
47 名 47 2022/10/8

No. JCF ID 氏名 カナ 登録地 チーム名
101 1700601 川田 翔太 ｶﾜﾀﾞ ｼｮｳﾀ 東京 AVENTURA VICTORIA RACING
102 0701310 管 洋介 ｽｶﾞ ﾖｳｽｹ 茨城 AVENTURA VICTORIA RACING
103 1700561 石下 翔太 ｲｼｹﾞ ｼｮｳﾀ 栃木 ブラウ・ブリッツェン

104 1802380 室賀 貴仁 ﾑﾛｶﾞ ﾀｶﾋﾄ 栃木 ブラウ・ブリッツェン

105 1001579 若林 幹夫 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾐｷｵ 栃木 ブラウ・ブリッツェン

106 1800041 横矢 峻 ﾖｺﾔ ｼｭﾝ 千葉 BMレーシングZUNOW
107 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

108 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

109 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

110 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

111 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

112 1500648 福吉 紳悟 ﾌｸﾖｼ ｼﾝｺﾞ 神奈川 YOKOSUKA UNO RACING
113 1001877 重田 兼吾 ｼｹﾞﾀ ｹﾝｺﾞ 千葉 Team CUORE
114 1200538 平賀 康一 ﾋﾗｶﾞ ｺｳｲﾁ 東京 Team CUORE
115 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

116 1500253 石塚 将人 ｲｼﾂﾞｶ ﾏｻﾄ 千葉 湾岸サイクリング・ユナイテッド

117 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

118 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

119 2000185 古谷 朋一 ﾌﾙﾀﾆ ﾄﾓｶｽﾞ 千葉 湾岸サイクリング・ユナイテッド

120 2200165 加藤 光雄 ｶﾄｳ ﾐﾂｵ 埼玉 EXTENDED VAX SAYAMA
121 1800085 池川 辰哉 ｲｹｶﾞﾜ ﾀﾂﾔ 大阪 VC VELOCE
122 1702062 臼井 一雅 ｳｽｲ ｶｽﾞﾏｻ 栃木 Honda栃木

123 1402092 川野 健太 ｶﾜﾉ ｹﾝﾀ 東京 日本ろう自転車競技協会

124 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

125 1600451 木村 紀仁 ｷﾑﾗ ﾉﾘﾋﾄ 茨城 オッティモ

126 2000694 安富 友裕 ﾔｽﾄﾐ ﾄﾓﾋﾛ 東京 名岐ベンド

127 2000033 山田 和弘 ﾔﾏﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 岐阜 名岐ベンド

128 1400135 川島 健人 ｶﾜｼﾏ ｹﾝﾄ 東京 なるしまフレンド

129 0200172 平林 昌樹 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾏｻｷ 神奈川 なるしまフレンド

130 0301731 金田 一 ｶﾈﾀﾞ ﾊｼﾞﾒ 茨城 OYAMA STARPLEX
131 1602702 中川 由人 ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳﾄ 神奈川 SBC Vertex Racing Team
132 0001698 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

133 1600285 山田 貴一 ﾔﾏﾀﾞ ｷｲﾁ 東京 LINKVISION GIRASOLE CYCLING
134 1800234 福田 龍生 ﾌｸﾀﾞ ﾘｭｳ 栃木 イナーメ信濃山形-EFT
135 2000035 増子 悠樹 ﾏｽｺ ﾕｳｷ 栃木 イナーメ信濃山形-EFT
136 2001054 夏目 天斗 ﾅﾂﾒ ﾀｶﾄ 静岡 LEVANTE HOPE
137 1900545 緒方 稔 ｵｶﾞﾀ ﾐﾉﾙ 宮城 Team nacree
138 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

139 2100123 小林 毅瑠 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｹﾙ 東京 MiNERVA-asahi
140 1800028 佐藤 俊雄 ｻﾄｳ ﾄｼｵ 兵庫 MiNERVA-asahi
141 1902732 永友 宏樹 ﾅｶﾞﾄﾓ ﾋﾛｷ 東京 MiNERVA-asahi
142 2100704 渡辺 悠太 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾀ 埼玉 チームロチ"ャース

143 1500951 奥山 太郎 ｵｸﾔﾏ ﾀﾛｳ 北海道 YURIFitCyclingTEAM
144 1500217 八幡 光哉 ﾔﾊﾀ ﾐﾂﾔ 東京 TEAM EMMA Cycling
145 2200600 大森 拓実 ｵｵﾓﾘ ﾀｸﾐ 神奈川 onekan × attaquer
146 1900153 萩谷 蒼風 ﾊｷﾞﾔ ｿﾗ 茨城 ボンシャンスACA
147 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

第1回袖ヶ浦クリテリウム
【クラスタ:E1  グレード:Ac】



45 名 45 2022/10/8

No. JCF ID 氏名 カナ 登録地 チーム名
201 1801641 加藤 すばる ｶﾄｳ ｽﾊﾞﾙ 埼玉 ブラウ・ブリッツェン

202 0000034 篠﨑 翔太 ｼﾉｻﾞｷ ｼｮｳﾀ 栃木 ブラウ・ブリッツェン

203 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

204 高山 遼 ﾀｶﾔﾏ ﾘｮｳ 千葉 サイクルフリーダム・レーシング

205 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

206 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

207 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

208 1500258 前川 太一 ﾏｴｶﾜ ﾀｲﾁ 千葉 湾岸サイクリング・ユナイテッド

209 1700491 河村 敦人 ｶﾜﾑﾗ ｱﾂﾄ 滋賀 EXTENDED VAX SAYAMA
210 1900070 田崎 蓮 ﾀｻｷ ﾚﾝ 埼玉 EXTENDED VAX SAYAMA
211 2000070 髙橋 和也 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾔ 千葉 ウィンディー筑波

212 1900372 西川 正隼 ﾆｼｶﾜ ﾏｻﾄｼ 茨城 ウィンディー筑波

213 1402034 菅野 将志 ｶﾝﾉ ﾏｻｼ 神奈川 HIRAKO.mode
214 0700471 中山 勝晴 ﾅｶﾔﾏ ﾏｻﾊﾙ 神奈川 HIRAKO.mode
215 1301694 小貫 智紀 ｵﾇｷ ﾄﾓﾉﾘ 神奈川 PHANTOM 湘南

216 0400358 鈴木 大忠 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾀﾀﾞ 群馬 SUBARU Cycling Team
217 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

218 9800627 安川 智一朗 ﾔｽｶﾜ ﾄﾓｲﾁﾛｳ 栃木 SPADE・ACE
219 9802134 中島 義基 ﾅｶｼﾏ ﾖｼｷ 福岡 チーム・チェブロ

220 0600912 竹内 正宏 ﾀｹｳﾁ ﾏｻﾋﾛ 神奈川 たかだフレンドレーシング

221 0101229 井上 裕太郎 ｲﾉｳｴ ﾕｳﾀﾛｳ 神奈川 TONY Racing
222 2200236 北川 和真 ｷﾀｶﾞﾜ ｶｽﾞﾏ 神奈川 LINKVISION GIRASOLE CYCLING
223 2000314 菅田 有記 ｽｹﾞﾀ ﾕｳｷ 東京 LINKVISION GIRASOLE CYCLING
224 2000289 大徳 繁騎 ﾀﾞｲﾄｸ ｼｹﾞｷ 埼玉 LINKVISION GIRASOLE CYCLING
225 2101688 永井 健太 ﾅｶﾞｲ ｹﾝﾀ 東京 LINKVISION GIRASOLE CYCLING
226 0700045 岩月 伸夫 ｲﾜﾂｷ ﾉﾌﾞｵ 愛知 イナーメ信濃山形-EFT
227 1801451 北村 佳重 ｷﾀﾑﾗ ﾖｼﾉﾌﾞ 栃木 イナーメ信濃山形-EFT
228 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

229 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

230 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

231 0001649 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

232 2000016 丸渕 聖悟 ﾏﾙﾌﾞﾁ ｼｮｳｺﾞ 東京 FAST LANE Racing
233 2100654 平野 慎太郎 ﾋﾗﾉ ｼﾝﾀﾛｳ 大阪 Yamanakako Cycling Team
234 1900528 佐藤 彰馬 ｻﾄｳ ｼｮｳﾏ 群馬 Greeen Lights Racing Team
235 2000213 小林 将人 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾄ 福島 MiNERVA-asahi
236 2101674 荒木 陽翔 ｱﾗｷ ﾊﾙﾄ 埼玉 チームロチ"ャース

237 2100241 大内 康弘 ｵｵｳﾁ ﾔｽﾋﾛ 東京 MAYSTORM
238 0600059 黒沢 大介 ｸﾛｻﾜ ﾀﾞｲｽｹ 東京 MAVIC TEST TEAM
239 0300181 永田 隼也 ﾅｶﾞﾀ ｼﾞｭﾝﾔ 神奈川 MAVIC TEST TEAM
240 2201814 海老原 優真 ｴﾋﾞﾊﾗ ﾕｳﾏ 神奈川 Over Rage Racing Team
241 2201981 塩崎 真和 ｼｵｻﾞｷ ﾏｵ 神奈川 Over Rage Racing Team
242 2201899 池谷 隆太 ｲｹﾔ ﾘｭｳﾀ 静岡 Over Rage Racing Team
243 2001952 小林 大悟 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲｺﾞ 神奈川  慶應義塾大学

244 2001016 畠山 和也 ﾊﾀｹﾔﾏ ｶｽﾞﾔ 東京 TRYCLE.ing
245 2200267 小峯 胤 ｺﾐﾈ ﾂﾂﾞｷ 千葉 BMレーシングZUNOW

第1回袖ヶ浦クリテリウム
【クラスタ:E2  グレード:Bc】



44 名 44 2022/10/8

No. JCF ID 氏名 カナ 登録地 チーム名
301 1501094 長澤 和樹 ﾅｶﾞｻﾜ ｶｽﾞｷ 神奈川 YOKOSUKA UNO RACING
302 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

303 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

304 1500261 村口 裕樹 ﾑﾗｸﾞﾁ ﾕｳｷ 千葉 湾岸サイクリング・ユナイテッド

305 1900049 浪川 祥弘 ﾅﾐｶﾜ ﾀﾀﾞﾋﾛ 千葉 エクストリームつくば

306 1901358 濱地 裕樹 ﾊﾏｼﾞ ﾋﾛｷ 茨城 エクストリームつくば

307 2000753 北島 柊歩 ｷﾀｼﾞﾏ ｼｭｳﾄ 茨城 ウィンディー筑波

308 2200382 柴田 晋 ｼﾊﾞﾀ ｽｽﾑ 茨城 ウィンディー筑波

309 1800467 文倉 慎太郎 ﾌﾐｸﾗ ｼﾝﾀﾛｳ 茨城 ウィンディー筑波

310 1902600 大西 祐哉 ｵｵﾆｼ ﾕｳﾔ 愛知 名岐ベンド

311 0900273 中山 恭介 ﾅｶﾔﾏ ｷｮｳｽｹ 神奈川 HAMMER!!BROS
312 2100054 石井 佑樹 ｲｼｲ ﾕｳｷ 埼玉 セオレーシング

313 1000961 鹿島 裕生 ｶｼﾏ ﾋﾛｷ 千葉 セオレーシング

314 1200454 布施 利実 ﾌｾ ﾄｼﾐ 東京 TEAM SANREMO
315 2000454 佐藤 彰 ｻﾄｳ ｱｷﾗ 栃木 リベルタスTOCHIGI BICYCLE CLUB
316 9700788 藤橋 亮 ﾌｼﾞﾊｼ ﾘｮｳ 千葉 チーム・チェブロ

317 1801046 井川 弘貴 ｲｶﾞﾜ ﾋﾛｷ 千葉 TONY Racing
318 2000335 関谷 勇希 ｾｷﾔ ﾕｳｷ 東京 TONY Racing
319 2202243 土屋 凛太郎 ﾂﾁﾔ ﾘﾝﾀﾛｳ 東京 LINKVISION GIRASOLE CYCLING
320 2101355 丹波 星那 ﾀﾝﾊﾞ ｾﾅ 東京 イナーメ信濃山形-EFT
321 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

322 2100734 浅野 晃一 ｱｻﾉ ｺｳｲﾁ 埼玉 S`fida Prego Racing
323 1900047 小柳 俊夫 ｺﾔﾅｷﾞ ﾄｼｵ 千葉 S`fida Prego Racing
324 1902761 井上 慶亮 ｲﾉｳｴ ﾖｼｱｷ 千葉 MiNERVA-asahi
325 2001801 吉田 光希 ﾖｼﾀﾞ ｺｳｷ 千葉 MiNERVA-asahi
326 2100446 大野 陽平 ｵｵﾉ ﾖｳﾍｲ 埼玉 ASMIC
327 1101043 鈴木 誠人 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾄ 東京 Team一匹狼

328 2000334 宮野 正史 ﾐﾔﾉ ﾏｻｼ 東京 Team一匹狼

329 2200107 吉田 晴彦 ﾖｼﾀﾞ ﾊﾙﾋｺ 埼玉 Team一匹狼

330 1802457 田代 アッバース ﾀｼﾛ ｱｯﾊﾞｰｽ 埼玉 TEAM MILANO
331 2200036 増田 有輝 ﾏｽﾀﾞ ﾕｳｷ 埼玉 TEAM MILANO
332 2201521 高橋 瑛志 ﾀｶﾊｼ ｱｷﾋﾄ 神奈川 Over Rage Racing Team
333 2101387 六川 毅 ﾛｸｶﾞﾜ ﾂﾖｼ 神奈川  慶應義塾大学

334 2201646 手塚 功一 ﾃﾂﾞｶ ｺｳｲﾁ 茨城 KPRB　※オープン

335 平 直也 ﾀｲﾗ ﾅｵﾔ 茨城 KPRB　※オープン

336 夏堀 優輝 ﾅﾂﾎﾞﾘ ﾕｳｷ 千葉 BMレーシングzunow　※オープン

337 冨岡 健人 ﾄﾐｵｶ ｹﾝﾄ 東京 SCC　※オープン

338 稲葉 翔汰 ｲﾅﾊﾞｼｮｳﾀ 東京 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ　※オープン

339 2201090 来田 雄大 ｷﾀ ﾕｳﾀﾞｲ 千葉 埼玉大学自転車競技部　※オープン

340 2201519 阿部 浩大 ｱﾍﾞ ｺｸﾀ 東京 慶應義塾大学　※オープン

341 2201894 平井 健三 ﾋﾗｲ ｹﾝｿﾞｳ 東京 慶應義塾大学自転車競技部　※オープン

342 2101780 知名 透真 ﾁﾅ ﾄｳﾏ 愛知 SQUAD TAKUYA　※オープン

343 田村 繁貴 ﾀﾑﾗ ｼｹﾞｷ 東京 ※オープン

344 0800456 須佐 浩二 ｽｻ ｺｳｼﾞ 埼玉 Team FITTE

第1回袖ヶ浦クリテリウム
【クラスタ:E3  グレード:Cc】



3 名 3 2022/10/8

No. JCF ID 氏名 カナ 登録地 チーム名
401 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

402 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

403 2202236 武田 和佳奈 ﾀｹﾀﾞ ﾜｶﾅ 東京 LINKVISION GIRASOLE CYCLING　※オープン

第1回袖ヶ浦クリテリウム
【クラスタ:F  グレード:Bc】



10 名 10 2022/10/8

No. JCF ID 氏名 カナ 登録地 チーム名
451 1101715 飯嶋 睦 ｲｲｼﾞﾏ ﾑﾂﾐ 千葉 湾岸サイクリング・ユナイテッド

452 1900365 山田 竜輔 ﾔﾏﾀﾞ ﾘｭｳｽｹ 東京 なるしまフレンド

453 0701564 遠藤 優 ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｳ 東京 Roppongi Express
454 9700528 横田 正美 ﾖｺﾀ ﾏｻﾐ 栃木 リベルタスTOCHIGI BICYCLE CLUB
455 2000105 加藤 唯史 ｶﾄｳ ﾀﾀﾞｼ 東京 TONY Racing
456 1700547 森 紀侑 ﾓﾘ ﾉﾘﾕｷ 栃木  Gufo Cycle Works
457 2200151 山本 教夫 ﾔﾏﾓﾄ ﾉﾘｵ 神奈川 松輪塾

458 矢島 竜一 ﾔｼﾞﾏ ﾘｭｳｲﾁ 埼玉 ※オープン

459 小林 秀治 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭｳｼﾞ 東京 ※オープン

460 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

第1回袖ヶ浦クリテリウム
【クラスタ:M  グレード:Cc】


