
95 名 95 2022/9/4

No. JCF ID 氏名 カナ 登録地 チーム名

101 2100750 藤山 龍太 ﾌｼﾞﾔﾏ ﾘｭｳﾀ 石川 TTG　ミトロング-V
102 1502719 篠原 輝利 ｼﾉﾊﾗ ｷﾘ 茨城 AVENTURA VICTORIA RACING
103 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

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

106 2100299 大森 虹亮 ｵｵﾓﾘ ｺｳｽｹ 千葉 BMレーシングZUNOW
107 1500813 堀田 耕司 ﾎｯﾀ ｺｳｼﾞ 愛知 BREZZA-KAMIHAGI
108 1600888 大澤 昌輝 ｵｵｻﾜ ﾏｻｷ 愛知 BREZZA-KAMIHAGI
109 1703353 植田 恒平 ｳｴﾀﾞ ｺｳﾍｲ 兵庫 Team ZERO　UNO　FRONTIER
110 1800842 辻 康成 ﾂｼﾞ ﾔｽﾅﾘ 兵庫 Team ZERO　UNO　FRONTIER
111 0601400 大濱 篤史 ｵｵﾊﾏ ｱﾂｼ 大阪 チバポンズ

112 1500648 福吉 紳悟 ﾌｸﾖｼ ｼﾝｺﾞ 神奈川 YOKOSUKA UNO RACING
113 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

114 1500414 谷口 勝 ﾀﾆｸﾞﾁ ｼｮｳ 大阪 CWASPアタリ前田

115 1401920 田代 亘 ﾀｼﾛ ﾜﾀﾙ 大阪 シマノドリンキング

116 1703521 神谷 正紀 ｶﾐﾔ ﾏｻﾉﾘ 静岡 シマノドリンキング

117 1101124 武久 弘太 ﾀｹﾋｻ ｺｳﾀ 京都 eNShare Cycling Team
118 1600432 藤岡 泰之 ﾌｼﾞｵｶ ﾔｽﾕｷ 広島 eNShare Cycling Team
119 1300125 石井 晋也 ｲｼｲ ｼﾝﾔ 奈良 EURO-WORKS Racing
120 0500349 井上 人志 ｲﾉｳｴ ﾋﾄｼ 滋賀 VC VELOCE
121 0800384 小川 洸 ｵｶﾞﾜ ﾋｶﾙ 京都 VC VELOCE
122 1800085 池川 辰哉 ｲｹｶﾞﾜ ﾀﾂﾔ 大阪 VC VELOCE
123 9700734 井上 登士哉 ｲﾉｳｴ ﾄｼﾔ 愛媛 VC VELOCE
124 1802537 本庄 義人 ﾎﾝｼｮｳ ﾖｼﾋﾄ 愛媛 VC VELOCE
125 1600308 大内 淳司 ｵｵｳﾁ ｱﾂｼ 茨城 GROWING Racing Team
126 9900113 高橋 利明 ﾀｶﾊｼ ﾄｼｱｷ 茨城 GROWING Racing Team
127 1001777 伊藤 晋一 ｲﾄｳ ｼﾝｲﾁ 神奈川 G.S.POSITIVO
128 1800073 橋岡 宏茂 ﾊｼｵｶ ﾋﾛｼ 愛知 KINAN AACA
129 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

130 0900441 所司 純一 ｼｮｼ ｼﾞｭﾝｲﾁ 京都 モジュマ エリアゼロナナゴ

132 1400047 菅谷 修 ｽｶﾞﾔ ｵｻﾑ 東京 MIVRO
133 0210383 下村 英男 ｼﾓﾑﾗ ﾋﾃﾞｵ 大阪 ナカガワAS・K’デザイン

134 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

135 1700026 中西 啓太 ﾅｶﾆｼ ｹｲﾀ 大阪 パナソニックレーシング

136 1600015 石井 和明 ｲｼｲ ｶｽﾞｱｷ 兵庫 Rapha Cycling Club
137 1801013 榊原 航太 ｻｶｷﾊﾞﾗ ｺｳﾀ 神奈川 Roppongi Express
138 9901846 大倉 健一 ｵｵｸﾗ ｹﾝｲﾁ 東京 セオレーシング

139 1800333 小林 亮 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳ 兵庫 soleil de lest
140 2001365 栗山 和之 ｸﾘﾔﾏ ｶｽﾞﾕｷ 兵庫 soleil de lest
141 2100376 深澤 陽介 ﾌｶｻﾞﾜ ﾖｳｽｹ 兵庫 soleil de lest
142 2100318 山下 悠 ﾔﾏｼﾀ ﾕｳ 兵庫 soleil de lest
143 0500435 福留 康介 ﾌｸﾄﾞﾒ ｺｳｽｹ 岡山 Team Kermis Cross
144 2200056 水本 賢太 ﾐｽﾞﾓﾄ ｹﾝﾀ 奈良 Team Kermis Cross
145 1600502 宮本 訓寛 ﾐﾔﾓﾄ ｸﾆﾋﾛ 大阪 チーム スクアドラ

146 1800234 福田 龍生 ﾌｸﾀﾞ ﾘｭｳ 栃木 イナーメ信濃山形-EFT
147 1900545 緒方 稔 ｵｶﾞﾀ ﾐﾉﾙ 宮城 Team nacree
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148 1800028 佐藤 俊雄 ｻﾄｳ ﾄｼｵ 兵庫 MiNERVA-asahi
149 1800057 中村 将也 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾔ 大阪 MiNERVA-asahi
150 1902732 永友 宏樹 ﾅｶﾞﾄﾓ ﾋﾛｷ 東京 MiNERVA-asahi
151 2100123 小林 毅瑠 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｹﾙ 東京 MiNERVA-asahi
152 1500951 奥山 太郎 ｵｸﾔﾏ ﾀﾛｳ 北海道 YURIFitCyclingTEAM
153 1700969 中前 元久 ﾅｶﾏｴ ﾓﾄﾋｻ 石川 バルバクラブカナザワ

154 1500217 八幡 光哉 ﾔﾊﾀ ﾐﾂﾔ 東京 TEAM EMMA Cycling
155 1702396 斎藤 剛 ｻｲﾄｳ ﾂﾖｼ 東京 TEAM EMMA Cycling
163 1500245 金子 和裕 ｶﾈｺ ｶｽﾞﾋﾛ 石川 TTG　ミトロング-V
164 1600693 荒木 樹 ｱﾗｷ ﾀﾂﾞﾙ 石川 TTG　ミトロング-V
165 1200364 山田 陽一 ﾔﾏﾀﾞ ﾖｳｲﾁ 石川 TTG　ミトロング-V
166 0701310 管 洋介 ｽｶﾞ ﾖｳｽｹ 茨城 AVENTURA VICTORIA RACING
167 1502532 西尾 洋介 ﾆｼｵ ﾖｳｽｹ 富山 バルバサイクルレーシングチーム

168 0501388 奥田 瑛史 ｵｸﾀﾞ ｴｲｼﾞ 兵庫 BC.ANELLO
169 1100087 田中 信行 ﾀﾅｶ ﾉﾌﾞﾕｷ 奈良 EURO-WORKS Racing
170 1501603 石井 雄悟 ｲｼｲ ﾕｳｺﾞ 大阪 VC VELOCE
171 1100453 山野井 哲実 ﾔﾏﾉｲ ｻﾄﾐ 大阪 VC VELOCE
172 0900099 加藤 浩生 ｶﾄｳ ﾋﾛｵ 大阪 VC VELOCE
173 2100237 辻野 壱哉 ﾂｼﾞﾉ ｶｽﾞﾔ 福岡 VC福岡エリート

174 1900403 田中 亮祐 ﾀﾅｶ ﾘｮｳｽｹ 福岡 VC福岡エリート

175 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

176 1700358 中林 翔 ﾅｶﾊﾞﾔｼ ｼｮｳ 愛知 KINAN AACA
177 1600451 木村 紀仁 ｷﾑﾗ ﾉﾘﾋﾄ 茨城 オッティモ

178 2000694 安富 友裕 ﾔｽﾄﾐ ﾄﾓﾋﾛ 東京 名岐ベンド

179 2000033 山田 和弘 ﾔﾏﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 岐阜 名岐ベンド

180 1001917 小林 孝臣 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶｵﾐ 和歌山 ミルキーウェイ和歌山

181 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

182 9701689 福田 透 ﾌｸﾀﾞ ﾄｵﾙ 滋賀 ナカガワAS・K’デザイン

183 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

184 1502291 糸川 典往 ｲﾄｶﾞﾜ ﾉﾘﾕｷ 島根 soleil de lest
185 2000008 中市 昌樹 ﾅｶｲﾁ ﾏｻｷ 大阪 Team Kermis Cross
186 0700204 大原 勇生 ｵｵﾊﾗ ﾕｳｷ 大阪 チーム スクアドラ

187 0900367 隅原 秀年 ｽﾐﾊﾗ ﾋﾃﾞﾄｼ 大阪 チーム スクアドラ

188 1700751 小山田 亮 ｵﾔﾏﾀﾞ ﾘｮｳ 静岡 TEAM YOU CAN
189 1600153 山名 拳太郎 ﾔﾏﾅ ｹﾝﾀﾛｳ 和歌山 TeamUKYO Reve
190 0500685 清水 一弘 ｼﾐｽﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 富山 TeamUKYO Reve
191 2001921 高木 礼 ﾀｶｷﾞ ﾗｲ 岐阜 イナーメ信濃山形-EFT
192 1900668 中司 大輔 ﾅｶﾂｶｻ ﾀﾞｲｽｹ滋賀 イナーメ信濃山形-EFT
193 1900199 中野 圭 ﾅｶﾉ ｹｲ 愛知 イナーメ信濃山形-EFT
194 1700056 渡瀬 義雄 ﾜﾀｾ ﾖｼｵ 静岡 Yamanakako Cycling Team
195 1900355 鉄山 智弘 ﾃﾂﾔﾏ ﾄﾓﾋﾛ 滋賀 MiNERVA-asahi
196 2000330 大野 道源 ｵｵﾉ ﾐﾁﾓﾄ 島根 CONQUISTA
197 2000339 南 広樹 ﾐﾅﾐ ﾋﾛｷ 滋賀 TeamZenko
198 2100267 北川 拓弥 ｷﾀｶﾞﾜ ﾀｸﾐ 大阪 Infinity Style
199 0600568 水野 貴行 ﾐｽﾞﾉ ﾀｶﾕｷ 愛知 Infinity Style
200 2100346 内賀嶋 駿 ｳﾁｶﾞｼﾏ ｼｭﾝ 京都 Infinity Style
201 1700031 中治 綱太 ﾅｶｼﾞ ｺｳﾀ 大阪 Infinity Style
202 1500596 兼松 大和 ｶﾈﾏﾂ ﾔﾏﾄ 大阪 Infinity Style
203 2001634 本間 裕大 ﾎﾝﾏ ﾕｳﾀﾞｲ 大阪 SNIFF・OUTDOORLIFE Racing



62 名 62 2022/9/4

No. JCF ID 氏名 カナ 登録地 チーム名

301 2100330 霜出 祐輝 ｼﾓｲﾃﾞ ﾕｳｷ 神奈川 Defardi
302 0300284 辻 力 ﾂｼﾞ ﾏｻﾙ 石川 TTG　ミトロング-V
303 1000013 吉村 裕 ﾖｼﾑﾗ ﾕﾀｶ 大阪 VC AVANZARE
304 2101914 THOPA SYAIBANIﾄﾊﾟ ｼｬｲﾊﾞﾆ 大阪 VC AVANZARE
305 1800055 増田 壮真 ﾏｽﾀﾞ ｿｳﾏ 茨城 ブラウ・ブリッツェン

306 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

307 0800487 山下 秀剛 ﾔﾏｼﾀ ﾋﾃﾞﾀｶ 三重 スポルテック

308 1702424 黒田 拓杜 ｸﾛﾀﾞ ﾀｸﾄ 富山 シマノドリンキング

309 1900436 松本 竜太朗 ﾏﾂﾓﾄ ﾘｭｳﾀﾛｳ奈良 EURO-WORKS Racing
310 2001671 岡本 涼 ｵｶﾓﾄ ﾘｮｳ 大阪 VC VELOCE
311 1800699 重原 優希 ｼｹﾞﾊﾗ ﾕｳｷ 京都 VC VELOCE
312 2200511 Alan Taylor ｱﾗﾝ ﾃｲﾗｰ 福岡 VC福岡エリート

313 2100289 田中 航太 ﾀﾅｶ ｺｳﾀ 東京 日本ろう自転車競技協会

314 1301694 小貫 智紀 ｵﾇｷ ﾄﾓﾉﾘ 神奈川 PHANTOM 湘南

315 1100040 小山 洋平 ｺﾔﾏ ﾖｳﾍｲ 神奈川 Racing CUBE
316 0400358 鈴木 大忠 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾀﾀﾞ 群馬 SUBARU Cycling Team
317 9802134 中島 義基 ﾅｶｼﾏ ﾖｼｷ 福岡 チーム・チェブロ

318 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

319 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

320 2000016 丸渕 聖悟 ﾏﾙﾌﾞﾁ ｼｮｳｺﾞ東京 FAST LANE Racing
321 1800411 岩崎 礼緒 ｲﾜｻｷ ﾚｵ 和歌山 JIN CYCLING TEAM
322 1902299 堀井 卓 ﾎﾘｲ ﾀｸ 兵庫 MiNERVA-asahi
323 2000530 堀江 郁人 ﾎﾘｴ ﾌﾐﾄ 静岡 MiNERVA-asahi
324 2000175 城下 優 ｼﾛｼﾀ ﾏｻﾙ 愛媛 CR3W
325 1703340 能口 和久 ﾉｸﾞﾁ ｶｽﾞﾋｻ 石川 バルバクラブカナザワ

326 2200173 河西 秀介 ｶﾜﾆｼ ｼｭｳｽｹ 大阪 SNIFF・OUTDOORLIFE Racing
327 2200600 大森 拓実 ｵｵﾓﾘ ﾀｸﾐ 神奈川 onekan × attaquer
328 2200731 南 和人 ﾐﾅﾐ ｶｽﾞﾄ 大阪 OUHS RACING TEAM
334 1700869 中村 勝彦 ﾅｶﾑﾗ ｶﾂﾋｺ 石川 TTG　ミトロング-V
335 2200316 高村 明希斗 ﾀｶﾑﾗ ｱｷﾄ 愛知 BREZZA-KAMIHAGI
336 2001953 中角 直喜 ﾅｶﾂﾉ ﾅｵｷ 兵庫 Team ZERO　UNO　FRONTIER
337 1801461 松浦 広明 ﾏﾂｳﾗ ﾋﾛｱｷ 広島 エキップ ティラン

338 1700491 河村 敦人 ｶﾜﾑﾗ ｱﾂﾄ 滋賀 EXTENDED VAX SAYAMA
339 0500351 鎌谷 哲也 ｶﾏﾀﾆ ﾃﾂﾔ 大阪 VC VELOCE
340 1200390 石井 智 ｲｼｲ ﾄﾓ 大阪 VC VELOCE
341 2100377 久保 陽大 ｸﾎﾞ ﾖｳﾀﾞｲ 大阪 VC福岡エリート

342 1500505 築山 元樹 ﾂｷﾔﾏ ｹﾞﾝｷ 岡山 Team Grandi Petit
343 1801309 池上 徹 ｲｹｶﾞﾐ ﾄｵﾙ 和歌山 KINAN AACA
344 1400107 山本 哲哉 ﾔﾏﾓﾄ ﾃﾂﾔ 和歌山 ミルキーウェイ和歌山

345 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

346 0300335 松並 俊雄 ﾏﾂﾅﾐ ﾄｼｵ 大阪 masahikomifune.com CyclingTeam
347 1902556 生天目 隼人 ﾅﾊﾞﾀﾒ ﾊﾔﾄ 神奈川 PHANTOM 湘南

348 2101802 戸田 裕之 ﾄﾀﾞ ﾔｽﾕｷ 岡山 Rapha Cycling Club
349 1800172 安田 忠勲 ﾔｽﾀﾞ ﾀﾀﾞｲｻ 兵庫 Rapha Cycling Club
350 1200151 谷口 友希 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾕｳｷ 三重 SPADE・ACE
351 1100305 磯田 竜介 ｲｿﾀﾞ ﾘｭｳｽｹ 香川 Team decoja
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352 2200420 細井 秀一 ﾎｿｲ ｼｭｳｲﾁ 兵庫 TeamUKYO Reve
353 2000314 菅田 有記 ｽｹﾞﾀ ﾕｳｷ 東京 LINKVISION GIRASOLE CYCLING
354 1800458 深谷 優光 ﾌｶﾔ ﾏｻﾐﾂ 愛知 イナーメ信濃山形-EFT
355 0700045 岩月 伸夫 ｲﾜﾂｷ ﾉﾌﾞｵ 愛知 イナーメ信濃山形-EFT
356 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

357 2101719 村田 麻弦 ﾑﾗﾀ ﾏｲﾄ 京都 ZERO BIKE FACTORY
358 2000085 大島 和也 ｵｵｼﾏ ｶｽﾞﾔ 愛知 MiNERVA-asahi
359 1601028 清水 敏郎 ｼﾐｽﾞ ﾄｼﾛｳ 愛媛 CR3W
360 2000066 片岡 敏一 ｶﾀｵｶ ﾄｼｶｽﾞ 鳥取 Katasei Compagno
361 2100040 井戸田 文博 ｲﾄﾀﾞ ﾌﾐﾋﾛ 鳥取 CONQUISTA
362 1701199 勝水 拓也 ｶﾂﾐｽﾞ ﾀｸﾔ 奈良 TeamZenko
363 0000283 辻 善光 ﾂｼﾞ ﾖｼﾐﾂ 京都 TeamZenko
364 2101649 西川 響 ﾆｼｶﾜ ﾋﾋﾞｷ 石川 バルバクラブハクサン

365 0100203 井上 和郎 ｲﾉｳｴ ｶｽﾞｵ 石川 バルバクラブハクサン

366 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

368 1600601 高山 恭彰 ﾀｶﾔﾏ ﾔｽｱｷ 大阪 MAX SPEED 97



68 名 68 2022/9/4

No. JCF ID 氏名 カナ 登録地 チーム名

401 1800596 西川 奏 ﾆｼｶﾜ ｿｳ 神奈川 BMレーシングZUNOW
402 2101338 岩間 祐人 ｲﾜﾏ ﾕｳﾄ 愛知 BREZZA-KAMIHAGI
403 1801397 安藤 賢二 ｱﾝﾄﾞｳ ｹﾝｼﾞ 兵庫 Team ZERO　UNO　FRONTIER
404 2202024 藤木 智範 ﾌｼﾞｷ ﾄﾓﾉﾘ 兵庫 Team ZERO　UNO　FRONTIER
405 2000384 山本 大貴 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛｷ 三重 MAX SPEED 97
406 2200027 古田 雅樹 ﾌﾙﾀ ﾏｻｷ 兵庫 soleil de lest
407 1200454 布施 利実 ﾌｾ ﾄｼﾐ 東京 TEAM SANREMO
408 1900675 南里 勝由 ﾅﾝﾘ ｶﾂﾖｼ 徳島 徳島サイクルレーシング

409 2100148 齋藤 成矢 ｻｲﾄｳ ｾｲﾔ 大阪 Team Kermis Cross
410 1801046 井川 弘貴 ｲｶﾞﾜ ﾋﾛｷ 千葉 TONY Racing
411 2202041 松村 凌雅 ﾏﾂﾑﾗ ﾘｮｳｶﾞ 大分 津末レーシング

412 1700523 大森 健史 ｵｵﾓﾘ ｹﾝｼﾞ 大阪 TeamUKYO Reve
413 1703219 塚越 一生 ﾂｶｺﾞｼ ｲｯｾｲ 北海道 LINKVISION GIRASOLE CYCLING
414 2200370 西澤 直紀 ﾆｼｻﾞﾜ ﾅｵｷ 長野 FAST LANE Racing
415 2102051 吉田 健 ﾖｼﾀﾞ ｹﾝ 東京 OM VELO Coaching
416 1001270 松本 尚平 ﾏﾂﾓﾄ ｼﾖｳﾍｲ 和歌山 JIN CYCLING TEAM
417 2001801 吉田 光希 ﾖｼﾀﾞ ｺｳｷ 千葉 MiNERVA-asahi
418 2101819 天野 康輝 ｱﾏﾉ ｺｳｷ 富山 バルバクラブタカオカ

419 2000471 宮脇 陸徳 ﾐﾔﾜｷ ﾘｸﾄ 大阪 TEAM CSK
420 2200010 文野 一輝 ﾌﾞﾝﾉ ｶｽﾞｱｷ 大阪 TEAM CSK
421 2200011 猪谷 丈夫 ｲﾀﾆ ﾀｹｵ 大阪 TEAM CSK
422 0801009 岩崎 嶺 ｲﾜｻｷ ﾚｲ 京都 TEAM CSK
423 2200045 安永 智宏 ﾔｽﾅｶﾞ ﾄﾓﾋﾛ 愛媛 Dandy Lion
424 1802457 田代 アッバース ﾀｼﾛ ｱｯﾊﾞｰｽ 埼玉 TEAM MILANO
425 1700323 坂本 恭平 ｻｶﾓﾄ ｷｮｳﾍｲ 徳島 SNIFF・OUTDOORLIFE Racing
426 2200215 武内 匡一 ﾀｹｳﾁ ｷｮｳｲﾁ 大阪 SNIFF・OUTDOORLIFE Racing
427 2201521 高橋 瑛志 ﾀｶﾊｼ ｱｷﾋﾄ 神奈川 Over Rage Racing Team
433 1801811 長尾 拓人 ﾅｶﾞｵ ﾀｸﾄ 埼玉 AutoBahnGotemba
434 1300542 大友 皓平 ｵｵﾄﾓ ｺｳﾍｲ 大阪 VC AVANZARE
435 2200174 樋江井 康人 ﾋｴｲ ﾔｽﾄ 愛知 BREZZA-KAMIHAGI
436 2000207 河村 新太 ｺｳﾑﾗ ｱﾗﾀ 愛知 BREZZA-KAMIHAGI
437 2200040 木山 雄平 ｷﾔﾏ ﾕｳﾍｲ 大阪 Team ZERO　UNO　FRONTIER
438 1900887 太田 督人 ｵｵﾀ ﾄｸﾋﾄ 和歌山 FortunaTredici
439 1300050 村田 修 ﾑﾗﾀ ｵｻﾑ 大阪 FortunaTredici
440 9900005 中島 雅央 ﾅｶｼﾞﾏ ﾏｻｵ 大阪 シマノドリンキング

441 1401104 山住 虎太郎 ﾔﾏｽﾞﾐ ｺﾀﾛｳ 兵庫 VC VELOCE
442 1401976 駿籐 ひでき ｽﾝﾄｳ ﾋﾃﾞｷ 滋賀 岩井商会レーシング

443 2201584 井村 海斗 ｲﾑﾗ ｶｲﾄ 三重 KINAN AACA
444 2000161 藤田 雅史 ﾌｼﾞﾀ ﾏｻﾌﾐ 京都 PRT KOSEKI　金生堂

445 1902600 大西 祐哉 ｵｵﾆｼ ﾕｳﾔ 愛知 名岐ベンド

446 0200998 小賀野 晃 ｵｶﾞﾉ ｱｷﾗ 滋賀 ナカガワAS・K’デザイン

447 1901772 生天目 直樹 ﾅﾊﾞﾀ ﾅｵｷ 神奈川 PHANTOM 湘南

448 1800092 安達 拓郎 ｱﾀﾞﾁ ﾀｸﾛｳ 兵庫 Rapha Cycling Club
449 2200744 松崎 暁広 ﾏﾂｻﾞｷ ｱｷﾋﾛ 兵庫 soleil de lest
450 2201524 曽根 潤一 ｿﾈ ｼﾞｭﾝｲﾁ 静岡 SPADE・ACE
451 1901434 山口 智裕 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄﾓﾋﾛ 香川 Team decoja
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452 2200263 久米 将幹 ｸﾒ ﾏｻｷ 香川 Team decoja
453 0301568 多端 亮 ﾀﾊﾞﾀ ﾘｮｳ 奈良 Team decoja
454 2000547 荒木 哉大 ｱﾗｷ ｶﾅﾀ 大阪 ZERO BIKE FACTORY
455 2001642 上原 光 ｳｴﾊﾗ ﾋｶﾙ 大阪 ZERO BIKE FACTORY
456 2102059 竹中 智貴 ﾀｹﾅｶ ﾄﾓｷ 奈良 MiNERVA-asahi
457 2000345 塩見 隼祐 ｼｵﾐ ｼｭﾝｽｹ 鳥取 Katasei Compagno
458 1402141 新村 亮太 ｼﾝﾑﾗ ﾘｮｳﾀ 大阪 AXIS Cycling Team
459 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

460 1802788 森 拓也 ﾓﾘ ﾀｸﾔ 石川 バルバクラブハクサン

461 2000278 粟津 創 ｱﾜｽﾞ ﾊｼﾞﾒ 石川 バルバクラブハクサン

462 2001912 佐久間 一稀 ｻｸﾏ ｲﾂｷ 富山 バルバクラブトヤマ

463 2000571 青山 洋樹 ｱｵﾔﾏ ﾋﾛｷ 富山 バルバクラブトヤマ

464 1200359 小山 恭平 ｺﾔﾏ ｷｮｳﾍｲ 石川 バルバクラブカナザワ

465 1602462 柳 神二郎 ﾔﾅｷﾞ ｼﾝｼﾞﾛｳ福井 バルバクラブフクイ

466 2200450 前田 悦宏 ﾏｴﾀﾞ ﾖｼﾋﾛ 福井 バルバクラブフクイ

467 1602461 南部 隆一 ﾅﾝﾌﾞ ﾘｭｳｲﾁ 福井 バルバクラブフクイ

468 2201814 海老原 優真 ｴﾋﾞﾊﾗ ﾕｳﾏ 神奈川 Over Rage Racing Team
469 2200798 井木 浩太 ｲｷﾞ ｺｳﾀ 熊本 onekan × attaquer
470 2201180 古本 尚大 ｺﾓﾄ ｼｮｳﾀﾞｲ 大阪 OUHS RACING TEAM
471 1901542 村田 太一 ﾑﾗﾀ ﾀｲﾁ 北海道 Tri-X Japan　※オープン

472 2100973 熊田 祥大 ｸﾏﾀﾞ ｼｮｳﾀ 大阪 大阪工業大学　※オープン

473 2100223 木村 直司 ｷﾑﾗ ﾅｵｼﾞ 愛知 カンピオーネ　※オープン



13 名 13 2022/9/4

No. JCF ID 氏名 カナ 登録地 チーム名

501 2000280 藤原 里絵子 ﾌｼﾞ ﾘｴｺ 石川 TTG　ミトロング-V
502 1900279 岡本 彩那 ｵｶﾓﾄ ｱﾔﾅ 栃木 ブラウ・ブリッツェン

503 1600018 堀江 みちこ ﾎﾘｴ ﾐﾁｺ 大阪 VC VELOCE
504 1800032 森本 保乃花 ﾓﾘﾓﾄ ﾎﾉｶ 大阪 VC VELOCE
505 1900658 谷野 美里 ﾀﾆﾉ ﾐｻﾄ 石川 バルバクラブカナザワ

506 1700511 島橋 由美子 ｼﾏﾊｼ ﾕﾐｺ 富山 バルバクラブタカオカ

509 1301654 中原 恭恵 ﾅｶﾊﾗ ﾔｽｴ 広島 AVENTURA VICTORIA RACING
510 2100358 江崎 結衣 ｴｻｷ ﾕｲ 熊本 VC福岡エリート

511 1010013 沼田 信子 ﾇﾏﾀ ﾉﾌﾞｺ 静岡 Arancia　Collina c.c
512 2001942 南 芙美子 ﾐﾅﾐ ﾌﾐｺ 滋賀 TeamZenko
513 1402118 佐々木 恵美 ｻｻｷ ﾒｸﾞﾐ 福井 バルバクラブフクイ

514 1100491 白崎 美由紀 ｼﾗｻｷ ﾐﾕｷ 福井 バルバクラブフクイ

515 2000073 室崎 友紀 ﾑﾛｻｷ ﾕｷ 富山 バルバクラブタカオカ
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7 名 7 2022/9/4

No. JCF ID 氏名 カナ 登録地 チーム名

601 2000337 中尾 涼介 ﾅｶｵ ﾘｮｳｽｹ 大阪 VC AVANZARE
602 2101364 吉中 美空 ﾖｼﾅｶ ﾐｸ 佐賀 VC福岡エリート

603 1990317 安川 尚吾 ﾔｽｶﾜ ｼｮｳｺﾞ 愛知 ORCA CYCLING TEAM
604 2001343 平山 雷斗 ﾋﾗﾔﾏ ﾗｲﾄ 愛知 中部大学第一高等学校

605 2200054 舟本 陽 ﾌﾅﾓﾄ ｱｷﾗ 徳島 徳島サイクルレーシング

606 2101329 濱田 望月 ﾊﾏﾀﾞ ﾐﾂｷ 和歌山 JIN CYCLING TEAM
607 2200016 山本 蓮 ﾔﾏﾓﾄ ﾚﾝ 和歌山 JIN CYCLING TEAM
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23 名 23 2022/9/4

No. JCF ID 氏名 カナ 登録地 チーム名

701 1000714 佐々木 暖 ｻｻｷ ﾀﾞﾝ 奈良 EURO-WORKS Racing
702 1000512 佐井 輝久 ｻｲ ﾃﾙﾋｻ 京都 VC VELOCE
703 1301620 浜田 健志 ﾊﾏﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 大阪 VC VELOCE
704 1900365 山田 竜輔 ﾔﾏﾀﾞ ﾘｭｳｽｹ 東京 なるしまフレンド

705 1600085 石井 久雄 ｲｼｲ ﾋｻｵ 兵庫 soleil de lest
706 0000387 大橋 克弘 ｵｵﾊｼ ｶﾂﾋﾛ 静岡 SPADE・ACE
707 1000397 清水 洋一 ｼﾐｽﾞ ﾖｳｲﾁ 東京 SINGLE SPEED SOLDIERS
708 2000173 波片 鉄平 ﾊｶﾞﾀ ﾃｯﾍﾟｲ 愛媛 CR3W
709 1902446 曾根 謙一 ｿﾈ ｹﾝｲﾁ 大阪 エコサイクル

713 0000134 滝山 信行 ﾀｷﾔﾏ ﾉﾌﾞﾕｷ 兵庫 チバポンズ

714 1400073 水田 昌宏 ﾐｽﾞﾀ ﾏｻﾋﾛ 大阪 CWASPアタリ前田

715 1001922 森 俊夫 ﾓﾘ ﾄｼｵ 奈良 EURO-WORKS Racing
716 1100076 角田 光隆 ｽﾐﾀﾞ ﾐﾂﾀｶ 奈良 EURO-WORKS Racing
717 2100045 和泉 潤 ｲｽﾞﾐ ｼﾞｭﾝ 京都 VC VELOCE
718 9702064 布施 啓富 ﾌｾ ﾋﾛﾄﾐ 兵庫 VC VELOCE
719 0800194 上田 貴史 ｳｴﾀﾞ ﾀｶｼ 大阪 VC VELOCE
720 1900213 外岡 幸容 ｿﾄｵｶ ﾕｷﾋﾛ 奈良 Team まんま

721 0800254 石津 佳也 ｲｼﾂﾞ ﾖｼﾅﾘ 奈良 Team まんま

722 1400295 大森 健一 ｵｵﾓﾘ ｹﾝｲﾁ 広島 Team Kermis Cross
723 0900003 森川 恭徳 ﾓﾘｶﾜ ﾔｽﾉﾘ 静岡 Arancia　Collina c.c
724 2100262 秦 智香 ﾊﾀ ﾄﾓﾖｼ 大阪 Infinity Style
725 1702115 坂上 統 ｻｶｶﾞﾐ ｱﾂﾑ 兵庫 OGT Racing Team 
726 2101837 橘 辰雄 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾀﾂｵ 富山 バルバクラブタカオカ

【クラスタ:M  グレード:Cc】
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