
88 名 88 2022/7/16

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 マドリッド 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 500798 窪木 一茂 ｸﾎﾞｷ ｶｽﾞｼｹﾞ 福島 TEAM BRIDGESTONE Cycling
12 1000513 徳田 優 ﾄｸﾀﾞ ｽｸﾞﾙ 京都 TEAM BRIDGESTONE Cycling
13 801402 沢田 時 ｻﾜﾀﾞ ﾄｷ 滋賀 TEAM BRIDGESTONE Cycling
14 900845 橋本 英也 ﾊｼﾓﾄ ｴｲﾔ 岐阜 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 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
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 1401433 床井 亮太 ﾄｺｲ ﾘｮｳﾀ 栃木 シマノレーシング

44 佐藤 宇志 ｻﾄｳ ﾀｶｼ 大阪 シマノレーシング

45 1401518 尾形 尚彦 ｵｶﾞﾀ ﾀｶﾋｺ 宮城 シマノレーシング

46 1201132 中井 唯晶 ﾅｶｲ ﾀﾀﾞｱｷ 滋賀 シマノレーシング

47 1201367 風間 翔眞 ｶｻﾞﾏ ｼｮｳﾏ 福島 シマノレーシング

48 1600024 天野 壮悠 ｱﾏﾉ ﾀｹﾊﾙ 大阪 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 900699 原田 裕成 ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾛｱｷ 鹿児島 CIEL BLEU KANOYA
56 1601206 道見 優太 ﾄﾞｳﾐ ﾕｳﾀ 鹿児島 CIEL BLEU KANOYA
61 1200122 平林 楓輝 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾌｳｷ 愛媛 備後しまなみeNShare
62 1300766 茂越 龍哉 ﾓｺﾞｴ ﾀﾂﾔ 兵庫 備後しまなみeNShare
63 1601026 松原 颯祐 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｿｳｽｹ 広島 備後しまなみeNShare
64 1501045 木原 与志寛 ｷﾊﾗ ﾖｼﾋﾛ 広島 備後しまなみeNShare
65 1700212 満上 亘 ﾐﾂｶﾐ ﾜﾀﾙ 滋賀 備後しまなみeNShare
66 1301358 吉岡 衛 ﾖｼｵｶ ﾏﾓﾙ 奈良 備後しまなみeNShare
67 1100567 大町 健斗 ｵｵﾏﾁ ｹﾝﾄ 広島 備後しまなみeNShare
68 1802046 吉木 匠 ﾖｼｷ ﾀｸﾐ 広島 備後しまなみeNShare
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

第2回石川クリテリウム
【クラスタ:P  グレード:Bronze】



83 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

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 1300075 佐川 祐太 ｻｶﾞﾜ ﾕｳﾀ 埼玉 イナーメ信濃山形

96 2200159 加藤 辰之介 ｶﾄｳ ｼﾝﾉｽｹ 三重 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 1601869 中村 龍吉 ﾅｶﾑﾗ ﾀﾂﾖｼ 福島 群馬グリフィンレーシングチーム

104 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

105 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

106 300866 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 Aria Kiani ｱﾘｱ ｷｱﾆ 大阪 稲城FIETSクラスアクト
114 901531 中鶴 友樹 ﾅｶﾂﾙ ﾄﾓｷ 沖縄 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 1601219 松下 直暉 ﾏﾂｼﾀ ﾅｵｷ 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

127 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

128 鈴木 来人 ｽｽﾞｷ ﾗｲﾄ 長野 アヴニールサイクリング山梨

141 100115 畑中 勇介 ﾊﾀﾅｶ ﾕｳｽｹ 東京 KINAN Racing Team
142 1100960 新城 雄大 ｱﾗｼﾛ ﾕｳﾀﾞｲ 沖縄 KINAN Racing Team
143 1001773 山本 大喜 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻｷ 三重 KINAN Racing Team
144 1101876 花田 聖誠 ﾊﾅﾀﾞ ｷﾖﾏｻ 東京 KINAN Racing Team
145 1501574 小出 樹 ｺｲﾃﾞ ｲﾂｷ 長野 KINAN Racing Team
146 1601626 仮屋 和駿 ｶﾘﾔ ｶｽﾞﾄｼ 和歌山 KINAN Racing Team



87 名 87 2022/7/16

No. JCF ID 氏名 カナ 登録地 チーム名

201 1502719 篠原 輝利 ｼﾉﾊﾗ ｷﾘ 茨城 AVENTURA VICTORIA RACING
202 701310 管 洋介 ｽｶﾞ ﾖｳｽｹ 茨城 AVENTURA VICTORIA RACING
203 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

204 中村 圭吾 ﾅｶﾑﾗ ｹｲｺﾞ 富山 バルバサイクルレーシングチーム

205 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

206 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

207 1700561 石下 翔太 ｲｼｹﾞ ｼｮｳﾀ 栃木 ブラウ・ブリッツェン

208 1802380 室賀 貴仁 ﾑﾛｶﾞ ﾀｶﾋﾄ 栃木 ブラウ・ブリッツェン

209 2001565 日置江 草太 ﾋｷｴ ｿｳﾀ 千葉 サイクルフリーダム・レーシング

210 1200538 平賀 康一 ﾋﾗｶﾞ ｺｳｲﾁ 東京 Team CUORE
211 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

212 1300216 石橋 利晃 ｲｼﾊﾞｼ ﾄｼｱｷ 千葉 湾岸サイクリング・ユナイテッド

213 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

214 1800085 池川 辰哉 ｲｹｶﾞﾜ ﾀﾂﾔ 大阪 VC VELOCE
215 9700734 井上 登士哉 ｲﾉｳｴ ﾄｼﾔ 愛媛 VC VELOCE
216 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
217 1600278 御堂 力哉 ﾐﾄﾞｳ ﾘｷﾔ 東京 FORCE
218 1502415 古谷 寛世 ﾌﾙﾔ ｶﾝｾｲ 茨城 GROWING Racing Team
219 9900113 高橋 利明 ﾀｶﾊｼ ﾄｼｱｷ 茨城 GROWING Racing Team
220 1702062 臼井 一雅 ｳｽｲ ｶｽﾞﾏｻ 栃木 Honda栃木
221 1402092 川野 健太 ｶﾜﾉ ｹﾝﾀ 東京 日本ろう自転車競技協会

222 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

223 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

224 2000694 安富 友裕 ﾔｽﾄﾐ ﾄﾓﾋﾛ 東京 名岐ベンド

225 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

226 1400135 川島 健人 ｶﾜｼﾏ ｹﾝﾄ 東京 なるしまフレンド

227 1602702 中川 由人 ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳﾄ 神奈川 SBC Vertex Racing Team
228 1501977 渡辺 拓也 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｸﾔ 愛知 SBC Vertex Racing Team
229 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

230 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

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

232 1502291 糸川 典往 ｲﾄｶﾞﾜ ﾉﾘﾕｷ 島根 soleil de lest
233 1800333 小林 亮 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳ 兵庫 soleil de lest
234 1700751 小山田 亮 ｵﾔﾏﾀﾞ ﾘｮｳ 静岡 TEAM YOU CAN
235 1600295 佐藤 裕太 ｻﾄｳ ﾕｳﾀ 東京 TEAM YOU CAN
236 1600285 山田 貴一 ﾔﾏﾀﾞ ｷｲﾁ 東京 LINKVISION GIRASOLE CYCLING
237 400076 中井 光博 ﾅｶｲ ﾐﾂﾋﾛ 岐阜 イナーメ信濃山形-EFT
238 800429 菅根 利明 ｽｶﾞﾈ ﾄｼｱｷ 群馬 イナーメ信濃山形-EFT
239 1700056 渡瀬 義雄 ﾜﾀｾ ﾖｼｵ 静岡 Yamanakako Cycling Team
240 1501118 渡邉 翔悟 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳｺﾞ 東京 ALDINA
241 1600569 松井 健太 ﾏﾂｲ ｹﾝﾀ 東京 ALDINA
242 800879 成毛 千尋 ﾅﾙｹ ﾁﾋﾛ 東京 ALDINA
243 2100123 小林 毅瑠 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｹﾙ 東京 MiNERVA-asahi
244 2000015 布田 直也 ﾌﾀﾞ ﾅｵﾔ 宮城 MiNERVA-asahi
245 1702085 川勝 敦嗣 ｶﾜｶﾂ ｱﾂｼ 兵庫 MiNERVA-asahi
246 1800057 中村 将也 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾔ 大阪 MiNERVA-asahi
247 801875 小橋 勇利 ｺﾊﾞｼ ﾕｳﾘ 北海道 YURIFitCyclingTEAM
248 1401674 檜村 奏太 ﾋﾑﾗ ｿｳﾀ 新潟 新潟食料農業大学　自転車競技部

249 2101811 佐々木 陸 ｻｻｷ ﾘｸ 富山 バルバクラブトヤマ

250 1702396 斎藤 剛 ｻｲﾄｳ ﾂﾖｼ 東京 TEAM EMMA Cycling
251 1500217 八幡 光哉 ﾔﾊﾀ ﾐﾂﾔ 東京 TEAM EMMA Cycling
252 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

253 1600475 重田 恵杜 ｼｹﾞﾀ ｹｲﾄ 千葉 Team CUORE
254 1001877 重田 兼吾 ｼｹﾞﾀ ｹﾝｺﾞ 千葉 Team CUORE
255 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

第2回石川クリテリウム
【クラスタ:E1  グレード:Ac】



256 1001777 伊藤 晋一 ｲﾄｳ ｼﾝｲﾁ 神奈川 G.S.POSITIVO
257 1800073 橋岡 宏茂 ﾊｼｵｶ ﾋﾛｼ 愛知 KINAN AACA
258 2000033 山田 和弘 ﾔﾏﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 岐阜 名岐ベンド

259 301731 金田 一 ｶﾈﾀﾞ ﾊｼﾞﾒ 茨城 OYAMA STARPLEX
260 400882 加賀 龍治 ｶｶﾞ ﾘｭｳｼﾞ 広島 SUBARU Cycling Team
261 1500665 木村 盛義 ｷﾑﾗ ﾓﾘﾖｼ 群馬 SUBARU Cycling Team
262 2100773 佐久間 崚 ｻｸﾏ ﾘｮｳ 神奈川 Team SHIDO
263 2100243 梶塚 力斗 ｶｼﾞﾂｶ ﾘｷﾄ 大阪 Team Eurasia - iRC TIRE
264 1702381 吉岡 拓哉 ﾖｼｵｶ ﾀｸﾔ 長野 イナーメ信濃山形-EFT
265 2001921 高木 礼 ﾀｶｷﾞ ﾗｲ 岐阜 イナーメ信濃山形-EFT
266 210018 小室 雅成 ｺﾑﾛ ﾏｻﾅﾘ 埼玉 イナーメ信濃山形-EFT
267 2000035 増子 悠樹 ﾏｽｺ ﾕｳｷ 栃木 イナーメ信濃山形-EFT
268 1700502 鷲野 向一 ﾜｼ ｺｳｲﾁ 埼玉 イナーメ信濃山形-EFT
269 1600036 飯田 大樹 ｲｲﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 神奈川 ZERO BIKE FACTORY
270 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

271 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

272 1500951 奥山 太郎 ｵｸﾔﾏ ﾀﾛｳ 北海道 YURIFitCyclingTEAM
273 600568 水野 貴行 ﾐｽﾞﾉ ﾀｶﾕｷ 愛知 Infinity Style
274 1700703 玉城 翔太 ﾀﾏｼﾛ ｼｮｳﾀ 沖縄 日本体育大学

275 1801835 福田 晃司 ﾌｸﾀﾞ ｺｳｼﾞ 埼玉 日本体育大学

276 1601683 阿部 賢明 ｱﾍﾞ ﾀｶｱｷ 新潟 新潟食料農業大学　自転車競技部

277 1800234 福田 龍生 ﾌｸﾀﾞ ﾘｭｳ 栃木 イナーメ信濃山形-EFT
278 1000394 岸 崇仁 ｷｼ ﾀｶﾋﾄ 東京 AVENTURA VICTORIA RACING
279 500821 山口 史明 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾌﾐｱｷ 千葉 湾岸サイクリング・ユナイテッド

280 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

281 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

282 900441 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
283 1900545 緒方 稔 ｵｶﾞﾀ ﾐﾉﾙ 宮城 Team nacree
284 1702002 早瀬 利宇 ﾊﾔｾ ﾘｭｳ 岐阜 ZERO BIKE FACTORY
285 1902732 永友 宏樹 ﾅｶﾞﾄﾓ ﾋﾛｷ 東京 MiNERVA-asahi
286 1800028 佐藤 俊雄 ｻﾄｳ ﾄｼｵ 兵庫 MiNERVA-asahi
287 400296 渋谷 秀俊 ｼﾌﾞﾔ ﾋﾃﾞﾄｼ 山形 クラブ二輪倶　※オープン



24 名 24 2022/7/16

No. JCF ID 氏名 カナ 登録地 チーム名

701 1700601 川田 翔太 ｶﾜﾀﾞ ｼｮｳﾀ 東京 AVENTURA VICTORIA RACING
702 1900153 萩谷 蒼風 ﾊｷﾞﾔ ｿﾗ 茨城 ボンシャンスACA
703 1902556 生天目 隼人 ﾅﾊﾞﾀﾒ ﾊﾔﾄ 神奈川 PHANTOM 湘南
704 1901772 生天目 直樹 ﾅﾊﾞﾀ ﾅｵｷ 神奈川 PHANTOM 湘南
705 2101482 阿蘓 来夢 ｱｿ ﾗｲﾑ 山形 クラブ二輪倶

706 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

707 1803019 岡崎 一輝 ｵｶｻﾞｷ ｶｽﾞｷ 静岡 Yamanakako Cycling Team
708 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

709 2000465 藤本 元貴 ﾌｼﾞﾓﾄ ｹﾞﾝｷ 神奈川 Promotion x Athletes CYCLING
710 2001472 関口 拓真 ｾｷｸﾞﾁ ﾀｸﾏ 神奈川 深沢高等学校

711 2100951 藤澤　勇聡 ﾌｼﾞｻﾜ ﾕｳｿｳ 岩手県 紫波総合高校　※オープン

712 2001072 菅原　悠 ｽｶﾞﾜﾗ ﾊﾙｶ 岩手県 盛岡農業高校　※オープン

713 2001078 鳥屋部　航平 ﾄﾘﾔﾍﾞ　ｺｳﾍｲ 岩手県 盛岡農業高校　※オープン

714 2001147 石井 蓮 ｲｼｲ ﾚﾝ 福島県 学校法人石川高等学校　※オープン

715 4916004 近藤 浩太 ｺﾝﾄﾞｳ ｺｳﾀ 福島県 学校法人石川高等学校　※オープン

716 2100299 大森 虹亮 ｵｵﾓﾘ ｺｳｽｹ 千葉 BMレーシングZUNOW
717 2201680 佐藤 愛祈 ｻﾄｳ ｱｲｷ 宮城 ハヤサカサイクルレーシングチーム

718 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
719 1802693 竹野 迅音 ﾀｹﾉ ﾊﾔﾄ 三重 朝明高校

720 5629502 舟木 玲王 ﾌﾅｷ ﾚｵ 福島県 学校法人石川高等学校　※オープン

721 5629402 小林 岳央 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｹﾋﾛ 福島県 学校法人石川高等学校　※オープン

722 2101154 堀井 樹 ﾎﾘｲ ｲﾂｷ 福島県 学校法人石川高等学校　※オープン

723 2000924 本田 啓仁 ﾎﾝﾀﾞ ｹｲﾄ 東京 LINKVISION GIRASOLE CYCLING
724 2001179 五十嵐 魁 ｲｶﾞﾗｼ ｶｲ 茨城県 平工業　※オープン

【クラスタ:ジュニア男子  グレード:Ac】

第2回石川クリテリウム


