
59 名 59 2022/10/22

No. JCF ID 氏名 カナ 登録地 チーム名

11 1000513 徳田 優 ﾄｸﾀﾞ ｽｸﾞﾙ 京都 TEAM BRIDGESTONE Cycling
12 0801402 沢田 時 ｻﾜﾀﾞ ﾄｷ 滋賀 TEAM BRIDGESTONE Cycling
13 0900845 橋本 英也 ﾊｼﾓﾄ ｴｲﾔ 岐阜 TEAM BRIDGESTONE Cycling
14 0801159 近谷 涼 ﾁｶﾀﾆ ﾘｮｳ 富山 TEAM BRIDGESTONE Cycling
15 1501423 山本 哲央 ﾔﾏﾓﾄ ﾃﾂｵ 山梨 TEAM BRIDGESTONE Cycling
16 1601710 兒島 直樹 ｺｼﾞﾏ ﾅｵｷ 福岡 TEAM BRIDGESTONE Cycling
17 1501582 河野 翔輝 ｶﾜﾉ ｼｮｳｷ 奈良 TEAM BRIDGESTONE Cycling
18 1500848 松田 祥位 ﾏﾂﾀﾞ ｼｮｳｲ 滋賀 TEAM BRIDGESTONE Cycling
21 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

22 1501061 佐藤 健 ｻﾄｳ ｹﾝ 福岡 愛三工業レーシングチーム

31 0500601 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
41 1201132 中井 唯晶 ﾅｶｲ ﾀﾀﾞｱｷ 滋賀 シマノレーシング

42 1201367 風間 翔眞 ｶｻﾞﾏ ｼｮｳﾏ 福島 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 0801515 伊藤 舜紀 ｲﾄｳ ｼｭﾝｷ 鹿児島 CIEL BLEU KANOYA
54 0900699 原田 裕成 ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾛｱｷ 鹿児島 CIEL BLEU KANOYA
55 1300689 古谷田 貴斗 ｺﾔﾀ ﾀｶﾄ 鹿児島 CIEL BLEU KANOYA
56 1702467 大河内 将泰 ｵｵｺｳﾁ ﾏｻﾋﾛ 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 1300766 茂越 龍哉 ﾓｺﾞｴ ﾀﾂﾔ 兵庫 備後しまなみeNShare
62 1601026 松原 颯祐 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｿｳｽｹ 広島 備後しまなみeNShare
63 1501045 木原 与志寛 ｷﾊﾗ ﾖｼﾋﾛ 広島 備後しまなみeNShare
64 1700212 満上 亘 ﾐﾂｶﾐ ﾜﾀﾙ 滋賀 備後しまなみeNShare
65 1301358 吉岡 衛 ﾖｼｵｶ ﾏﾓﾙ 奈良 備後しまなみeNShare
81 0801747 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 9800459 小畑 郁 ｵﾊﾞﾀ ｶｵﾙ 東京 LEOMO Bellmare Racing Team
84 1501710 寺田 吉騎 ﾃﾗﾀﾞ ﾖｼｷ 静岡 LEOMO Bellmare Racing Team
91 1300056 比護 任 ﾋｺﾞ ｱﾀﾙ 大阪 イナーメ信濃山形

92 0900524 渡邊 聡 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾄﾙ 神奈川 イナーメ信濃山形

93 1500885 塩澤 魁 ｼｵｻﾞﾜ ｶｲ 愛知 イナーメ信濃山形

94 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

95 1301405 本田 竜介 ﾎﾝﾀﾞ ﾘｭｳｽｹ 新潟 イナーメ信濃山形

96 0201014 大塚 航 ｵｵﾂｶ ﾜﾀﾙ 広島 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 1500427 松井 敏文 ﾏﾂｲ ﾄｼﾌﾐ 北海道 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 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

106 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

107 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

108 0300866 渡邊 正光 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾐﾂ JPCA 群馬グリフィンレーシングチーム

111 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
112 1602371 佐藤 光 ｻﾄｳ ﾋｶﾙ 沖縄 稲城FIETSクラスアクト
113 1901014 佐藤 寛朗 ｻﾄｳ ﾋﾛｱｷ 千葉 稲城FIETSクラスアクト
114 1601219 松下 直暉 ﾏﾂｼﾀ ﾅｵｷ 東京 稲城FIETSクラスアクト
115 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
121 0701489 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 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

123 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

124 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

125 1301908 山口 和来 ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｽﾞｷ 東京 アヴニールサイクリング山梨

第2回かすみがうらタイムトライアル
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53 名 53 2022/10/22

No. JCF ID 氏名 カナ 登録地 チーム名

201 2100330 霜出 祐輝 ｼﾓｲﾃﾞ ﾕｳｷ 神奈川 Defardi
202 1700601 川田 翔太 ｶﾜﾀﾞ ｼｮｳﾀ 東京 AVENTURA VICTORIA RACING
203 1300170 山科 竜一郎 ﾔﾏｼﾅ ﾘｭｳｲﾁﾛｳ 兵庫 VC AVANZARE
204 1802380 室賀 貴仁 ﾑﾛｶﾞ ﾀｶﾋﾄ 栃木 ブラウ・ブリッツェン

205 1800041 横矢 峻 ﾖｺﾔ ｼｭﾝ 千葉 BMレーシングZUNOW
206 1900153 萩谷 蒼風 ﾊｷﾞﾔ ｿﾗ 茨城 ボンシャンスACA
207 1500813 堀田 耕司 ﾎｯﾀ ｺｳｼﾞ 愛知 BREZZA-KAMIHAGI
208 1600888 大澤 昌輝 ｵｵｻﾜ ﾏｻｷ 愛知 BREZZA-KAMIHAGI
209 1703353 植田 恒平 ｳｴﾀﾞ ｺｳﾍｲ 兵庫 Team ZERO　UNO　FRONTIER
210 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

211 1301464 中村 潤 ﾅｶﾑﾗ ｼﾞｭﾝ 東京 docomo RT
212 9700734 井上 登士哉 ｲﾉｳｴ ﾄｼﾔ 愛媛 VC VELOCE
213 1604019 大原 陸 ｵｵﾊﾗ ﾘｸ 大阪 VC VELOCE
214 1600308 大内 淳司 ｵｵｳﾁ ｱﾂｼ 茨城 GROWING Racing Team
215 9900113 高橋 利明 ﾀｶﾊｼ ﾄｼｱｷ 茨城 GROWING Racing Team
216 1100570 光山 英典 ﾐﾂﾔﾏ ﾋﾃﾞﾉﾘ 千葉 GROWING Racing Team
217 1001777 伊藤 晋一 ｲﾄｳ ｼﾝｲﾁ 神奈川 G.S.POSITIVO
218 5212902 清水 大地 ｼﾐｽﾞ ﾀﾞｲﾁ 栃木 Honda栃木
219 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

220 1402092 川野 健太 ｶﾜﾉ ｹﾝﾀ 東京 日本ろう自転車競技協会

221 1800073 橋岡 宏茂 ﾊｼｵｶ ﾋﾛｼ 愛知 KINAN AACA
222 2000217 成田 眸 ﾅﾘﾀ ﾋﾄﾐ 愛知 KINAN AACA
223 2200021 荻野 徹 ｵｷﾞﾉ ﾄｵﾙ 三重 KINAN AACA
224 1400047 菅谷 修 ｽｶﾞﾔ ｵｻﾑ 東京 MIVRO
225 1400135 川島 健人 ｶﾜｼﾏ ｹﾝﾄ 東京 なるしまフレンド

226 0301731 金田 一 ｶﾈﾀﾞ ﾊｼﾞﾒ 茨城 OYAMA STARPLEX
227 1902556 生天目 隼人 ﾅﾊﾞﾀﾒ ﾊﾔﾄ 神奈川 PHANTOM 湘南
228 1901772 生天目 直樹 ﾅﾊﾞﾀﾒ ﾅｵｷ 神奈川 PHANTOM 湘南
229 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

230 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

231 9901846 大倉 健一 ｵｵｸﾗ ｹﾝｲﾁ 東京 セオレーシング

232 0000251 佐々木 健 ｻｻｷ ﾀｹｼ 愛知 天狗党

233 1600285 山田 貴一 ﾔﾏﾀﾞ ｷｲﾁ 東京 LINKVISION GIRASOLE CYCLING
234 2000924 本田 啓仁 ﾎﾝﾀﾞ ｹｲﾄ 東京 LINKVISION GIRASOLE CYCLING
235 0210018 小室 雅成 ｺﾑﾛ ﾏｻﾅﾘ 埼玉 イナーメ信濃山形-EFT
236 1800234 福田 龍生 ﾌｸﾀﾞ ﾘｭｳ 栃木 イナーメ信濃山形-EFT
237 1803019 岡崎 一輝 ｵｶｻﾞｷ ｶｽﾞｷ 静岡 Yamanakako Cycling Team
238 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

239 1500951 奥山 太郎 ｵｸﾔﾏ ﾀﾛｳ 北海道 YURIFitCyclingTEAM
240 1701564 島野 翔汰 ｼﾏﾉ ｼｮｳﾀ 北海道 YURIFitCyclingTEAM
241 1702396 斎藤 剛 ｻｲﾄｳ ﾂﾖｼ 東京 TEAM EMMA Cycling
243 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

244 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

245 1200538 平賀 康一 ﾋﾗｶﾞ ｺｳｲﾁ 東京 Team CUORE
246 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

247 1600451 木村 紀仁 ｷﾑﾗ ﾉﾘﾋﾄ 茨城 オッティモ

248 1801013 榊原 航太 ｻｶｷﾊﾞﾗ ｺｳﾀ 神奈川 Roppongi Express
249 1300016 藤井 一厳 ﾌｼﾞｲ ﾉﾌﾞﾋﾛ 静岡 SPADE・ACE
250 1301786 野上 太一 ﾉｶﾞﾐ ﾀｲﾁ 愛知 天狗党

251 1700683 吉田 健太郎 ﾖｼﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 群馬 TRC PANAMAREDS
252 9700879 藤井 壮太 ﾌｼﾞｲ ｿｳﾀ 長野 東洋水産ロードレース部

253 1700056 渡瀬 義雄 ﾜﾀｾ ﾖｼｵ 静岡 Yamanakako Cycling Team
315 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　※オープン

第2回かすみがうらタイムトライアル
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45 名 45 2022/10/22

No. JCF ID 氏名 カナ 登録地 チーム名

242 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

401 1700869 中村 勝彦 ﾅｶﾑﾗ ｶﾂﾋｺ 石川 TTG　ミトロング-V
402 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

403 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

404 2100348 松島 煌和 ﾏﾂｼﾏ ｺｳﾜ 埼玉 COW GUMMA
405 1500198 國定 洋光 ｸﾆｻﾀﾞ ﾋﾛﾐﾂ 東京 Team CUORE
406 1900372 西川 正隼 ﾆｼｶﾜ ﾏｻﾄｼ 茨城 ウィンディー筑波

407 2000070 髙橋 和也 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾔ 千葉 ウィンディー筑波

409 1602040 牛山 恭一 ｳｼﾔﾏ ｷｮｳｲﾁ 鹿児島 VC福岡エリート
410 2200511 Alan Taylor ｱﾗﾝ ﾃｲﾗｰ 福岡 VC福岡エリート
411 2100289 田中 航太 ﾀﾅｶ ｺｳﾀ 東京 日本ろう自転車競技協会

412 1600461 小林 崇 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶｼ 千葉 オッティモ

413 1600008 高山 秀樹 ﾀｶﾔﾏ ﾋﾃﾞｷ 大阪 Ｔｒｉ－Ｘ　ＪＡＰＡＮ

414 1301694 小貫 智紀 ｵﾇｷ ﾄﾓﾉﾘ 神奈川 PHANTOM 湘南
416 0400358 鈴木 大忠 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾀﾀﾞ 群馬 SUBARU Cycling Team
417 0900006 杉原 和剛 ｽｷﾞﾊﾗ ｶｽﾞﾋｻ 静岡 SPADE・ACE
418 9802134 中島 義基 ﾅｶｼﾏ ﾖｼｷ 福岡 チーム・チェブロ

419 1601630 秋田 圭佑 ｱｷﾀ ｹｲｽｹ 茨城 Team Eurasia - iRC TIRE
420 2000314 菅田 有記 ｽｹﾞﾀ ﾕｳｷ 東京 LINKVISION GIRASOLE CYCLING
421 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
422 1900528 佐藤 彰馬 ｻﾄｳ ｼｮｳﾏ 群馬 Greeen Lights Racing Team
423 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

424 1902658 権田 歩人 ｺﾞﾝﾀﾞ ｱﾙﾄ 東京 Avenir Yamanashi Yamanakako
425 1703346 金田 歩 ｶﾈﾀﾞ ｱﾕﾑ 北海道 AXIS Cycling Team
426 2201814 海老原 優真 ｴﾋﾞﾊﾗ ﾕｳﾏ 神奈川 Over Rage Racing Team
427 2201899 池谷 隆太 ｲｹﾔ ﾘｭｳﾀ 静岡 Over Rage Racing Team
428 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

429 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

430 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

431 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

432 1802693 竹野 迅音 ﾀｹﾉ ﾊﾔﾄ 三重 朝明高校

433 1901751 菅原 聡 ｽｶﾞﾜﾗ ｻﾄﾙ 埼玉 AutoBahnGotemba
434 2100632 神山 皓紀 ｶﾐﾔﾏ ｺｳｷ 栃木 ブラウ・ブリッツェン

435 1300024 佐藤 秀和 ｻﾄｳ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 埼玉 サイクルフリーダム・レーシング

436 2200038 佐久間 毅 ｻｸﾏ ﾂﾖｼ 千葉 湾岸サイクリング・ユナイテッド

437 1900468 梶木 瑛心 ｶｼﾞｷ ｴｲｼﾝ 宮城 eNShare Cycling Team
438 9700200 梶木 恒介 ｶｼﾞｷ ｺｳｽｹ 宮城 eNShare Cycling Team
439 1301949 鴻池 凌 ｺｳﾉｲｹ ﾘｮｳ 京都 VC VELOCE
440 1502722 山本 康雄 ﾔﾏﾓﾄ ﾔｽｵ 神奈川 パラティアムTOKYO Fusion Systems
441 1900247 寺本 達哉 ﾃﾗﾓﾄ ﾀﾂﾔ 京都 Rapha Cycling Club
442 1800172 安田 忠勲 ﾔｽﾀﾞ ﾀﾀﾞｲｻ 兵庫 Rapha Cycling Club
443 9802325 山本 健一 ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝｲﾁ 東京 Roppongi Express
444 1101602 若林 貴広 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾀｶﾋﾛ 東京 Ｙ’ｓ Ｒｏａｄ
445 1000754 橘田 和樹 ｷｯﾀ ｶｽﾞｷ 栃木 The CAMP＊US
498 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

第2回かすみがうらタイムトライアル
【クラスタ:E2  グレード:Bt】



24 名 24 2022/10/22

No. JCF ID 氏名 カナ 登録地 チーム名

501 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

502 2200382 柴田 晋 ｼﾊﾞﾀ ｽｽﾑ 茨城 ウィンディー筑波

503 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

504 2000384 山本 大貴 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛｷ 三重 MAX SPEED 97
505 1001243 坂本 真吾 ｻｶﾓﾄ ｼﾝｺﾞ 栃木 OYAMA STARPLEX
506 0900273 中山 恭介 ﾅｶﾔﾏ ｷｮｳｽｹ 神奈川 HAMMER!!BROS
507 1000961 鹿島 裕生 ｶｼﾏ ﾋﾛｷ 千葉 セオレーシング

508 2100054 石井 佑樹 ｲｼｲ ﾕｳｷ 埼玉 セオレーシング

509 1703219 塚越 一生 ﾂｶｺﾞｼ ｲｯｾｲ 東京 LINKVISION GIRASOLE CYCLING
510 2101355 丹波 星那 ﾀﾝﾊﾞ ｾﾅ 東京 イナーメ信濃山形-EFT
511 2200370 西澤 直紀 ﾆｼｻﾞﾜ ﾅｵｷ 長野 FAST LANE Racing
512 1703537 仁 藤掛 ｼﾞﾝ ﾌｼﾞｶｹ 栃木 Greeen Lights Racing Team
513 2100089 先崎 薫 ｾﾝｻﾞｷ ｶｵﾙ 埼玉 S`fida Prego Racing
514 若林 優画芙 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾕｶﾞﾌ 東京 ALDINA
515 1900671 堀沢 光幸 ﾎﾘｻﾜ ﾐﾂﾕｷ 新潟 JR East United
516 1802457 田代 アッバース ﾀｼﾛ ｱｯﾊﾞｰｽ 埼玉 TEAM MILANO
517 三浦 大輝 ﾐｳﾗ ﾀﾞｲｷ 東京 TEAM EMMA Cycling
518 2200139 長島 諒 ﾅｶﾞｼﾏ ﾘｮｳ 埼玉 CYCLOCLUB
519 2201521 高橋 瑛志 ﾀｶﾊｼ ｱｷﾋﾄ 神奈川 Over Rage Racing Team
520 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

521 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

522 1702547 黒須 翔吾 ｸﾛｽ ｼｮｳｺﾞ 埼玉 サイタマサイクルプロジェクト

523 2200319 中村 拓哉 ﾅｶﾑﾗ ﾀｸﾔ 東京 ASMIC
563 1900365 山田 竜輔 ﾔﾏﾀﾞ ﾘｭｳｽｹ 東京 なるしまフレンド　※オープン

第2回かすみがうらタイムトライアル
【クラスタ:E3  グレード:Ct】



7 名 7 2022/10/22

No. JCF ID 氏名 カナ 登録地 チーム名

601 1900279 岡本 彩那 ｵｶﾓﾄ ｱﾔﾅ 栃木 ブラウ・ブリッツェン

602 1801202 廣瀬 博子 ﾋﾛｾ ﾋﾛｺ 埼玉 サイタマサイクルプロジェクト

603 1301645 渡邊 瑛里 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｴﾘ 神奈川 松輪塾

604 1700745 西倉 陽子 ﾆｼｸﾗ ﾖｳｺ 埼玉 GROWING Racing Team
605 1800718 千野 あゆみ ﾁﾉ ｱﾕﾐ 埼玉 サイタマサイクルプロジェクト

606 1301646 林口 幸恵 ﾊﾔｼｸﾞﾁ ﾕｷｴ 栃木 Gufo Cycle Works
607 1700698 野崎　桃世 ﾉｻﾞｷ ﾓﾓﾖ 千葉 Team 自転車処 風輪　※オープン

第2回かすみがうらタイムトライアル
【クラスタ:F  グレード:Bt】



9 名 9 2022/10/22

No. JCF ID 氏名 カナ 登録地 チーム名

701 1900281 本井 大裕 ﾓﾄｲ ﾀﾞｲｽｹ 栃木 ブラウ・ブリッツェン

702 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

703 1902224 室伏 碧透 ﾑﾛﾌｼ ｱｵﾄ 千葉 BRIDGE BIKE PRODUCTS 
704 2001388 望月 蓮 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾚﾝ 山梨 山梨県立吉田高校

705 2101275 辻 洸之介 ﾂｼﾞ ｺｳﾉｽｹ 千葉 千葉県立銚子商業高等学校

706 2001343 平山 雷斗 ﾋﾗﾔﾏ ﾗｲﾄ 愛知 中部大学第一高等学校

707 2100276 川出 空 ｶﾜﾃﾞ ｿﾗ 栃木 ブラウ・ブリッツェン

708 2101924 宮崎 優人 ﾐﾔｻﾞｷ ﾕｳﾄ 東京 TEAM YOU CAN
719 2100175 和泉颯真 ｲｽﾞﾐ ﾘｮｳﾏ 大阪 ※オープン

【クラスタ:Y1  グレード:Bt】

第2回かすみがうらタイムトライアル


