﾁ ｷﾐﾕｷ 東京 TRYCLE.ing

第56回東日本ロードクラシック修善寺大会 DAY2
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262 橋本 晴哉 ﾊｼﾓ ｾｲﾔ 東京 TRYCLE.ing
263 1600888 大澤 昌輝 ｵｵｻﾜ ﾏｻｷ 愛知 BREZZA-KAMIHAGI
264 1500324 佐野 勇人 ｻﾉ ﾊﾔﾄ 千葉 サイクルフリーダム・レーシング

265 1800063 佐々木 友輔 ｻｻｷ ﾕｳｽｹ 千葉 サイクルフリーダム・レーシング

266 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

267 1502700 塚本 隼 ﾂｶﾓﾄ ﾊﾔﾄ 大阪 ZERO BIKE FACTORY
268 1600278 御堂 力哉 ﾐﾄﾞｳ ﾘｷﾔ 東京 FORCE
269 1400047 菅谷 修 ｽｶﾞﾔ ｵｻﾑ 東京 MIVRO
270 1800034 タイサム ジョン ﾀｲｻﾑ ｼﾞｮﾝ 東京 MIVRO
271 1500596 兼松 大和 ｶﾈﾏﾂ ﾔﾏﾄ 大阪 Infinity Style
272 1702239 河田 恭司郎 ｶﾜﾀﾞ ｷｮｳｼﾛｳ 愛知 Infinity Style
273 1700031 中治 綱太 ﾅｶｼﾞ ｺｳﾀ 大阪 Infinity Style
274 2100267 北川 拓弥 ｷﾀｶﾞﾜ ﾀｸﾐ 大阪 Infinity Style
275 1800661 遠藤 裕太 ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾀ 福島 郡山サイクルフレンズ

276 1800742 宇田川 塁 ｳﾀﾞｶﾞﾜ ﾙｲ 東京 ALDINA
277 1801638 風間 晴喜 ｶｻﾞﾏ ﾊﾙｷ 神奈川 ALDINA
278 1700056 渡瀬 義雄 ﾜﾀｾ ﾖｼｵ 静岡 Yamanakako Cycling Team
279 1803019 岡崎 一輝 ｵｶｻﾞｷ ｶｽﾞｷ 静岡 Yamanakako Cycling Team
280 1802207 秋好 佑太 ｱｷﾖｼ ﾕｳﾀ 福岡 VC福岡エリート

281 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

282 1401536 小川 修 ｵｶﾞﾜ ｵｻﾑ 三重 MAX SPEED 97
283 1902170 橋本 友哉 ﾊｼﾓﾄ ﾕｳﾔ 新潟 TRYCLE.ing
284 2100773 佐久間 崚 ｻｸﾏ ﾘｮｳ 神奈川 Team SHIDO
285 2100658 佐藤 達也 ｻﾄｳ ﾀﾂﾔ 新潟 F(t)麒麟山 Racing
295 1902732 永友 宏樹 ﾅｶﾞﾄﾓ ﾋﾛｷ 東京 MiNERVA-asahi
296 2100123 小林 毅瑠 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｹﾙ 東京 MiNERVA-asahi
297 1502759 石神 宇 ｲｼｶﾞﾐ ﾀｶｼ 東京 パラティアムTOKYO Fusion Systems
298 1301588 大杉 直敬 ｵｵｽｷﾞ ﾅｵﾀｶ 静岡 SPADE・ACE
299 1301795 塚本 一樹 ﾂｶﾓﾄ ｶｽﾞｷ 静岡 SPADE・ACE
300 9700734 井上 登士哉 ｲﾉｳｴ ﾄｼﾔ 愛媛 VC VELOCE
301 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

302 301558 増子 雄士 ﾏｼｺ ﾕｳｼﾞ 東京 Astama Cycling Team
303 701310 管 洋介 ｽｶﾞ ﾖｳｽｹ 茨城 AVENTURA VICTORIA RACING
304 1700601 川田 翔太 ｶﾜﾀﾞ ｼｮｳﾀ 東京 AVENTURA VICTORIA RACING
305 1101124 武久 弘太 ﾀｹﾋｻ ｺｳﾀ 京都 eNShare Cycling Team
306 1301464 中村 潤 ﾅｶﾑﾗ ｼﾞｭﾝ 東京 docomo RT
307 300337 市橋 徹也 ｲﾁﾊｼ ﾃﾂﾔ 東京 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ

308 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

309 1703396 初川 弘浩 ﾊﾂｶﾜ ｺｳﾋﾛ 岐阜 ORCA CYCLING TEAM
310 1700751 小山田 亮 ｵﾔﾏﾀﾞ ﾘｮｳ 静岡 TEAM YOU CAN
311 1701129 小澤 拓人 ｵｻﾞﾜ ﾀｸﾄ 東京 たかだフレンドレーシング

312 1000436 高田 雄太 ﾀｶﾀﾞ ﾕｳﾀ 東京 たかだフレンドレーシング

313 1502775 古川 裕真 ﾌﾙｶﾜ ﾕｳﾏ 静岡 MiNERVA-asahi
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401 2000085 大島 和也 ｵｵｼﾏ ｶｽﾞﾔ 愛知 MiNERVA-asahi
402 2000213 小林 将人 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾄ 福島 MiNERVA-asahi
403 1902758 能戸 雄大 ﾉﾄ ﾕｳﾀﾞｲ 埼玉 MiNERVA-asahi
404 1500908 三浦 隆也 ﾐｳﾗ ﾀｶﾔ 静岡 MiNERVA-asahi
405 900006 杉原 和剛 ｽｷﾞﾊﾗ ｶｽﾞﾋｻ 静岡 SPADE・ACE
406 9800619 齋藤 健一 ｻｲﾄｳ ｹﾝｲﾁ 静岡 エルドラード東北

407 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

408 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

409 1802069 小関 創斗 ｺｾｷ ｿｳﾄ 山形 作新学院大学

410 1802826 石丸 貴昭 ｲｼﾏﾙ ﾀｶｱｷ 千葉 セオレーシング

411 1901423 杉山 陸 ｽｷﾞﾔﾏ ﾘｸ 栃木 Avenir Yamanashi Yamanakako
412 1902658 権田 歩人 ｺﾞﾝﾀﾞ ｱﾙﾄ 東京 Avenir Yamanashi Yamanakako
413 400358 鈴木 大忠 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾀﾀﾞ 群馬 SUBARU Cycling Team
414 9800367 吉川 勝 ﾖｼｶﾜ ﾏｻﾙ 茨城 フィッツ

415 2001803 小倉 功太郎 ｵｸﾞﾗ ｺｳﾀﾛｳ 東京 フィッツ

416 1900070 田崎 蓮 ﾀｻｷ ﾚﾝ 埼玉 EXTENDED VAX SAYAMA
417 1900528 佐藤 彰馬 ｻﾄｳ ｼｮｳﾏ 群馬 Greeen Lights Racing Team
418 2200173 河西 秀介 ｶﾜﾆｼ ｼｭｳｽｹ 大阪 SNIFF・OUTDOORLIFE Racing
419 2101914 THOPA SYAIBANI ﾄﾊﾟ ｼｬｲﾊﾞﾆ 大阪 VC AVANZARE
420 2001552 石川 哲章 ｲｼｶﾜ ﾃﾂｱｷ 静岡 Leap Hamamatsu Cycling Team
421 1200516 箭内 秀平 ﾔﾅｲ ｼｭｳﾍｲ 東京 日本ろう自転車競技協会

422 1800887 永野 昇海 ﾅｶﾞﾉ ｼｮｳﾐ 神奈川 イナーメ信濃山形-EFT
423 700045 岩月 伸夫 ｲﾜﾂｷ ﾉﾌﾞｵ 愛知 イナーメ信濃山形-EFT
424 2000084 大山 航平 ｵｵﾔﾏ ｺｳﾍｲ 愛知 イナーメ信濃山形-EFT
425 2100371 大橋 悠 ｵｵﾊｼ ﾕｳ 兵庫 soleil de lest
426 1649 福士 達朗 ﾌｸｼ ﾀﾂﾛｳ 東京 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ

427 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

428 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

429 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

430 1700703 玉城 翔太 ﾀﾏｼﾛ ｼｮｳﾀ 沖縄 日本体育大学

431 1902083 泉 颯太 ｲｽﾞﾐ ｿｳﾀ 東京 日本体育大学

432 1901642 池田 悠生 ｲｹﾀﾞ ﾕｳｾｲ 新潟 日本体育大学

433 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

434 1702059 伊藤 大輔 ｲﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ 栃木 ブラウ・ブリッツェン

435 1801641 加藤 すばる ｶﾄｳ ｽﾊﾞﾙ 埼玉 ブラウ・ブリッツェン

436 1301694 小貫 智紀 ｵﾇｷ ﾄﾓﾉﾘ 神奈川 PHANTOM 湘南

437 1902556 生天目 隼人 ﾅﾊﾞﾀﾒ ﾊﾔﾄ 神奈川 PHANTOM 湘南

438 2100293 元平 達朗 ﾓﾄﾋﾗ ﾀﾂﾛｳ 東京 Rapha Cycling Club
439 1601896 水谷 和正 ﾐｽﾞﾀﾆ ｶｽﾞﾏｻ 富山 バルバクラブトヤマ

440 2001531 西村 圭二郎 ﾑﾗ ｹｲｼﾞﾛｳ 兵庫 Team ZERO　UNO　FRONTIER
441 2001953 中角 直喜 ﾅｶﾂﾉ ﾅｵｷ 兵庫 Team ZERO　UNO　FRONTIER
442 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

443 1300237 岩佐 昭一 ｲﾜｻ ｼｨｳｲﾁ 千葉 サイクルフリーダム・レーシング

444 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

445 1701119 落合 康生 ｵﾁｱｲ ｺｳｾｲ 東京 東京都立八王子桑志高等学校自転車競技部

446 2100330 霜出 祐輝 ｼﾓｲﾃﾞ ﾕｳｷ 神奈川 Defardi
447 1900196 原田 卓幸 ﾊﾗﾀﾞ ﾀｶﾕｷ 青森 FORCE
448 2100346 内賀嶋 駿 ｳﾁｶﾞｼﾏ ｼｭﾝ 京都 Infinity Style
449 2101649 西川 響 ﾆｼｶﾜ ﾋﾋﾞｷ 石川 バルバクラブハクサン

450 800878 藤巻 真一 ﾌｼﾞﾏｷ ｼﾝｲﾁ 東京 ALDINA
451 2100654 平野 慎太郎 ﾋﾗﾉ ｼﾝﾀﾛｳ 大阪 Yamanakako Cycling Team
452 2100377 久保 陽大 ｸﾎﾞ ﾖｳﾀﾞｲ 大阪 VC福岡エリート

453 中山 竜一 ﾅｶﾔﾏ ﾘｭｳｲﾁ 愛知 EQADS U19
454 2100380 植村 輝 ｳｴﾑﾗ ﾋｶﾙ 神奈川 ALDINA
455 2200177 星場 正輝 ﾎｼﾊﾞ ﾏｻｷ 埼玉 EXTENDED VAX SAYAMA
456 URNEL Romain ｳﾙﾈﾙ ﾛﾏﾝ 東京 Rapha Cycling Club
457 2201281 井東 親吾 ｲﾄｳ ｼﾝｺﾞ 東京 湾岸サイクリング・ユナイテッド

483 2100058 常富 柾生 ﾂﾈﾄﾐ ﾏｻｷ 静岡 MiNERVA-asahi
484 2100052 結城 光 ﾕｳｷ ﾋｶﾙ 埼玉 MiNERVA-asahi
485 1902763 河野 雄輝 ｶﾜﾉ ﾕｳｷ 東京 シモーネ

486 2000578 南澤 雅人 ﾐﾅﾐｻﾜ ﾏｻﾄ 東京 Astama Cycling Team

【クラスタ:E2  グレード:B】
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487 1402273 高木 俊輔 ﾀｶｷﾞ ｼｭﾝｽｹ 神奈川 Racing CUBE
488 1600008 高山 秀樹 ﾀｶﾔﾏ ﾋﾃﾞｷ 大阪 Ｔｒｉ－Ｘ　ＪＡＰＡＮ

489 1702904 佐々木 生織 ｻｻｷ ｲｵﾘ 東京 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ

490 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

491 1801809 小林 優太 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾀ 埼玉 サイタマサイクルプロジェクト

492 1800396 坂本 裕輔 ｻｶﾓﾄ ﾕｳｽｹ 埼玉 シャークアイランド

493 1902661 小笠原 豊 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾕﾀｶ 東京 Promotion x Athletes CYCLING
494 1902096 皆川 晃法 ﾐﾅｶﾞﾜ ｱｷﾉﾘ 東京 Rapha Cycling Club
495 2101674 荒木 陽翔 ｱﾗｷ ﾊﾙﾄ 埼玉 川口市自転車競技連盟

496 2001414 中村 太郎 ﾅｶﾑﾗ ﾀﾛｳ 東京 ALDINA
497 2200735 西 優斗 ﾆｼ ﾕｳﾄ 千葉 BMレーシングZUNOW
498 2200600 大森 拓実 ｵｵﾓﾘ ﾀｸﾐ 神奈川 onekan × attaquer
499 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
500 2100320 木村 祐貴 ｷﾑﾗ ﾕｳｷ 埼玉 シャークアイランド
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501 2100177 堀 佑太朗 ﾎﾘ ﾕｳﾀﾛｳ 神奈川 VIVA☆ZAPPEI極
502 2200055 朝井 陽介 ｱｻｲ ﾖｳｽｹ 奈良 VIVA☆ZAPPEI極
503 2102059 竹中 智貴 ﾀｹﾅｶ ﾄﾓｷ 奈良 MiNERVA-asahi
504 2201309 宇井 陽平 ｳｲ ﾖｳﾍｲ 千葉 湾岸サイクリング・ユナイテッド

505 1200151 谷口 友希 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾕｳｷ 三重 SPADE・ACE
506 2101874 廣瀬 享 ﾋﾛｾ ﾄｵﾙ 福井 バルバクラブフクイ

507 前田 悦宏 ﾏｴﾀﾞ ﾖｼﾋﾛ 福井 バルバクラブフクイ

508 2200255 近野 陽大 ｺﾝﾉ ﾋﾅﾀ 山形 ハヤサカサイクルレーシングチーム

509 1901994 中井 陸都 ﾅｶｲ ﾘｸﾄ 広島 作新学院大学

510 2100820 西田 圭 ﾆｼﾀﾞ ｹｹｲ 栃木 作新学院大学

511 1901752 左田 龍脩 ｻﾀﾞ ﾘｭｳｽｹ 埼玉 作新学院大学

512 1901696 楢山 結己 ﾅﾗﾔﾏ ﾕｳｷ 鹿児島 作新学院大学

513 2001911 髙橋 優人 ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾄ 東京 TeamUKYO Reve
514 1000961 鹿島 裕生 ｶｼﾏ ﾋﾛｷ 千葉 セオレーシング

515 2100054 石井 佑樹 ｲｼｲ ﾕｳｷ 埼玉 セオレーシング

516 2100176 小林 快 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｲ 山梨 Avenir Yamanashi Yamanakako
517 2200165 加藤 光雄 ｶﾄｳ ﾐﾂｵ 埼玉 EXTENDED VAX SAYAMA
518 1703537 仁 藤掛 ｼﾞﾝ ﾌｼﾞｶｹ 栃木 Greeen Lights Racing Team
519 2200185 遠藤 友樹 ｴﾝﾄﾞｳ ﾄﾓｷ 群馬 Greeen Lights Racing Team
520 2200620 福島 大樹 ﾌｸｼﾏ ﾋﾛｷ 群馬 Greeen Lights Racing Team
521 1200183 川島 綾太 ｶﾜｼﾏ ﾘｮｳﾀ 神奈川 アーティファクトレーシングチーム

522 1700323 坂本 恭平 ｻｶﾓﾄ ｷｮｳﾍｲ 徳島 SNIFF・OUTDOORLIFE Racing
523 2200224 坊 紳 ﾎﾞｳ ｼﾝ 兵庫 SNIFF・OUTDOORLIFE Racing
524 2200215 武内 匡一 ﾀｹｳﾁ ｷｮｳｲﾁ 大阪 SNIFF・OUTDOORLIFE Racing
525 竹内 勇輝 ﾀｹｳﾁ ﾕｳｷ 兵庫 SNIFF・OUTDOORLIFE Racing
526 1000754 橘田 和樹 ｷｯﾀ ｶｽﾞｷ 栃木 The CAMP＊US
527 1800418 金谷 崇系 ｶﾅﾀﾆ ﾀｶﾂｸﾞ 東京 LINKVISION GIRASOLE CYCLING
528 2100158 大島 義昭 ｵｵｼﾏ ﾖｼｱｷ 東京 LINKVISION GIRASOLE CYCLING
529 2200400 鈴木 康麟 ｽｽﾞｷ ｺｳﾘﾝ 神奈川 LINKVISION GIRASOLE CYCLING
530 1802457 田代 アッバース ﾀｼﾛ ｱｯﾊﾞｰｽ 埼玉 TEAM MILANO
531 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

532 2200026 赤松 大貴 ｱｶﾏﾂ ﾀﾞｲｷ 兵庫 soleil de lest
533 2200744 松崎 暁広 ﾏﾂｻﾞｷ ｱｷﾋﾛ 兵庫 soleil de lest
534 2200379 伊藤 大智 ｲﾄｳ ﾀﾞｲﾁ 東京 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ

535 2200045 安永 智宏 ﾔｽﾅｶﾞ ﾄﾓﾋﾛ 愛媛 Dandy  Lion
536 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

537 2101500 爲永 誠 ﾀﾒﾅｶﾞ ﾏｺﾄ 福井 バルバクラブエチゼン

538 2101618 嶋崎 善文 ｼﾏｻｷ ﾖｼﾌﾐ 福井 バルバクラブエチゼン

539 2101521 山内 一登与 ﾔﾏｳﾁ ｶｽﾞﾄﾖ 福井 バルバクラブエチゼン

540 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

541 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

542 1901772 生天目 直樹 ﾅﾊﾞﾀ ﾅｵｷ 神奈川 PHANTOM 湘南

543 2101958 竹内 良太 ﾀｹｳﾁ ﾘｮｳﾀ 東京 SBC Vertex Racing Team
544 2000571 青山 洋樹 ｱｵﾔﾏ ﾋﾛｷ 富山 バルバクラブトヤマ

545 2001912 佐久間 一稀 ｻｸﾏ ｲﾂｷ 富山 バルバクラブトヤマ

546 2200040 木山 雄平 ｷﾔﾏ ﾕｳﾍｲ 大阪 Team ZERO　UNO　FRONTIER
547 2000563 鈴木 章恭 ｽｽﾞｷ ｱｷﾉﾘ 東京 Team SHIDO
548 1000206 中川 正一 ﾅｶｶﾞﾜ ｼｮｳｲﾁ 富山 バルバクラブタカオカ

549 2101819 天野 康輝 ｱﾏﾉ ｺｳｷ 富山 バルバクラブタカオカ

550 2001016 畠山 和也 ﾊﾀｹﾔﾏ ｶｽﾞﾔ 東京 TRYCLE.ing
551 2101338 岩間 祐人 ｲﾜﾏ ﾕｳﾄ 愛知 BREZZA-KAMIHAGI
552 2200096 日坂 晴人 ﾋｻｶ ﾊﾙﾄ 愛知 BREZZA-KAMIHAGI
553 1900511 島津 真乃介 ｼﾏﾂﾞ ｼﾝﾉｽｹ 静岡 MIVRO
554 2200231 矢幡 洸希 ﾔﾊﾀ ﾋﾛｷ 岩手 Infinity Style
555 1900039 古賀 圭佑 ｺｶﾞ ｹｲｽｹ 東京 TEAM YOU CAN
556 1902656 川本 貴志 ｶﾜﾓﾄ ﾀｶｼ 神奈川 TEAM YOU CAN
557 1802813 川畑 勇気 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾕｳｷ 石川 バルバクラブハクサン

558 100203 井上 和郎 ｲﾉｳｴ ｶｽﾞｵ 石川 バルバクラブハクサン

559 1802788 森 拓也 ﾓﾘ ﾀｸﾔ 石川 バルバクラブハクサン

560 1803054 瀬戸 庸暉 ｾﾄ ﾔｽｱｷ 福島 郡山サイクルフレンズ

561 2000754 池ヶ谷 康平 ｲｹｶﾞﾔ ｺｳﾍｲ 静岡 LEVANTE HOPE

第56回東日本ロードクラシック修善寺大会 DAY2
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562 2001054 夏目 天斗 ﾅﾂﾒ ﾀｶﾄ 静岡 LEVANTE HOPE
563 2100446 大野 陽平 ｵｵﾉ ﾖｳﾍｲ 埼玉 ASMIC
564 1902086 町田 朝陽 ﾏﾁﾀﾞ ｱｻﾋ 福島 EQADS U19
565 大高 裕生 ｵｵﾀｶ ﾕｳｷ 東京 HOT STAFF
587 2200072 西脇 朋矢 ﾆｼﾜｷ ﾄﾓﾔ 東京 パラティアムTOKYO Fusion Systems
588 2200039 田村 恭平 ﾀﾑﾗ ｷｮｳﾍｲ 千葉 湾岸サイクリング・ユナイテッド

589 2100312 堤 健智 ﾂﾂﾐ ﾀｹﾄｼ 東京 シモーネ

590 2200233 中原 拓哉 ﾅｶﾊﾗ ﾀｸﾔ 東京 シモーネ

591 2200235 渋谷 直希 ｼﾌﾞﾔ ﾅｵｷ 東京 シモーネ

592 2000104 石山 祐太 ｲｼﾔﾏ ﾕｳﾀ 東京 Team一匹狼

593 2000334 宮野 正史 ﾐﾔﾉ ﾏｻｼ 東京 Team一匹狼

594 2000554 土井 裕幸 ﾄﾞｲ ﾋﾛﾕｷ 東京 Astama Cycling Team
595 2200307 小島 聡仁 ｺｼﾞﾏ ﾄｼﾋﾄ 東京 Astama Cycling Team
596 2200737 矢野 健太郎 ﾔﾉ ｹﾝﾀﾛｳ 東京 Astama Cycling Team
597 1700215 川村 怜 ｶﾜﾑﾗ ﾚﾝ 神奈川 Racing CUBE
598 2000289 大徳 繁騎 ﾀﾞｲﾄｸ ｼｹﾞｷ 埼玉 LINKVISION GIRASOLE CYCLING
599 2200148 鈴木 真央 ｽｽﾞｷ ﾏｵ 神奈川 LINKVISION GIRASOLE CYCLING
600 2000200 飯塚 涼介 ｲｲﾂﾞｶ ﾘｮｳｽｹ 埼玉 LINKVISION GIRASOLE CYCLING
601 2200095 近藤 直樹 ｺﾝﾄﾞｳ ﾅｵｷ 愛知 TEAM MILANO
602 1901026 槇 勇人 ﾏｷ ﾊﾔﾄ 埼玉 埼玉ユース自転車競技部

603 1800738 稲葉 啓汰 ｲﾅﾊﾞ ｹｲﾀ 東京 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ

604 1601081 田村 亮太郎 ﾀﾑﾗ ﾘｮｳﾀﾛｳ 埼玉 サイタマサイクルプロジェクト

605 1800750 林 幸司 ﾊﾔｼ ｺｳｼﾞ 千葉 シャークアイランド

606 2100279 金屋 洋一郎 ｶﾅﾔ ﾖｳｲﾁﾛｳ 東京 シャークアイランド

607 2200246 三澤 暁 ﾐｻﾜ ｱｷﾗ 長野 シャークアイランド

608 2001154 工藤 輝 ｸﾄﾞｳ ﾋｶﾙ 神奈川 保土ケ谷高校自転車競技部

609 矢島 瑠衣斗 ﾔｼﾞﾏ ﾙｲﾄ 神奈川 保土ケ谷高校自転車競技部

610 2101522 馬場 直哉 ﾊﾞﾊﾞ ﾅｵﾔ 福井 バルバクラブエチゼン

611 2001577 高橋 健 ﾀｶﾊｼ ﾀｹｼ 埼玉 川口市自転車競技連盟

612 1900532 岡田 昌紀 ｵｶﾀﾞ ﾏｻｷ 神奈川 バルバクラブトヤマ

613 2200424 金子 悠剛 ｶﾈｺ ﾕｳｺﾞ 東京 Team SHIDO
614 2102102 西谷 亮 ﾆ ﾘｮｳ 東京 TRYCLE.ing
615 1902508 大岩 広輝 ｵｵｲﾜ ﾋﾛｷ 愛知 ORCA CYCLING TEAM
616 2200137 栗田 拓美 ｸﾘﾀ ﾀｸﾐ 栃木 Honda栃木

617 1800425 宇治 博史 ｳｼﾞ ﾋﾛｼ 東京 たかだフレンドレーシング

618 300597 森 正樹 ﾓﾘ ﾏｻｷ 静岡 LEVANTE HOPE
619 2200267 小峯 胤 ｺﾐﾈ ﾂﾂﾞｷ 千葉 BMレーシングZUNOW
620 2101953 鈴木 清之介 ｽｽﾞｷ ｾｲﾉｽｹ 神奈川 湘南工科大学附属高等学校

621 2200614 渡邉 宗将 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾑﾈﾏｻ 東京 onekan × attaquer
622 2200635 深谷 侑司 ﾌｶﾔ ﾕｳｼﾞ 神奈川 onekan × attaquer
623 土井内雅博 ﾄﾞｲｸﾞﾁ ﾏｻﾋﾛ バルバクラブエチゼン　※オープン

624 1500710 山口創平 ﾔﾏｸﾞﾁｿｳﾍｲ 日本体育大学　※オープン



17 名 17 2022/6/19

No. JCF ID 氏名 カナ 登録地 チーム名

701 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

702 1402118 佐々木 恵美 ｻｻｷ ﾒｸﾞﾐ 福井 バルバクラブフクイ

703 1201909 小田 恵利花 ｵﾀﾞ ｴﾘｶ 東京 フィッツ

704 2101890 野添 晴菜 ﾉｿﾞｴ ﾊﾙﾅ 福井 バルバクラブエチゼン

705 1600453 新川 明子 ｼﾝｶﾜ ｱｷｺ 栃木  Gufo Cycle Works
706 1301646 林口 幸恵 ﾊﾔｼｸﾞﾁ ﾕｷｴ 栃木  Gufo Cycle Works
707 1900279 岡本 彩那 ｵｶﾓﾄ ｱﾔﾅ 栃木 ブラウ・ブリッツェン

708 1502651 谷江 史帆 ﾀﾆｴ ｼﾎ 福井 バルバクラブトヤマ

709 1700119 山崎 友里 ﾔﾏｻﾞｷ ﾕﾘ 富山 バルバクラブタカオカ

710 2000073 室崎 友紀 ﾑﾛｻｷ ﾕｷ 富山 バルバクラブタカオカ

711 1900318 佐野 歩 ｻﾉ ｱﾕﾐ 大阪 Infinity Style
712 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

713 小林 あか里 ｺﾊﾞﾔｼ ｱｶﾘ 長野 弱虫ペダル サイクリングチーム

723 1402074 大堀 博美 ｵｵﾎﾘ ﾋﾛﾐ 神奈川 MOPS
724 大蔵 こころ ｵｵｸﾗ ｺｺﾛ 長野 ボンシャンスACA
725 1700050 望月 美和子 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾐﾜｺ 静岡 ORCA CYCLING TEAM
726 1600532 川口うらら ｶﾜｸﾞﾁｳﾗﾗ 日本体育大学　※オープン

第56回東日本ロードクラシック修善寺大会 DAY2
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No. JCF ID 氏名 カナ 登録地 チーム名

801 2101421 村田 駿 ﾑﾗﾀ ｼｭﾝ 静岡 Leap Hamamatsu Cycling Team
802 2101791 堀田 智仁 ﾎｯﾀ ﾄﾓﾋﾄ 静岡 Leap Hamamatsu Cycling Team
803 宮﨑 拓史 ﾐﾔｻﾞｷ ﾀｸﾐ 神奈川 保土ケ谷高校自転車競技部

804 安藤 誠太 ｱﾝﾄﾞｳ ｾｲﾀ 神奈川 保土ケ谷高校自転車競技部

805 1401312 鈴木 悠介 ｽｽﾞｷ ﾕｳｽｹ 栃木 ブラウ・ブリッツェン

806 1902352 三浦 一真 ﾐｳﾗ ｶｽﾞﾏ 神奈川 湘南工科大学附属高等学校

807 1800175 岩月 諒太郎 ｲﾜﾂｷ ﾘｮｳﾀﾛｳ 神奈川 湘南工科大学附属高等学校

808 2101647 松尾 幸太朗 ﾏﾂｵ ｺｳﾀﾛｳ 神奈川 湘南工科大学附属高等学校

809 1800847 風間 大和 ｶｻﾞﾏ ﾔﾏﾄ 東京 淑徳巣鴨高等学校

810 2001388 望月 蓮 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾚﾝ 山梨 山梨県立吉田高校

811 1803037 竹田 天飛 ﾀｹﾀﾞ ｱﾏﾄ 神奈川 保土ケ谷高校自転車競技部

812 谷口 愼之介 ﾀﾆｸﾞﾁ ｼﾝﾉｽｹ 神奈川 保土ケ谷高校自転車競技部

813 2201009 森 凰翔 ﾓﾘ ｵｳｶﾞ 静岡 LEVANTE HOPE
814 1900448 鈴木 智大 ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾋﾛ 愛知 ボンシャンスACA
815 1902224 室伏 碧透 ﾑﾛﾌｼ ｱｵﾄ 千葉 BRIDGE BIKE PRODUCTS 
816 2101139 宇梶 智悠 ｳｶｼﾞ ﾄﾓﾋｻ 栃木 Team Ashiviva
817 2100120 大石 哲平 ｵｵｲｼ ﾃｯﾍﾟｲ 静岡 AVENTURA VICTORIA RACING
818 2001233 山本 慶 ﾔﾏﾓﾄ ｹｲ 神奈川 Team BFY Racing
819 2200753 上遠野 蒼大 ｶﾄｳﾉ ｿｳﾀ 神奈川 Team BFY Racing
820 2000337 中尾 涼介 ﾅｶｵ ﾘｮｳｽｹ 大阪 VC AVANZARE
821 2100507 鳥海 泰世 ﾄﾘｳﾐ ﾀｲｾｲ 東京 LINKVISION GIRASOLE CYCLING
822 生尾 完 ﾅﾏｵ ｶﾝ 栃木 埼玉ユース自転車競技部

823 2000743 田島 綾人 ﾀｼﾞﾏ ｱﾔﾄ 埼玉 埼玉ユース自転車競技部

824 2100765 月見里 櫂 ﾂｷﾐｻﾄ ｶｲ 東京 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ

825 2200269 住田 悠人 ｽﾐﾀ ﾕｳｼﾞﾝ 東京 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ

826 2100502 新藤 想真 ｼﾝﾄﾞｳ ｿｳﾏ 東京 G.S.POSITIVO
827 2000075 柴田 渓佑 ｼﾊﾞﾀ ｹｲｽｹ 栃木 ブラウ・ブリッツェン

828 1990317 安川 尚吾 ﾔｽｶﾜ ｼｮｳｺﾞ 愛知 ORCA CYCLING TEAM
829 2200472 成瀬　天満 ﾅﾙｾ ﾃﾝﾏ 岐阜 岐阜第一高校　※オープン

830 押尾颯太 ｵｽｵ ｿｳﾀ LEVANTE HOPE　※オープン
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No. JCF ID 氏名 カナ 登録地 チーム名

851 1902777 野村 慧晴 ﾉﾑﾗ ｹｲｾｲ 神奈川 AVENTURA VICTORIA RACING
852 1601954 佐竹 清亮 ｻﾀｹ ｷｮｳｽｹ 東京 AVENTURA VICTORIA RACING
853 2000288 澤野 司 ｻﾜﾉ ﾂｶｻ 埼玉 埼玉ユース自転車競技部

854 2101360 新井 優貴 ｱﾗｲ ﾕｳｷ 埼玉 埼玉ユース自転車競技部

855 2200258 青山 哲宗 ｱｵﾔﾏ ﾃﾂﾑﾈ 神奈川 Team BFY Racing
856 2101397 渡邊　太智 ﾜﾀﾅﾍﾞﾀｲﾁ 東京 Passer 1850　※オープン

857 2101963 三上　将醐 ﾐｶﾐ ｼｮｳｺﾞ 神奈川 アスリチューン・コラッジョ川西U-19　※オープン

第56回東日本ロードクラシック修善寺大会 DAY2
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