
43 名 43 2022/10/10

No. JCF ID 氏名 カナ 登録地 チーム名
501 1703353 植田 恒平 ｳｴﾀﾞ ｺｳﾍｲ 兵庫 Team ZERO　UNO　FRONTIER
502 1800842 辻 康成 ﾂｼﾞ ﾔｽﾅﾘ 兵庫 Team ZERO　UNO　FRONTIER
503 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

504 0100423 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

505 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

506 0500349 井上 人志 ｲﾉｳｴ ﾋﾄｼ 滋賀 VC VELOCE
507 1800085 池川 辰哉 ｲｹｶﾞﾜ ﾀﾂﾔ 大阪 VC VELOCE
508 9700734 井上 登士哉 ｲﾉｳｴ ﾄｼﾔ 愛媛 VC VELOCE
509 1802537 本庄 義人 ﾎﾝｼｮｳ ﾖｼﾋﾄ 愛媛 VC VELOCE
510 1800650 千原 一馬 ﾁﾊﾗ ｶｽﾞﾏ 福岡 VC福岡エリート
511 2200098 山﨑 健 ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｹﾙ 愛媛 TEAM LUPPI
512 1400047 菅谷 修 ｽｶﾞﾔ ｵｻﾑ 東京 MIVRO
513 1900251 奥田 拓人 ｵｸﾀﾞ ﾀｸﾄ 東京 Roppongi Express
514 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

515 1700557 松﨑 琢仁 ﾏﾂｻﾞｷ ﾀｸﾐ 埼玉 サイタマサイクルプロジェクト

516 1800333 小林 亮 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳ 兵庫 soleil de lest
517 0000251 佐々木 健 ｻｻｷ ﾀｹｼ 愛知 天狗党

518 1800122 小笠原 輝彦 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾃﾙﾋｺ 大分 TeamUKYO Reve
519 2000924 本田 啓仁 ﾎﾝﾀﾞ ｹｲﾄ 東京 LINKVISION GIRASOLE CYCLING
520 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

521 1800649 石丸 幸士郎 ｲｼﾏﾙ ｺｳｼﾛｳ 福岡 福岡大学

539 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

540 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

541 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

542 0800384 小川 洸 ｵｶﾞﾜ ﾋｶﾙ 京都 VC VELOCE
543 1900403 田中 亮祐 ﾀﾅｶ ﾘｮｳｽｹ 福岡 VC福岡エリート
544 2100237 辻野 壱哉 ﾂｼﾞﾉ ｶｽﾞﾔ 福岡 VC福岡エリート
545 1402092 川野 健太 ｶﾜﾉ ｹﾝﾀ 東京 日本ろう自転車競技協会

546 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

547 1600451 木村 紀仁 ｷﾑﾗ ﾉﾘﾋﾄ 茨城 オッティモ

548 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
549 1502291 糸川 典往 ｲﾄｶﾞﾜ ﾉﾘﾕｷ 島根 soleil de lest
550 2100376 深澤 陽介 ﾌｶｻﾞﾜ ﾖｳｽｹ 兵庫 soleil de lest
551 1602048 西岡 靖記 ﾆｼｵｶ ﾔｽｷ 広島 Team Kermis Cross
552 0500685 清水 一弘 ｼﾐｽﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 富山 TeamUKYO Reve
553 1900545 緒方 稔 ｵｶﾞﾀ ﾐﾉﾙ 宮城 Team nacree
554 1800028 佐藤 俊雄 ｻﾄｳ ﾄｼｵ 兵庫 MiNERVA-asahi
555 1800057 中村 将也 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾔ 大阪 MiNERVA-asahi
556 2000330 大野 道源 ｵｵﾉ ﾐﾁﾓﾄ 島根 CONQUISTA
557 2101197 吉田 壮良 ﾖｼﾀﾞ ｿﾗ 大阪 TEAM CSK
558 2200224 坊 紳 ﾎﾞｳ ｼﾝ 兵庫 SNIFF・OUTDOORLIFE Racing
559 2001634 本間 裕大 ﾎﾝﾏ ﾕｳﾀﾞｲ 大阪 SNIFF・OUTDOORLIFE Racing
560 2200731 南 和人 ﾐﾅﾐ ｶｽﾞﾄ 大阪 OUHS RACING TEAM
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40 名 40 2022/10/10

No. JCF ID 氏名 カナ 登録地 チーム名
601 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

602 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

603 1800699 重原 優希 ｼｹﾞﾊﾗ ﾕｳｷ 京都 VC VELOCE
604 2100238 赤坂 幸一 ｱｶｻｶ ｺｳｲﾁ 福岡 VC福岡エリート
605 2200026 赤松 大貴 ｱｶﾏﾂ ﾀﾞｲｷ 兵庫 soleil de lest
606 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

607 0601596 三上 強 ﾐｶﾐ ﾂﾖｼ 広島 ＴＮＧレーシング広島

608 1001200 難波 大輔 ﾅﾝﾊﾞ ﾀﾞｲｽｹ 岡山 サイファアスリートクラブ岡山

609 2000175 城下 優 ｼﾛｼﾀ ﾏｻﾙ 愛媛 CR3W
610 2000066 片岡 敏一 ｶﾀｵｶ ﾄｼｶｽﾞ 鳥取 Katasei Compagno
611 2100040 井戸田 文博 ｲﾄﾀﾞ ﾌﾐﾋﾛ 鳥取 CONQUISTA
612 1501897 岡山 優太 ｵｶﾔﾏ ﾕｳﾀ 福岡 福岡大学

620 2101914 THOPA SYAIBANI ﾄﾊﾟ ｼｬｲﾊﾞﾆ 大阪 VC AVANZARE
621 2001953 中角 直喜 ﾅｶﾂﾉ ﾅｵｷ 兵庫 Team ZERO　UNO　FRONTIER
622 2202024 藤木 智範 ﾌｼﾞｷ ﾄﾓﾉﾘ 兵庫 Team ZERO　UNO　FRONTIER
623 1500390 小林 達也 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾂﾔ 広島 eNShare Cycling Team
624 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

625 1800245 近森 亮 ﾁｶﾓﾘ ﾘｮｳ 広島 エキップ ティラン
626 1900036 藤井 文男 ﾌｼﾞｲ ﾌﾐｵ 広島 エキップ ティラン
627 1801461 松浦 広明 ﾏﾂｳﾗ ﾋﾛｱｷ 広島 エキップ ティラン
628 2200511 Alan Taylor ｱﾗﾝ ﾃｲﾗｰ 福岡 VC福岡エリート
629 1602040 牛山 恭一 ｳｼﾔﾏ ｷｮｳｲﾁ 鹿児島 VC福岡エリート
630 1201348 江川 哲治 ｴｶﾞﾜ ﾃﾂｼﾞ 福岡 VC福岡エリート
631 2200490 吉田 純 ﾖｼﾀﾞ ﾏｺﾄ 福岡 VC福岡エリート
632 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
633 0501405 金本 康弘 ｶﾅﾓﾄ ﾔｽﾋﾛ 福岡 PARABOLAイワイシーガル
634 2200027 古田 雅樹 ﾌﾙﾀ ﾏｻｷ 兵庫 soleil de lest
635 9802134 中島 義基 ﾅｶｼﾏ ﾖｼｷ 福岡 チーム・チェブロ

636 1601461 吉岡 竜太 ﾖｼｵｶ ﾘｭｳﾀ 広島 Team Kermis Cross
637 1100305 磯田 竜介 ｲｿﾀﾞ ﾘｭｳｽｹ 香川 Team decoja
638 1700102 高橋 学 ﾀｶﾊｼ ﾏﾅﾌﾞ 広島 ＴＮＧレーシング広島

639 2100245 高山 篤史 ﾀｶﾔﾏ ｱﾂｼ 広島 ＴＮＧレーシング広島

640 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

641 1900033 吉海 久人 ﾖｼｶｲ ﾋｻﾄ 広島 ＴＮＧレーシング広島

642 1700578 一丸 裕介 ｲﾁﾏﾙ ﾕｳｽｹ 徳島 TeamUKYO Reve
643 2200420 細井 秀一 ﾎｿｲ ｼｭｳｲﾁ 兵庫 TeamUKYO Reve
644 2000530 堀江 郁人 ﾎﾘｴ ﾌﾐﾄ 静岡 MiNERVA-asahi
645 0801009 岩崎 嶺 ｲﾜｻｷ ﾚｲ 京都 TEAM CSK
646 1700323 坂本 恭平 ｻｶﾓﾄ ｷｮｳﾍｲ 徳島 SNIFF・OUTDOORLIFE Racing
647 2101802 戸田 裕之 ﾄﾀﾞ ﾔｽﾕｷ 岡山 Rapha Cycling Club
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30 名 30 2022/10/10

No. JCF ID 氏名 カナ 登録地 チーム名
701 2100686 末本 歩夢 ｽｴﾓﾄ ｱﾑ 広島 eNShare Cycling Team
702 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

703 2201594 浦前 貴紀 ｳﾗﾏｴ ﾀｶﾉﾘ 福岡 VC福岡エリート
704 濱田 剛志 ﾊﾏﾀﾞ ﾂﾖｼ 長崎 NEST nagasaki
705 2100691 渡部 祥太朗 ﾜﾀﾍﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ 長崎 NEST nagasaki
706 2100115 島田 晃 ｼﾏﾀﾞ ｱｷﾗ 徳島 徳島サイクルレーシング

707 2200240 三重野 翔 ﾐｴﾉ ｼｮｳ 大分 TeamUKYO Reve
708 2200045 安永 智宏 ﾔｽﾅｶﾞ ﾄﾓﾋﾛ 愛媛 Dandy Lion
723 1802137 北野 夏樹 ｷﾀﾉ ﾅﾂｷ 広島 Aki Rising Bicycle team
724 2202228 八代 直也 ﾔｼﾛ ﾅｵﾔ 兵庫 Team ZERO　UNO　FRONTIER
725 1802517 萱野 匠 ｶﾔﾉ ﾀｸﾐ 大阪 シマノドリンキング

726 0400883 香川 祐太 ｶｶﾞﾜ ﾕｳﾀ 広島 eNShare Cycling Team
727 2200241 牧野 航大 ﾏｷﾉ ｺｳﾀﾞｲ 広島 eNShare Cycling Team
728 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

729 1700668 井上 裕樹 ｲﾉｳｴ ﾕｳｷ 広島 エキップ ティラン
730 2100076 小松 亮一 ｺﾏﾂ ﾘｮｳｲﾁ 福岡 VC福岡エリート
731 2200263 久米 将幹 ｸﾒ ﾏｻｷ 香川 Team decoja
732 1801046 井川 弘貴 ｲｶﾞﾜ ﾋﾛｷ 千葉 TONY Racing
733 2100491 甲斐 祐輔 ｶｲ ﾕｳｽｹ 大分 津末レーシング

734 2100792 森竹 蒼良 ﾓﾘﾀｹ ｿﾗ 大分 TeamUKYO Reve
735 2200044 森川 大護 ﾓﾘｶﾜ ﾀﾞｲｺﾞ 愛媛 CR3W
736 1402141 新村 亮太 ｼﾝﾑﾗ ﾘｮｳﾀ 大阪 AXIS Cycling Team
737 2200011 猪谷 丈夫 ｲﾀﾆ ﾀｹｵ 大阪 TEAM CSK
738 2200010 文野 一輝 ﾌﾞﾝﾉ ｶｽﾞｱｷ 大阪 TEAM CSK
739 宮脇 陸徳 ﾐﾔﾜｷ ﾘｸﾄ 大阪 TEAM CSK
740 2200798 井木 浩太 ｲｷﾞ ｺｳﾀ 熊本 onekan × attaquer
741 2200635 深谷 侑司 ﾌｶﾔ ﾕｳｼﾞ 神奈川 onekan × attaquer
742 2202004 門脇 知慎 ｶﾄﾞﾜｷ ﾄﾓﾉﾘ 大分 IGNITE Racing Team
743 2201180 古本 尚大 ｺﾓﾄ ｼｮｳﾀﾞｲ 大阪 OUHS RACING TEAM
744 行田良和 ﾕｷﾀ ﾖｼｶｽﾞ 大阪 ※オープン
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