
【クラスタ︓E2  グレード︓A-2】60名 2019.3.11
No JCF ID ⽒名 カナ 登録地 チーム名
401 1801296 三宅 太⽣ ﾐﾔｹ ﾀｲｾｲ 茨城 AVENTURA AIKOH TOYO VICTORIA RACING

402 1700588 ⽥島 誠 ﾀｼﾞﾏ ﾏｺﾄ 東京 あらかわZoo Racing
403 1300559 柴⽥ 直樹 ｼﾊﾞﾀ ﾅｵｷ ⻑野 イナーメ信濃⼭形-EFT
404 1700031 中治 綱太 ﾅｶｼﾞ ｺｳﾀ ⼤阪 イナーメ信濃⼭形-EFT
405 1501577 渡邉 鈴 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾚｲ ⻑野 イナーメ信濃⼭形-EFT
406 1703353 植⽥ 恒平 ｳｴﾀﾞ ｺｳﾍｲ 兵庫 ウオズミサイクルレーシング
407 0801290 齋藤 翼 ｻｲﾄｳ ﾂﾊﾞｻ 宮城 FM730
408 1802270 清⽔ 嘉⼈ ｼﾐｽﾞ ﾖｼﾄ 兵庫 eNShare Cycling Team
409 1800073 橋岡 宏茂 ﾊｼｵｶ ﾋﾛｼ 愛知 KINAN AACA
410 1000195 川上 晃史 ｶﾜｶﾐ ｺｳｼﾞ 愛知 ｸﾗﾌﾞGiro
411 1600765 永⽥ 豪 ﾅｶﾞﾀ ｺﾞｳ 千葉 Clichy Cycling Club
412 9702810 ⾼梨 真幸⼈ ﾀｶﾅｼ ﾏｺﾄ 茨城 GROWING Racing Team
413 1600696 ⾕井 年久 ﾀﾆｲ ﾄｼﾋｻ ⽯川 Kochel V.C. Sputnik
414 1700870 ⼭崎 雅也 ﾔﾏｻﾞｷ ﾏｻﾔ ⽯川 Kochel V.C. Sputnik
415 1500327 家崎 隆 ｲｴｻﾞｷ ﾀｶｼ 千葉 サイクルフリーダム・レーシング
416 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
417 1800330 宮本 ⼀輝 ﾐﾔﾓﾄ ｶｽﾞｷ 千葉 サイクルフリーダム・レーシング
418 1800397 栗原 佑弥 ｸﾘﾊﾗ ﾕｳﾔ 埼⽟ サイタマサイクルプロジェクト
419 1001524 猿⽥ 匠 ｻﾙﾀ ﾀｸﾐ 埼⽟ サイタマサイクルプロジェクト
420 1602630 ⽯塚 優太 ｲｼﾂﾞｶ ﾕｳﾀ 埼⽟ 彩北ツブラーゼ
421 1800163 若⽉ 隆真 ﾜｶﾂｷ ﾀｸﾏ 埼⽟ 彩北ツブラーゼ
422 1800390 ⽯橋 涼⼤ ｲｼﾊﾞｼ ﾘｮｳﾀ 千葉 サンクスサイクルラボ
423 1703521 神⾕ 正紀 ｶﾐﾔ ﾏｻﾉﾘ 静岡 シマノドリンキング
424 1800396 坂本 裕輔 ｻｶﾓﾄ ﾕｳｽｹ 埼⽟ シャークアイランド
425 1200606 ⾨奈 芳⽣ ﾓﾝﾅ ﾖｼｵ 埼⽟ SQUADRA CORSE cicli HIDE
426 1300085 榊原 俊介 ｻｶｷﾊﾞﾗ ｼｭﾝｽｹ 静岡 SPADE・ACE
427 1300031 増⽥ 弘誠 ﾏｽﾀﾞ ﾋﾛﾅｶﾞ 静岡 SPADE・ACE
428 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
429 1600766 浜⼝ 太志 ﾊﾏｸﾞﾁ ﾀｶﾕｷ 千葉 セオレーシング
430 1400805 忍⽥ 基明 ｵｼﾀﾞ ﾓﾄｱｷ 東京 Team CUORE
431 1400174 ⽯川 靖洋 ｲｼｶﾜ ﾔｽﾋﾛ 神奈川 チーム・ウォークライド
432 1800223 古川 優 ﾌﾙｶﾜ ﾕｳ 神奈川 チーム・ウォークライド
433 1200087 ⽶倉 隆裕 ﾖﾈｸﾗ ﾀｶﾋﾛ 神奈川 チーム・ウォークライド
434 0500321 江⾒ 之広 ｴﾐ ﾕｷﾋﾛ 東京 チーム オーベスト
435 1101936 梶⽥ 歩 ｶｼﾞﾀ ｱﾕﾑ 茨城 Champion System Japan Test Team
436 1301676 上⽻ 拓郎 ｳｴﾊﾞ ﾀｸﾛｳ ⼤阪 TRAILBLAZER
437 1400410 ⾚塚 宏 ｱｶﾂｶ ﾋﾛｼ 東京 なるしまフレンド
438 1500265 阿島 哲夫 ｱｼﾞﾏ ﾃﾂｵ 神奈川 なるしまフレンド
439 1502790 村上 淳 ﾑﾗｶﾐ ｽﾅｵ 東京 なるしまフレンド
440 1602676 原⽥ 敬⽂ ﾊﾗﾀﾞ ﾀｶﾌﾐ ⼭⼝ Pinazou Test Team
441 0700471 中⼭ 勝晴 ﾅｶﾔﾏ ﾏｻﾊﾙ 神奈川 HIRAKO.mode
442 1703343 ⼭⽥ 翔 ﾔﾏﾀﾞ ｼｮｳ 神奈川 HIRAKO.mode
443 1800462 佐々⽊ 遼 ｻｻｷ ﾘｮｳ 神奈川 PHANTOM 湘南
444 1301019 ⻑屋 ⼀豊 ﾅｶﾞﾔ ｶｽﾞﾄﾖ 福岡 VC福岡（エリート）
445 9800367 吉川 勝 ﾖｼｶﾜ ﾏｻﾙ 茨城 フィッツ
446 1700394 ⻄川 直希 ﾆｼｶﾜ ﾅｵｷ 東京 FORCE
447 1600414 新沼 颯 ﾆｲﾇﾏ ﾊﾔﾃ 栃⽊ ブラウ・ブリッツェン
448 1800234 福⽥ ⿓⽣ ﾌｸﾀﾞ ﾘｭｳ 栃⽊ ブラウ・ブリッツェン
449 1800055 増⽥ 壮真 ﾏｽﾀﾞ ｿｳﾏ 茨城 ブラウ・ブリッツェン
450 1800497 吉⽥ 優⽃ ﾖｼﾀﾞ ﾕｳﾄ 岩⼿ ブラウ・ブリッツェン
451 0501181 福本 元 ﾌｸﾓﾄ ｹﾞﾝ 神奈川 Pedalist
452 1200467 ⽣越 康之 ｵｺﾞｼ ｺｳｼﾞ 島根 MAX SPEED 97
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453 1800034 タイサム ジョン ﾀｲｻﾑ ｼﾞｮﾝ 東京 MIVRO
454 1602681 原⽥ 裕貴 ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾛｷ 神奈川 YOKOSUKA UNO RACING
455 1700056 渡瀬 義雄 ﾜﾀｾ ﾖｼｵ 静岡 Leap Hamamatsu Cycling Team
456 1101583 ⾦井 光春 ｶﾅｲ ﾐﾂﾊﾙ 東京 Ｙʼｓ Ｒｏａｄ
457 0901018 福岡 武 ﾌｸｵｶ ﾀｹｼ 神奈川 Ｙʼｓ Ｒｏａｄ
458 1800748 増⽥ 佑哉 ﾏｽﾀﾞ ﾕｳﾔ 埼⽟ Ｙʼｓ Ｒｏａｄ
459 1000017 村松 太陽 ﾑﾗﾏﾂ ﾀｲﾖｳ 千葉 Ｙʼｓ Ｒｏａｄ
460 1600460 乾 悟 ｲﾇｲ ｻﾄﾙ 千葉 湾岸サイクリング・ユナイテッド

【クラスタ︓E3  グレード︓A-3】116名 2019.3.11
No JCF ID ⽒名 カナ 登録地 チーム名
201 1700601 川⽥ 翔太 ｶﾜﾀﾞ ｼｮｳﾀ 東京 AVENTURA AIKOH TOYO VICTORIA RACING

204 0101339 江藤 真輔 ｴﾄｳ ｼﾝｼｹ 東京 ACQUA TAMA
205 1900067 須藤 卓 ｽﾄｳ ｽｸﾞﾙ 埼⽟ あらかわZoo Racing
206 1900186 根岸 航平 ﾈｷﾞｼ ｺｳﾍｲ 千葉 あらかわZoo Racing
208 1900199 中野 圭 ﾅｶﾉ ｹｲ 愛知 イナーメ信濃⼭形-EFT
209 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
210 1402194 浜⽥ ⼤雅 ﾊﾏﾀﾞ ﾀｲｶﾞ ⼤阪 イナーメ信濃⼭形-EFT
212 1301547 藤⽥ 新⼆ ﾌｼﾞﾀ ｼﾝｼﾞ 愛知 インパルス
213 1702110 藤⽥ ⻯也 ﾌｼﾞﾀ ﾀﾂﾔ 愛知 インパルス
214 1702902 江⾓ 駿 ｴｽﾐ ｼｭﾝ 東京 VENTOS FRECCIA
215 1802984 ⼩貫 耕平 ｵﾇｷ ｺｳﾍｲ 東京 VENTOS FRECCIA
228 1803012 鍛治ヶ澤 光紀 ｶｼﾞｶﾞｻﾜ ﾐﾂﾉﾘ 群⾺ 群⾺グリフィンエリート
229 1701575 永塩 幸之介 ﾅｶﾞｼｵ ｺｳﾉｽｹｽｹ 群⾺ 群⾺グリフィンエリート
230 1802426 ⼩村 悠樹 ｺﾑﾗ ﾊﾙｷ ⽯川 Kochel V.C. Sputnik
231 1500203 笹川 亮介 ｻｻｶﾞﾜ ﾘｮｳｽｹ 東京 航空電⼦⾃転⾞競技部
232 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
233 1700697 ⾦井 優 ｶﾅｲ ﾕｳ 千葉 サイクルフリーダム・レーシング
234 1900428 酒井 凛 ｻｶｲ ﾘﾝ 千葉 サイクルフリーダム・レーシング
235 1700699 波⽥野 達 ﾊﾀﾉ ｲﾀﾙ 千葉 サイクルフリーダム・レーシング
238 1703335 ⼤仲 凜功 ｵｵﾅｶ ﾘｸ 愛媛 Sakatani Racing
239 1401083 及川 ⼀総 ｵｲｶﾜ ｶｽﾞｻ 岩⼿ 作新学院⼤学
240 1401433 床井 亮太 ﾄｺｲ ﾘｮｳﾀ 栃⽊ 作新学院⼤学
241 1801341 中村 優太 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾀ 栃⽊ 作新学院⼤学
242 1501411 村⼭ 浩司 ﾑﾗﾔﾏ ｺｳｼ 栃⽊ 作新学院⼤学
243 9800130 鈴⽊ 良則 ｽｽﾞｷ ﾖｼﾉﾘ 東京 サンクスサイクルラボ
244 0800776 照屋 貴⼰ ﾃﾙﾔ ｱﾂｷ 東京 サンクスサイクルラボ
245 1401920 ⽥代 亘 ﾀｼﾛ ﾜﾀﾙ ⼤阪 シマノドリンキング
247 1700490 齋藤 和正 ｻｲﾄｳ ｶｽﾞﾏｻ 埼⽟ シャークアイランド
248 1800346 ⼤塚 翔太 ｵｵﾂｶ ｼｮｳﾀ 静岡 Squadra di LAVORANTE
249 1900086 島⼝ 絢伍 ｼﾏｸﾞﾁ ｹﾝｺﾞ 静岡 Squadra di LAVORANTE
250 1300495 積⽥ 連 ﾂﾐﾀ ﾚﾝ 福島 SNEL CYCLOCROSS TEAM
252 1300017 内⼭ 紀寿 ｳﾁﾔﾏ ﾉﾘﾋｻ 静岡 SPADE・ACE
253 1900018 恩⽥ 拓 ｵﾝﾀﾞ ﾀｸ 愛知 SPADE・ACE
254 1801902 北村 晋太郎 ｷﾀﾑﾗ ｼﾝﾀﾛｳ 静岡 SPADE・ACE
255 1800364 越坂 育英 ｺｼｻｶ ｲｸﾋﾃﾞ 静岡 SPADE・ACE
256 1900012 ⽥中 智也 ﾀﾅｶ ﾄﾓﾔ 静岡 SPADE・ACE
257 1700066 辻本 ⻘⽮ ﾂｼﾞﾓﾄ ｾｲﾔ 静岡 SPADE・ACE
258 1600070 内藤 厚典 ﾅｲﾄｳ ｱﾂﾉﾘ 静岡 SPADE・ACE
259 1900085 松永 正敏 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾏｻﾄｼ 静岡 SPADE・ACE
260 1502111 相原 晴⼀朗 ｱｲﾊﾗ ｾｲｲﾁﾛｳ 神奈川 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ
261 1900302 ⽯⽥ 真⼤ ｲｼﾀﾞ ﾏﾋﾛ 東京 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ
262 0300337 市橋 徹也 ｲﾁﾊｼ ﾃﾂﾔ 東京 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ
263 1900364 神村 泰輝 ｶﾐﾑﾗ ﾀｲｷ 東京 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ
264 1900233 ⾼井 順平 ﾀｶｲ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 東京 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ
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265 1401605 ⻑尾 宏樹 ﾅｶﾞｵ ﾋﾛｷ 東京 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ
266 1900278 荒尾 康平 ｱﾗｵ ｺｳﾍｲ ⼤阪 ZERO
267 1702002 早瀬 利宇 ﾊﾔｾ ﾘｭｳ 岐⾩ ZERO
268 1701129 ⼩澤 拓⼈ ｵｻﾞﾜ ﾀｸﾄ 東京 たかだフレンドレーシング
269 1001835 関⼝ 美⾏ ｾｷｸﾞﾁ ﾖｼﾕｷ 東京 たかだフレンドレーシング
271 1601957 猶原 聡 ﾅｵﾊﾗ ｻﾄｼ 愛媛 ⽵芝サイクルレーシング
273 1600641 武野 泰明 ﾀｹﾉ ﾔｽｱｷ 神奈川 Team BFY Racing
275 1700751 ⼩⼭⽥ 亮 ｵﾔﾏﾀﾞ ﾘｮｳ 静岡 TEAM YOU CAN
276 1900039 古賀 圭佑 ｺｶﾞ ｹｲｽｹ 東京 TEAM YOU CAN
277 1900378 ⽥中 光瑠 ﾀﾅｶ ﾋｶﾙ 東京 TEAM YOU CAN
280 1702907 岡本 秀明 ｵｶﾓﾄ ﾋﾃﾞｱｷ 千葉 TEAM GIRO 360
281 1700692 藤本 怜 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾚｲ 千葉 TEAM GIRO 360
282 1900321 望⽉ 雄太 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾕｳﾀ 茨城 チーム善應院
283 1703336 飯塚 和弘 ｲｲﾂﾞｶ ｶｽﾞﾋﾛ 埼⽟ チバポンズ
284 1900483 棈⽊ 関⼆ ｱﾍﾞｷ ｶﾝｼﾞ 神奈川 Champion System Japan Test Team
285 1301523 ⻘⽊ 清 ｱｵｷ ｷﾖｼ 群⾺ TRC PANAMAREDS
286 1900112 曽我 啓⼀郎 ｿｶﾞ ｹｲｲﾁﾛｳ 神奈川 Defardi
288 1900019 鎌⽥ 響 ｶﾏﾀﾞ ﾋﾋﾞｷ 愛知 DESTRA
289 1601984 豊崎 正裕 ﾄﾖｻｷ ﾏｻﾋﾛ 岐⾩ DESTRA
292 1800269 中尾 太郎 ﾅｶｵ ﾀﾛｳ 神奈川 TONY Racing
295 1800176 ⼭⼝ ⼤祐 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾞｲｽｹ 神奈川 NAMAZU PLUS TOCHIGI
296 1900636 神⽥ 光幸 ｺｳﾀﾞ ﾐﾂﾕｷ ⼭⼝ なるしまフレンド
297 1601609 廣井 誠 ﾋﾛｲ ﾏｺﾄ 東京 なるしまフレンド
299 1200516 箭内 秀平 ﾔﾅｲ ｼｭｳﾍｲ 東京 ⽇本ろう⾃転⾞競技協会
300 1502746 中野 雄太 ﾅｶﾉ ﾕｳﾀ ⼤阪 Hakusei Cycling Team 
302 1200183 川島 綾太 ｶﾜｼﾏ ﾘｮｳﾀ 神奈川 HAMMER!!BROS
303 1803030 松本 陸 ﾏﾂﾓﾄ ﾘｸ 神奈川 HAMMER!!BROS
304 1700543 阿久津 直樹 ｱｸﾂ ﾅｵｷ 千葉 BMレーシングZUNOW
305 1700701 ⾅倉 健⼀ ｳｽｸﾗ ｹﾝｲﾁ 千葉 BMレーシングZUNOW
306 1900641 菅野 卓 ｶﾝﾉ ﾀｶｼ 千葉 BMレーシングZUNOW
307 1900642 ⻫藤 優作 ｻｲﾄｳ ﾕｳｻｸ 千葉 BMレーシングZUNOW
310 1800362 柳瀬 任章 ﾔﾅｾ ﾋﾃﾞｱｷ 千葉 BMレーシングZUNOW
311 1500712 ⼭路 幸洋 ﾔﾏｼﾞ ﾕｷﾋﾛ 千葉 BMレーシングZUNOW
313 1601770 宮野 ⼤地 ﾐﾔﾉ ﾀﾞｲﾁ 東京 Pinazou Test Team
314 0300042 島﨑 晃⼀ ｼﾏｻﾞｷ ｺｳｲﾁ 東京 ⽇野⾃動⾞レーシングチーム
315 1802500 上野 真 ｳｴﾉ ｼﾝ 東京 VIVA☆ZAPPEI極
316 0800317 ⼤島 惇⾄ ｵｵｼﾏ ｱﾂｼ 東京 HIRAKO.mode
317 1900257 梅原 朱熙 ｳﾒﾊﾗ ｼｭｷ 神奈川 PHANTOM 湘南
318 1900115 佐々⽊ 海 ｻｻｷ ｶｲ 神奈川 PHANTOM 湘南
319 1900332 新開 雄真 ｼﾝｶｲ ﾕｳﾏ 神奈川 PHANTOM 湘南
320 1701988 東 優仁 ｱｽﾞﾏ ﾕｳﾄ ⼤阪 VC福岡（エリート）
321 1703339 鎌⽥ 晃輝 ｶﾏﾀﾞ ｺｳｷ ⼤阪 VC福岡（エリート）
323 1802049 ⼩泉 啓仁 ｺｲｽﾞﾐ ﾀｶﾋﾄ 東京 FORCE
324 1800088 横塚 暁⼈ ﾖｺﾂｶ ｱｷﾋﾄ 東京 FORCE
325 1900193 ⻘井 誠也 ｱｵｲ ｾｲﾔ 栃⽊ ブラウ・ブリッツェン
326 1900244 鎌倉 武⼠ ｶﾏｸﾗ ﾀｹｼ 栃⽊ ブラウ・ブリッツェン
327 1602581 ⼩林 政博 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾋﾛ 埼⽟ ブラウ・ブリッツェン
328 1703537 Jason Richardson ｼﾞｪｲｿﾝ ﾘﾁｬｰﾄﾞｿﾝ 栃⽊ ブラウ・ブリッツェン
329 1800264 村井 佑圭 ﾑﾗｲ ﾕｳｷ 栃⽊ ブラウ・ブリッツェン
331 1900066 伊勢 悦丈 ｲｾ ﾖｼﾀｹ 埼⽟ Prego Racing
332 1900068 内⽥ 優 ｳﾁﾀﾞ ﾕｳ 埼⽟ Prego Racing
333 1900188 ⽊⼾ 正寿 ｷﾄﾞ ﾏｻﾄｼ 埼⽟ Prego Racing
337 1800428 藤島 悠平 ﾌｼﾞｼﾏ ﾕｳﾍｲ 神奈川 ボンシャンス
338 1702062 ⾅井 ⼀雅 ｳｽｲ ｶｽﾞﾏｻ 栃⽊ Honda栃⽊ JET
339 ******* ⼩澤 康⼈ ｵｻﾞﾜ ﾔｽﾋﾄ 栃⽊ Honda栃⽊ JET
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340 1800439 堺 直樹 ｻｶｲ ﾅｵｷ 埼⽟ MIVRO
342 1900661 三橋 ⼤治郎 ﾐﾂﾊｼ ﾀﾞｲｼﾞﾛｳ 東京 MIVRO
343 1600008 ⾼⼭ 秀樹 ﾀｶﾔﾏ ﾋﾃﾞｷ ⼤阪 MUUR
345 1600198 ⼤塚 健太郎 ｵｵﾂｶ ｹﾝﾀﾛｳ 神奈川 YOKOSUKA UNO RACING
346 1702433 伊⾖野 廉 ｲｽﾞﾉ ﾚﾝ 神奈川 横浜⾼校⾃転⾞競技部
347 1801675 ⾼橋 明 ﾀｶﾊｼ ｱｷﾗ 神奈川 横浜⾼校⾃転⾞競技部
348 1802100 藤野 英志 ﾌｼﾞﾉ ｴｲｼ 神奈川 横浜⾼校⾃転⾞競技部
351 1702448 ⽻⽥ 健太 ﾊﾈﾀﾞ ｹﾝﾀ 東京 Rapha Cycling Club
354 1700737 新井 良平 ｱﾗｲ ﾘｮｳﾍｲ 東京 LINKVISION GIRASOLE CYCLING
355 1600746 ⼩⻄ ⼀星 ｺﾆｼ ｲｯｾｲ 東京 LINKVISION GIRASOLE CYCLING
357 1702967 中村 元紀 ﾅｶﾑﾗ ﾓﾄｷ 埼⽟ LINKVISION GIRASOLE CYCLING
358 1900339 南⽥ 昌輝 ﾐﾅﾐﾀﾞ ﾏｻｷ 東京 LINKVISION GIRASOLE CYCLING
359 1402273 ⾼⽊ 俊輔 ﾀｶｷﾞ ｼｭﾝｽｹ 神奈川 Racing CUBE
360 9702882 吉池 司 ﾖｼｲｹ ﾂｶｻ 神奈川 Racing CUBE
361 1402095 井上 佳紀 ｲﾉｳｴ ﾖｼｷ 東京 Ｙʼｓ Ｒｏａｄ
362 1900444 下⼭⽥ 航太 ｼﾓﾔﾏﾀﾞ ｺｳﾀ 千葉 Ｙʼｓ Ｒｏａｄ
363 1800194 中島 ⼤季 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀﾞｲｷ 埼⽟ Ｙʼｓ Ｒｏａｄ

【クラスタ︓F  グレード︓A-3】28名 2019.3.11
No JCF ID ⽒名 カナ 登録地 チーム名
501 1900318 佐野 歩 ｻﾉ ｱﾕﾐ ⼤阪 イナーメ信濃⼭形-F
502 1600018 堀江 みちこ ﾎﾘｴ ﾐﾁｺ ⼤阪 VC VELOCE
503 1700509 橋本 弘⼦ ﾊｼﾓﾄ ﾋﾛｺ 埼⽟ サイタマサイクルプロジェクト
504 1500149 島崎 典⼦ ｼﾏｻﾞｷ ﾉﾘｺ 埼⽟ シャークアイランド
505 1803039 阿久津 美和⼦ ｱｸﾂ ﾐﾜｺ 宮城 julieta
506 1101744 草嶋 綾⼦ ｸｻｼﾞﾏ ｱﾔｺ 宮城 julieta
507 1803033 佐々⽊ ななえ ｻｻｷ ﾅﾅｴ 宮城 julieta
508 1701127 阿部 セラ ｱﾍﾞ ｾﾗ 東京 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ
509 1800032 森本 保乃花 ﾓﾘﾓﾄ ﾎﾉｶ ⼤阪 ZERO
510 1700729 伊藤 優以 ｲﾄｳ ﾕｲ 兵庫 Team ZERO UNO FRONTIER
511 1700774 ⼤坂 智加 ｵｵｻｶｻｶ ﾄﾓｶ 滋賀 Team ZERO UNO FRONTIER
512 1100515 前島 律⼦ ﾏｴｼﾞﾏ ﾘﾂｺ 東京 チバポンズ
513 1600366 遠松 純⼦ ﾄｵﾏﾂ ｼﾞｭﾝｺ 愛知 DESTRA
514 1402138 安藤 沙弥 ｱﾝﾄﾞｳ ｻﾔ 東京 フィッツ
515 1500296 伊藤 圭菜⼦ ｲﾄｳ ｶﾅｺ 神奈川 フィッツ
516 1700050 望⽉ 美和⼦ ﾓﾁﾂﾞｷ ﾐﾜｺ 静岡 フィッツ
517 1803042 早福 佳乃⼦ ｿｳﾌｸ ｶｺﾉ 東京 FORCE
518 1800198 新沼 杏菜 ﾆｲﾇﾏ ｱﾝﾅ 栃⽊ ブラウ・ブリッツェン
519 1801202 廣瀬 博⼦ ﾋﾛｾ ﾋﾛｺ 神奈川 Pedalist
520 1800378 藤村 祥⼦ ﾌｼﾞﾑﾗ ｼｮｳｺ 北海道 MOPS
521 1101522 伊藤 杏菜 ｲﾄｰ ｱﾝﾅ 栃⽊ Live GARDEN BICI STELLE
522 1600453 新川 明⼦ ｼﾝｶﾜ ｱｷｺ 栃⽊ Live GARDEN BICI STELLE
523 1803052 滝川 陽希 ﾀｷｶﾜ ﾊﾙｷ 栃⽊ Live GARDEN BICI STELLE
524 1301646 林⼝ 幸恵 ﾊﾔｼｸﾞﾁ ﾕｷｴ 栃⽊ Live GARDEN BICI STELLE
525 1802516 ⾼橋 美保 ﾀｶﾊｼ ﾐｦ 東京 LINKVISION GIRASOLE CYCLING
526 1900402 築城 光恵 ﾂｲｷ ﾐﾂｴ 埼⽟ LINKVISION GIRASOLE CYCLING
527 1702829 植⽵ 海貴 ｳｴﾀｹ ﾐｷ 東京 Ｙʼｓ Ｒｏａｄ
528 1502773 雑賀 敬⼦ ｻｲｶ ｹｲｺ ⼤阪 湾岸サイクリング・ユナイテッド

第2回 JBCF 修善寺ロードレース（day2）
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