
【クラスタ︓E1  グレード︓A】 135名 2019/4/17

No JCF ID ⽒名 カナ 登録地 チーム名

401 1000463 ⽯井 祥平 ｲｼｲ ｼｮｳﾍｲ 神奈川 アーティファクトレーシングチーム
402 1700251 ⽻上⽥ 明彦 ﾊｼﾞｮｳﾀﾞ ｱｷﾋｺ 神奈川 アーティファクトレーシングチーム
403 1001114 ⾦⽥ 聡⼠ ｶﾈﾀﾞ ｻﾄｼ ⿃取 AVENTURA AIKOH TOYO VICTORIA RACING
404 1700690 村⼭ 悠平 ﾑﾗﾔﾏ ﾕｳﾍｲ 千葉 AVENTURA AIKOH TOYO VICTORIA RACING
405 1301908 ⼭⼝ 和来 ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｽﾞｷ 東京 AVENTURA AIKOH TOYO VICTORIA RACING
406 9801919 中⽥ 真琴 ﾅｶﾀ ﾏｺﾄ 京都 ACQUA TAMA
407 9702875 ⼭⼝ 博久 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛﾋｻ 東京 ACQUA TAMA
408 1200140 海保 洋平 ｶｲﾎ ﾖｳﾍｲ 千葉 AQULS内房レーシング
409 1200130 ⼩林 貴⼤ ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶﾋﾛ 千葉 AQULS内房レーシング
410 1800331 ⾼橋 英⽂ ﾀｶﾊｼ ﾋﾃﾞﾌﾐ 群⾺ ALLEGRO
411 1402251 ⽩⽯ 光 ｼﾗｲｼ ﾋｶﾙ 神奈川 イナーメ信濃⼭形-EFT
412 0800429 菅根 利明 ｽｶﾞﾈ ﾄｼｱｷ 群⾺ イナーメ信濃⼭形-EFT
413 0400076 中井 光博 ﾅｶｲ ﾐﾂﾋﾛ 岐⾩ イナーメ信濃⼭形-EFT
414 1300056 ⽐護 任 ﾋｺﾞ ｱﾀﾙ ⼤阪 イナーメ信濃⼭形-EFT
415 1602033 牧野 郁⽃ ﾏｷﾉ ｲｸﾄｲﾄﾄ 北海道 イナーメ信濃⼭形-EFT
416 1301393 森 光流 ﾓﾘ ﾋｶﾙ 千葉 イナーメ信濃⼭形-EFT
417 1200649 野⼝ 岳志 ﾉｸﾞﾁ ﾀｹｼ ⻑野 VCMS GRIDE
418 1502190 齋藤 寛太 ｻｲﾄｳ ｶﾝﾀ 茨城 ウィンディー筑波
419 9700734 井上 登⼠哉 ｲﾉｳｴ ﾄｼﾔ 愛媛 VC VELOCE
420 0500349 井上 ⼈志 ｲﾉｳｴ ﾋﾄｼ 滋賀 VC VELOCE
421 1800213 今井 ⼤悟 ｲﾏｲ ﾀﾞｲｺﾞ 東京 VENTOS FRECCIA
422 1301128 ⼩野寺 望 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾉｿﾞﾑ 東京 VENTOS FRECCIA
423 1602211 永富 ⼀騎 ﾅｶﾞﾄﾐ ｶｽﾞｷ 東京 VENTOS FRECCIA
424 1700059 平井 光介 ﾋﾗｲ ｺｳｽｹ ⼭梨 EQADS
425 1000042 ⼤野 国寿 ｵｵﾉ ｸﾆﾋｻ 新潟 F(t)麒麟⼭ Racing
426 1201603 淵⽥ 祐 ﾌﾁﾀ ﾕｳ 新潟 F(t)麒麟⼭ Racing
427 1600569 松井 建太 ﾏﾂｲ ｹﾝﾀ 宮城 エルドラード東北
428 9700200 梶⽊ 恒介 ｶｼﾞｷ ｺｳｽｹ 宮城 eNShare Cycling Team
429 1402325 ⼩関 寛 ｺｾｷ ﾋﾛｼ ⾼知 eNShare Cycling Team
430 1802568 原⽥ 将⼈ ﾊﾗﾀﾞ ﾏｻﾄ 兵庫 ALL OUT reric
431 0301731 ⾦⽥ ⼀ ｶﾈﾀﾞ ﾊｼﾞﾒ 茨城 OYAMA STARPLEX
432 1500423 ⽚桐 真⼀ ｶﾀｷﾞﾘ ｼﾝｲﾁ 群⾺ Horizonte Amateur Cycling Team
433 0900227 鮎澤 誠治 ｱｲｻﾞﾜ ｾｲｼﾞ ⻑野 カンクリサイクリングチーム
434 0200198 村⽥ 隆 ﾑﾗﾀ ﾀｶｼ ⻑野 カンクリサイクリングチーム
435 1500234 ⾼橋 滉太郎 ﾀｶﾊｼ ｺｳﾀﾛｳ 東京 Clichy Cycling Club
436 1600308 ⼤内 淳司 ｵｵｳﾁ ｱﾂｼ 茨城 GROWING Racing Team
437 1600449 柴沼 ⽞⼈ ｼﾊﾞﾇﾏ ｹﾞﾝﾄ 茨城 GROWING Racing Team
438 9900113 ⾼橋 利明 ﾀｶﾊｼ ﾄｼｱｷ 茨城 GROWING Racing Team
439 1100570 光⼭ 英典 ﾐﾂﾔﾏ ﾋﾃﾞﾉﾘ 千葉 GROWING Racing Team
440 1600332 佐藤 駿 ｻﾄｳ ｼｭﾝ 群⾺ 群⾺グリフィンエリート
441 1201250 古⽥ 潤 ﾌﾙﾀ ｼﾞｭﾝ 東京 群⾺グリフィンエリート
442 1600693 荒⽊  樹 ｱﾗｷ ﾀｽﾞﾙ ⽯川 Kochel V.C. Sputnik
443 1200364 ⼭⽥ 陽⼀ ﾔﾏﾀﾞ ﾖｳｲﾁ ⽯川 Kochel V.C. Sputnik
444 1400191 植⽥ 春樹 ｳｴﾀﾞ ﾊﾙｷ 埼⽟ コムリン 
445 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
446 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
447 1300232 醍醐 貴徳 ﾀﾞｲｺﾞ ﾀｶﾉﾘ 千葉 サイクルフリーダム・レーシング
448 1600679 ⾕脇 正⼀ ﾀﾆﾜｷ ﾏｻｶｽﾞ 千葉 サイクルフリーダム・レーシング
449 1700489 井出 貴⼠ ｲﾃﾞ ﾀｶｼ 埼⽟ サイタマサイクルプロジェクト
450 0901458 尾形 尚紀 ｵｶﾞﾀ ﾅｵｷ 埼⽟ サイタマサイクルプロジェクト
451 0100069 奈良 浩 ﾅﾗ ﾋﾛｼ 埼⽟ サイタマサイクルプロジェクト
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452 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
453 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
454 1800027 三⾓ 泰史 ﾐｽﾐ ﾔｽﾉﾌﾞ 埼⽟ サイタマサイクルプロジェクト
455 0300020 浜島 章浩 ﾊﾏｼﾏ ｱｷﾋﾛ 埼⽟ 彩北ツブラーゼ
456 1700502 鷲野 向⼀ ﾜｼﾉ ｺｳｲﾁ 埼⽟ 彩北ツブラーゼ
457 0901201 新村 穰 ｼﾝﾑﾗ ﾐﾉﾘ 茨城 CS Slinger
458 1701155 ⼾塚 裕⼀ ﾄﾂｶ ﾕｳｲﾁ 群⾺ COW GUMMA
459 0900699 原⽥ 裕成 ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾛｱｷ ⿅児島 CIEL BLEU KANOYA
460 1500114 ⽥⼝ 紀昭 ﾀｸﾞﾁ ﾉﾘｱｷ 埼⽟ シャークアイランド
461 1300007 ⾼清⽔ 天翔 ﾀｶｼﾐｽﾞ ﾃﾝｼｮｳ 静岡 GIANT INTERNAL FELLOWS TEAM
462 0400882 加賀 ⿓治 ｶｶﾞ ﾘｭｳｼﾞ 広島 SUBARU Cycling Team
463 1500665 ⽊村 盛義 ｷﾑﾗ ﾓﾘﾖｼ 群⾺ SUBARU Cycling Team
464 0400358 鈴⽊ ⼤忠 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾀﾀﾞ 群⾺ SUBARU Cycling Team
465 1402063 岡 理裕 ｵｶ ﾏｻﾋﾛ 静岡 SPADE・ACE
466 0800118 岸本 侑⼤ ｷｼﾓﾄ ﾕｷﾋﾛ 栃⽊ SPADE・ACE
467 1401674 檜村 奏太 ﾋﾑﾗ ｿｳﾀ 東京 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ
468 9901846 ⼤倉 健⼀ ｵｵｸﾗ ｹﾝｲﾁ 東京 セオレーシング
469 1301936 野中 秀樹 ﾉﾅｶ ﾋﾃﾞｷ 東京 セオレーシング
470 1700086 井⼿ 通康 ｲﾃﾞ ﾐﾁﾔｽ 愛知 ZERO
471 1502197 桐野 ⼀道 ｷﾘﾉ ｶｽﾞﾐﾁ 京都 ZERO
472 1502700 塚本 隼 ﾂｶﾓﾄ ﾊﾔﾄ ⼤阪 ZERO
473 1700035 花⽥ ⾦之介 ﾊﾅﾀﾞ ｷﾝﾉｽｹ ⼤阪 ZERO
474 1800333 ⼩林 亮 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳ 兵庫 soleil de lest
475 0301108 岩倉 航太郎 ｲﾜｸﾗ ｺｳﾀﾛｳ 神奈川 ⽵芝サイクルレーシング
476 0600618 飯沼 誠憲 ｲｲﾇﾏ ﾏｻﾉﾘ 東京 Team CUORE
477 1200538 平賀 康⼀ ﾋﾗｶﾞ ｺｳｲﾁ 東京 Team CUORE
478 1700273 齋藤 健太朗 ｻｲﾄｳ ｹﾝﾀﾛｳ 神奈川 チーム・ウォークライド
479 1900677 持留 叶汰郎 ﾓﾁﾄﾞﾒ ｷｮｳﾀﾛｳ 埼⽟ Team SHIDO
480 1800108 ⼭⽥ 壮太郎 ﾔﾏﾀﾞ ｿｳﾀﾛｳ 東京 Team SHIDO
481 1601683 阿部 賢明 ｱﾍﾞ ﾀｶｱｷ 新潟 チームフィンズ
482 1101584 遠藤 健太 ｴﾝﾄﾞｳ ｹﾝﾀ 新潟 チームフィンズ
483 1400631 中井 雄策 ﾅｶｲ ﾕｳｻｸ 群⾺ TRC PANAMAREDS
484 1300379 棚橋 峻也 ﾀﾅﾊｼ ｼｭﾝﾔ 愛知 天狗党
485 1301786 野上 太⼀ ﾉｶﾞﾐ ﾀｲﾁ 愛知 天狗党
486 1301464 中村 潤 ﾅｶﾑﾗ ｼﾞｭﾝ 東京 docomo RT
487 1601955 本間 豪紀 ﾎﾝﾏ ﾋﾃﾞﾄｼ 東京 NAK Racing
488 1502178 ⾚荻 秀弥 ｱｶｵｷﾞ ｼｭｳﾔ 栃⽊ 夏草サイクリングチーム
489 1800593 國本 幸太 ｸﾆﾓﾄ ｺｳﾀ 東京 なるしまフレンド
490 1501424 菅⾕ 照⽣ ｽｶﾞﾔ ﾃﾙｷ ⼭梨 なるしまフレンド
491 1402092 川野 健太 ｶﾜﾉ ｹﾝﾀ 東京 ⽇本ろう⾃転⾞競技協会
492 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
493 1101882 ⻘⼭ 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
494 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
495 1602258 ⻫藤 侑⽣ ｻｲﾄｳ ﾕｳｷ 宮城 ハヤサカサイクルレーシングチーム
496 1500560 舘岡 賢弥 ﾀﾃｵｶ ﾀｶﾋﾛ 茨城 ハヤサカサイクルレーシングチーム
497 1001745 畠⼭ 和也 ﾊﾀｹﾔﾏ ｶｽﾞﾔ 宮城 ハヤサカサイクルレーシングチーム
498 1201351 簑原 ⼤介 ﾐﾉﾊﾗ ﾀｲｽｹ 福岡 ハヤサカサイクルレーシングチーム
499 1602688 森榮 晃彦 ﾓﾘｻｶ ｱｷﾋｺ 岡⼭ パラティアムTOKYO
500 1602529 ⽩崎 剛 ｼﾗｻｷ ﾂﾖｼ 福井 バルバレーシングクラブ
501 0700340 寺崎 武郎 ﾃﾗｻｷ ﾀｹﾛｳ 福井 バルバレーシングクラブ
502 1502532 ⻄尾 洋介 ﾆｼｵ ﾖｳｽｹ 富⼭ バルバレーシングクラブ
503 1100414 濱野 克悠 ﾊﾏﾉ ｶﾂﾕｷ 富⼭ バルバレーシングクラブ
504 1700686 井狩 聖貴 ｲｶﾘ ﾄｼｷ 千葉 BMレーシングZUNOW
505 1800170 七井 勇之介 ﾅﾅｲ ﾕｳﾉｽｹ 千葉 BMレーシングZUNOW



506 1500951 奥⼭ 太郎 ｵｸﾔﾏ ﾀﾛｳ 岩⼿ Peach MAX
507 1601774 三⽥村 ⻯太 ﾐﾀﾑﾗ ﾘｭｳﾀ 東京 フィッツ
508 1500164 吉⽥ 泰⼤ ﾖｼﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ 神奈川 フィッツ
509 1702396 斎藤 剛 ｻｲﾄｳ ﾂﾖｼ 東京 FORCE
510 1300264 中川 祐輝 ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳｷ 東京 FORCE
511 1801200 元⽊ 晶央 ﾓﾄｷ ｱｷｵ 東京 FORCE
512 1700556 浅野 涼太 ｱｻﾉ ﾘｮｳﾀ 栃⽊ ブラウ・ブリッツェン
513 1602084 海藤 颯 ｶｲﾄﾞｳ ﾊﾔﾃ 栃⽊ ブラウ・ブリッツェン
514 1600451 ⽊村 紀仁 ｷﾑﾗ ﾉﾘﾋﾄ 茨城 ブラウ・ブリッツェン
515 1800308 鈴⽊ 道也 ｽｽﾞｷ ﾐﾁﾔ 栃⽊ ブラウ・ブリッツェン
516 1500813 堀⽥ 耕司 ﾎｯﾀ ｺｳｼﾞ 愛知 BREZZA-KAMIHAGI
517 1700534 飯島 康友 ｲｲｼﾞﾏ ﾔｽﾄﾓ 栃⽊ Honda栃⽊ JET
518 1700547 森 紀侑 ﾓﾘ ﾉﾘﾕｷ 栃⽊ My Pace Cycling
519 1200156 天春 雄也 ｱﾏｶﾞｽ ﾕｳﾔ 三重 MAX SPEED 97
520 1600601 ⾼⼭ 恭彰 ﾀｶﾔﾏ ﾔｽｱｷ 三重 MAX SPEED 97
521 1600600 ⽮⽥ 健太郎 ﾔﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 三重 MAX SPEED 97
522 1400047 菅⾕ 修 ｽｶﾞﾔ ｵｻﾑ 東京 MIVRO
523 1996456 Enric LEBARS ｴﾝﾘｯｸ ﾙﾊﾞｰｽ フランス Yamanakako Cyclisme Formation 
524 1600646 Tom BOSSIS ﾄﾑ ﾎﾞｼｽ 神奈川 Yamanakako Cyclisme Formation 
525 1601498 森崎 英登 ﾓﾘｻｷ ﾋﾃﾞﾄ 愛知 Yamanakako Cyclisme Formation 
526 1602061 ⼭之内 壮真 ﾔﾏﾉｳﾁ ｼｮｳﾏ 神奈川 Yamanakako Cyclisme Formation 
527 1100087 ⽥中 信⾏ ﾀﾅｶ ﾉﾌﾞﾕｷ 奈良 EURO-WORKS Racing
528 1001922 森 俊夫 ﾓﾘ ﾄｼｵ 奈良 EURO-WORKS Racing
529 1500648 福吉 紳悟 ﾌｸﾖｼ ｼﾝｺﾞ 神奈川 YOKOSUKA UNO RACING
530 1702045 ⾦⼦ 隆亮 ｶﾈｺ ﾘｭｳｽｹ ⼤阪 Rapha Cycling Club
531 1800557 相楽 誠 ｻｶﾞﾗ ﾏｺﾄ 東京 Rapha Cycling Club
532 9700503 ⼩⼝ 英之 ｺｸﾞﾁ ﾋﾃﾞﾕｷ 栃⽊ リベルタスTOCHIGI BICYCLE CLUB
533 1600285 ⼭⽥ 貴⼀ ﾔﾏﾀﾞ ｷｲﾁ 東京 LINKVISION GIRASOLE CYCLING
534 9700988 ⾼岡 亮寛 ﾀｶｵｶ ｱｷﾋﾛ 東京 Roppongi Express
535 0601614 松尾 修作 ﾏﾂｵ ｼｭｳｻｸ 東京 Roppongi Express



【クラスタ︓E2  グレード︓A-2】 82名 2019/4/17

No JCF ID ⽒名 カナ 登録地 チーム名

601 1501125 吉野 拓海 ﾖｼﾉ ﾀｸﾐ ⿃取 アーティファクトレーシングチーム
602 1801296 三宅 太⽣ ﾐﾔｹ ﾀｲｾｲ 茨城 AVENTURA AIKOH TOYO VICTORIA RACING
603 1200107 ⽮野 和也 ﾔﾉ ｶｽﾞﾔ 神奈川 AVENTURA AIKOH TOYO VICTORIA RACING
604 9900092 後藤 輝朗 ｺﾞﾄｳ ﾃﾙｱｷ 千葉 AQULS内房レーシング
605 0900512 ⼭野内 徹 ﾔﾏﾉｳﾁ ﾄｵﾙ 神奈川 atelierFLEUVE Racing
606 1700588 ⽥島 誠 ﾀｼﾞﾏ ﾏｺﾄ 東京 あらかわZoo Racing
607 0200476 岡林 秀樹 ｵｶﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞｷ ⻑野 イナーメ信濃⼭形-EFT
608 1800210 松尾 遊 ﾏﾂｵ ﾕｳ 東京 イナーメ信濃⼭形-EFT
609 1400617 ⼤内 明寿 ｵｵｳﾁ ｱｷﾄｼ 茨城 WE LOVE O2
610 1900482 ⻄村 基 ﾆｼﾑﾗ ﾓﾄｲ 神奈川 VENTOS FRECCIA
611 9701343 向⼭ 浩司 ﾑｺｳﾔﾏ ｺｳｼﾞ 東京 A-Pad CYCLING TEAM
612 1101767 ⼩林 研太 ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝﾀ 北海道 NSR
613 0801290 齋藤 翼 ｻｲﾄｳ ﾂﾊﾞｻ 宮城 FM730
614 0700064 ⽥崎 友康 ﾀｻﾞｷ ﾄﾓﾔｽ 新潟 F(t)麒麟⼭ Racing
615 1301405 本⽥ ⻯介 ﾎﾝﾀﾞ ﾘｭｳｽｹ 新潟 F(t)麒麟⼭ Racing
616 1800272 彦久保 優紀 ﾋｺｸﾎﾞ ﾕｳｷ 神奈川 MGM GROMA RACING TEAM
617 1500511 北浦 暁 ｷﾀｳﾗ ｱｷﾗ 宮城 エルドラード東北
618 1600469 泉⼭ 淳 ｲｽﾞﾐﾔﾏ ｱﾂｼ 千葉 オッティモ・JMSDF下総
619 1600450 上⻄ 宏治 ｳｴﾆｼ ｺｳｼﾞ 千葉 オッティモ・JMSDF下総
620 1600467 岡⽥ 優 ｵｶﾀﾞ ﾏｻﾙ 千葉 オッティモ・JMSDF下総
621 1600461 ⼩林 崇 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶｼ 千葉 オッティモ・JMSDF下総
622 0900514 前地 直記 ﾏｴｼﾞ ﾅｵｷ 千葉 オッティモ・JMSDF下総
623 1701575 永塩 幸之介 ﾅｶﾞｼｵ ｺｳﾉｽｹ 群⾺ 群⾺グリフィンエリート
624 1700870 ⼭崎 雅也 ﾔﾏｻﾞｷ ﾏｻﾔ ⽯川 Kochel V.C. Sputnik
625 1100545 ⾕ 直亮 ﾀﾆ ﾅｵｽｹ 福島 郡⼭サイクルフレンズ
626 1400139 ⽊下 翔平 ｷﾉｼﾀ ｼｮｳﾍｲ 埼⽟ コムリン 
627 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
628 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
629 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
630 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
631 1602630 ⽯塚 優太 ｲｼﾂﾞｶ ﾕｳﾀ 埼⽟ 彩北ツブラーゼ
632 1800163 若⽉ 隆真 ﾜｶﾂｷ ﾀｸﾏ 埼⽟ 彩北ツブラーゼ
633 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
634 1100604 ⾺場 勝尚 ﾊﾞﾊﾞ ｶﾂﾋｻ 栃⽊ じてんしゃの杜
635 1600316 狩野 敦 ｶﾉｳ ｱﾂｼ 群⾺ 上⽑レーシング
636 0800172 ⼟屋  尚友 ﾂﾁﾔ ﾋｻﾄﾓ 埼⽟ SQUADRA CORSE cicli HIDE
637 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
638 9900095 宗吉 貞幸 ﾑﾈﾖｼ ｻﾀﾞﾕｷ 千葉 Swacchi Test Team
639 1101927 ⼩倉 秀彦 ｵｸﾞﾗ ﾋﾃﾞﾋｺ 東京 セオレーシング
640 1600766 浜⼝ 太志 ﾊﾏｸﾞﾁ ﾀｶﾕｷ 千葉 セオレーシング
641 1400805 忍⽥ 基明 ｵｼﾀﾞ ﾓﾄｱｷ 東京 Team CUORE
642 0900462 川⼝ 悟史 ｶﾜｸﾞﾁ ｻﾄｼ 東京 Team CUORE
643 1500198 國定 洋光 ｸﾆｻﾀﾞ ﾋﾛﾐﾂ 東京 Team CUORE
644 1300204 岩崎 弘幸 ｲﾜｻｷ ﾋﾛﾕｷ 富⼭ チーム ローマン
645 1702424 ⿊⽥ 拓杜 ｸﾛﾀﾞ ﾀｸﾄ 富⼭ チーム ローマン
646 0701330 藤⽥ 征樹 ﾌｼﾞﾀ ﾏｻｷ 茨城 チーム・チェブロ
647 1101586 池⽥ 和貴 ｲｹﾀﾞ ｶｽﾞｷ 新潟 チームフィンズ
648 1602057 河野 仁 ｺｳﾉ ﾋﾄｼ ⼤阪 チャクボタレーシング
649 1201004 菊池 慶⼀郎 ｷｸﾁ ｹｲｲﾁﾛｳ 群⾺ TRC PANAMAREDS
650 1700682 ⼭本 真也 ﾔﾏﾓﾄ ｼﾝﾔ 群⾺ TRC PANAMAREDS
651 1700683 吉⽥ 健太郎 ﾖｼﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 群⾺ TRC PANAMAREDS
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652 1000237 ⾅井 康⼆ ｳｽｲ ｺｳｼﾞ 茨城 DEVOTION BIKES
653 1800097 ⽟仙 健⼀ ｷﾞｮｸｾﾝ ｹﾝｲﾁ 広島 DREAMER
654 1200347 ⼩松 理 ｺﾏﾂ ｵｻﾑ 栃⽊ 夏草サイクリングチーム
655 1200346 若松 武史 ﾜｶﾏﾂ ﾀｹｼ 栃⽊ 夏草サイクリングチーム
656 1500265 阿島 哲夫 ｱｼﾞﾏ ﾃﾂｵ 神奈川 なるしまフレンド
657 1200039 今⻄ ⼤地 ｲﾏﾆｼ ﾀﾞｲﾁ ⾼知 パラティアムTOKYO
658 1703340 能⼝ 和久 ﾉｸﾞﾁ ｶｽﾞﾋｻ ⽯川 バルバレーシングクラブ
659 1502531 松井 ⼤地 ﾏﾂｲ ﾀﾞｲﾁ 富⼭ バルバレーシングクラブ
660 1601896 ⽔⾕ 和正 ﾐｽﾞﾀﾆ ｶｽﾞﾏｻ 富⼭ バルバレーシングクラブ
661 1602676 原⽥ 敬⽂ ﾊﾗﾀﾞ ﾀｶﾌﾐ ⼭⼝ Pinazou Test Team
662 0700471 中⼭ 勝晴 ﾅｶﾔﾏ ﾏｻﾊﾙ 神奈川 HIRAKO.mode
663 1703343 ⼭⽥ 翔 ﾔﾏﾀﾞ ｼｮｳ 神奈川 HIRAKO.mode
664 1701988 東 優仁 ｱｽﾞﾏ ﾕｳﾄ ⼤阪 VC福岡（エリート）
665 1301019 ⻑屋 ⼀豊 ﾅｶﾞﾔ ｶｽﾞﾄﾖ 福岡 VC福岡（エリート）
666 1703381 ⼤城 奨 ｵｵｼﾛ ｼｮｳ 東京 フィッツ
667 9800367 吉川 勝 ﾖｼｶﾜ ﾏｻﾙ 茨城 フィッツ
668 1700394 ⻄川 直希 ﾆｼｶﾜ ﾅｵｷ 東京 FORCE
669 1800125 ⻑島 慧明 ﾅｶﾞｼﾏ ｻﾄｱｷ 栃⽊ ブラウ・ブリッツェン
670 1100349 福島 康洋 ﾌｸｼﾏ ﾔｽﾋﾛ 神奈川 ブラウ・ブリッツェン
671 1800234 福⽥ ⿓⽣ ﾌｸﾀﾞ ﾘｭｳ 栃⽊ ブラウ・ブリッツェン
672 1800055 増⽥ 壮真 ﾏｽﾀﾞ ｿｳﾏ 茨城 ブラウ・ブリッツェン
673 1700564 茂⽊ ⼤⾶ ﾓﾃｷﾞ ﾋﾛﾄ 栃⽊ ブラウ・ブリッツェン
674 1200566 濱⼝ 浩紀 ﾊﾏｸﾞﾁ ﾋﾛｷ 愛知 BREZZA-KAMIHAGI
675 1600697 細井 ⼤誠 ﾎｿｲ ﾋﾛｱｷ 愛知 BREZZA-KAMIHAGI
676 1201737 伊東 佑⾺ ｲﾄｳ ﾕｳﾏ 東京 MIVRO
677 1800034 タイサム ジョン ﾀｲｻﾑ ｼﾞｮﾝ 東京 MIVRO
678 1700993 宇賀持 凌 ｳｶﾞﾓﾁ ﾘｮｳ 栃⽊ リベルタスTOCHIGI BICYCLE CLUB
679 1400244 福野 純⼀ ﾌｸﾉ ｼﾞｭﾝｲﾁ 栃⽊ リベルタスTOCHIGI BICYCLE CLUB
680 9702864 三浦 雅信 ﾐｳﾗ ﾏｻﾉﾌﾞ 東京 Racing CUBE
681 1101583 ⾦井 光春 ｶﾅｲ ﾐﾂﾊﾙ 東京 Ｙʼｓ Ｒｏａｄ
682 1101602 若林 貴広 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾀｶﾋﾛ 東京 Ｙʼｓ Ｒｏａｄ
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701 1700601 川⽥ 翔太 ｶﾜﾀﾞ ｼｮｳﾀ 東京 AVENTURA AIKOH TOYO VICTORIA RACING
702 1601247 辻野 ⻯輝 ﾂｼﾞﾉ ﾀﾂｷ 埼⽟ AutoBahnGotemba
703 1901176 澤原 翔 ｻﾜﾊﾗ ｼｮｳ 神奈川 atelierFLEUVE Racing
704 1700606 伊川 潤哉 ｲｶﾜ ｼﾞｭﾝﾔ 東京 あらかわZoo Racing
707 1900292 井浦 優太朗 ｲｳﾗ ﾕｳﾀﾛｳﾛｳ 群⾺ ALLEGRO
710 0900610 岩下 直貴 ｲﾜｼﾀ ﾅｵｷ ⻑野 イナーメ信濃⼭形-EFT
711 1702116 ⼩林 樹⽣ ｺﾊﾞﾔｼ ｲﾂｷ 静岡 イナーメ信濃⼭形-EFT
712 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
713 1600309 ⼩暮 智和 ｺｸﾞﾚ ﾄﾓｶｽﾞ 茨城 WE LOVE O2
714 1700859 丸⼭ 孝⾏ ﾏﾙﾔﾏ ﾀｶﾕｷ 茨城 ウィンディー筑波
715 1800101 ⼭崎 寧⼤ ﾔﾏｻﾞｷ ﾈｵ 茨城 ウィンディー筑波
716 1702902 江⾓ 駿 ｴｽﾐ ｼｭﾝ 東京 VENTOS FRECCIA
717 1802573 荻⽥ 晴 ｵｷﾞﾀ ｾｲ 東京 VENTOS FRECCIA
718 1802984 ⼩貫 耕平 ｵﾇｷ ｺｳﾍｲ 東京 VENTOS FRECCIA
719 1801390 ⼩林 和真 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾏ 東京 VENTOS FRECCIA
720 1801364 川端 誠司 ｶﾜﾊﾞﾀ ｾｲｼﾞ 神奈川 A-Pad CYCLING TEAM
721 1802912 ⾼平 瑞歩 ﾀｶﾋﾗ ﾐｽﾞﾎ 東京 A-Pad CYCLING TEAM
722 1800788 根津 寛⼈ ﾈﾂﾞ ﾋﾛﾋﾄ 東京 A-Pad CYCLING TEAM
723 1800452 ⾈⼭ 祥弘 ﾌﾅﾔﾏ ﾖｼﾋﾛ 東京 A-Pad CYCLING TEAM
724 1800231 ⽵内 遼 ﾀｹｳﾁ ﾘｮｳ 埼⽟ EXTENDED VAX SAYAMA
725 1800673 仲 ⼤介 ﾅｶ ﾀﾞｲｽｹ 埼⽟ EXTENDED VAX SAYAMA
726 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
727 1700855 武笠 展⼤ ﾑｶｻ ﾉﾌﾞﾋﾛ 茨城 エクストリームつくば
728 1702909 ⼭崎 誠⼀郎 ﾔﾏｻﾞｷ ｾｲｲﾁﾛｳ 北海道 NSR
730 1800079 相原 良⼀ ｱｲﾊﾗ ﾘｮｳｲﾁ 千葉 オッティモ・JMSDF下総
731 1700705 原澤 孝之 ﾊﾗｻﾜ ﾀｶﾕｷ 千葉 オッティモ・JMSDF下総
732 1500425 ⼭⽥ 哲也 ﾔﾏﾀﾞ ﾃﾂﾔ 栃⽊ OYAMA STARPLEX
733 1802380 室賀 貴仁 ﾑﾛｶﾞ ﾀｶﾋﾄ 栃⽊ Horizonte Amateur Cycling Team
734 1900047 ⼩柳 俊夫 ｺﾔﾅｷﾞ ﾄｼｵ 千葉 Clichy Cycling Club
735 1502415 古⾕ 寛世 ﾌﾙﾔ ｶﾝｾｲ 茨城 GROWING Racing Team
741 1802426 ⼩村 悠樹 ｺﾑﾗ ﾊﾙｷ ⽯川 Kochel V.C. Sputnik
742 1600694 遠⽥ 武志 ﾄｵﾀﾞ ﾀｹｼ ⽯川 Kochel V.C. Sputnik
743 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
744 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
745 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
746 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
747 1700595 岩澤 庸介 ｲﾜｻﾜ ﾖｳｽｹ 東京 彩北ツブラーゼ
750 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
751 0800776 照屋 貴⼰ ﾃﾙﾔ ｱﾂｷ 東京 サンクスサイクルラボ
753 1200621 冨尾 ⼤地 ﾄﾐｵ ﾀﾞｲﾁ ⿅児島 CIEL BLEU KANOYA
755 1300495 積⽥ 連 ﾂﾐﾀ ﾚﾝ 福島 SNEL CYCLOCROSS TEAM
756 0900900 中島 健次 ﾅｶｼﾞﾏ ｹﾝｼﾞ 東京 SNEL CYCLOCROSS TEAM
757 1300545 斎藤 徳聡 ｻｲﾄｳ ﾉﾘｱｷ 群⾺ SUBARU Cycling Team
758 1500664 ⽥邊 純也 ﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｭﾝﾔ 群⾺ SUBARU Cycling Team
759 1101595 藤澤 浩 ﾌｼﾞｻﾜ ﾋﾛｼ 栃⽊ SUBARU Cycling Team
760 1800438 本橋 知也 ﾓﾄﾊｼ ﾄﾓﾔ 群⾺ SUBARU Cycling Team
761 1700066 辻本 ⻘⽮ ﾂｼﾞﾓﾄ ｾｲﾔ 静岡 SPADE・ACE
762 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
763 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
764 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
765 1602274 柏井 良太 ｶｼﾜｲ ﾘｮｳﾀ 東京 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ
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767 1900278 荒尾 康平 ｱﾗｵ ｺｳﾍｲ ⼤阪 ZERO
768 1900016 川崎 亮 ｶﾜｻｷ ﾘｮｳ 兵庫 soleil de lest
769 1800425 宇治 博史 ｳｼﾞ ﾋﾛｼ 東京 たかだフレンドレーシング
770 1900349 ⼤澤 雅樹 ｵｵｻﾜ ﾏｻｷ 東京 たかだフレンドレーシング
771 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
772 1900505 齋藤 裕史 ｻｲﾄｳ ﾕｳｼ 東京 たかだフレンドレーシング
773 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
774 1901358 濱地 裕樹 ﾊﾏｼﾞ ﾋﾛｷ 神奈川 たかだフレンドレーシング
775 1601957 猶原 聡 ﾅｵﾊﾗ ｻﾄｼ 愛媛 ⽵芝サイクルレーシング
776 1001932 ⾚⽯ 和彦 ｱｶｲｼ ｶｽﾞﾋｺ 東京 Team CUORE
778 1700702 峯岸 祐太 ﾐﾈｷﾞｼ ﾕｳﾀ 千葉 Team ⾃転⾞処 ⾵輪
779 1800293 ⼭⽥ 詞結 ﾔﾏﾀﾞ ｼﾕｳ 千葉 Team ⾃転⾞処 ⾵輪
780 1501123 吉 啓介 ﾖｼ ｹｲｽｹ 神奈川 Team ⾃転⾞処 ⾵輪
781 1800842 辻 康成 ﾂｼﾞ ﾔｽﾅﾘ 兵庫 Team ZERO UNO FRONTIER
782 1600641 武野 泰明 ﾀｹﾉ ﾔｽｱｷ 神奈川 Team BFY Racing
783 1900370 ⼩野 真聡 ｵﾉ ﾏｻﾄ 静岡 TEAM YOU CAN
784 1700751 ⼩⼭⽥ 亮 ｵﾔﾏﾀﾞ ﾘｮｳ 静岡 TEAM YOU CAN
785 1300372 森川 裕太 ﾓﾘｶﾜ ﾕｳﾀ 富⼭ チーム ローマン
786 1400796 ⼩岸 直樹 ｺｷﾞｼ ﾅｵｷ 東京 チーム オーベスト
787 1802534 岡崎 由幸 ｵｶｻﾞｷ ﾖｼﾕｷ 和歌⼭ TEAM SANREMO
788 1700832 酒井 駿 ｻｶｲ ｼｭﾝ 神奈川 Team SHIDO
790 1700692 藤本 怜 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾚｲ 千葉 TEAM GIRO 360
794 1703508 飯⽥ 航 ｲｲﾀﾞ ﾜﾀﾙ 栃⽊ チームWADA
795 1703519 中嶋 秀成 ﾅｶｼﾞﾏ ﾋﾃﾞﾅﾘ 栃⽊ チームWADA
796 1703510 中⽥ 京志郎 ﾅｶﾀﾞ ｷｮｳｼﾛｳ 栃⽊ チームWADA
797 1900246 桝井 悠翔 ﾏｽｲ ﾕｳﾄ 栃⽊ チームWADA
798 1703336 飯塚 和弘 ｲｲﾂﾞｶ ｶｽﾞﾋﾛ 埼⽟ チバポンズ
799 1900483 棈⽊ 関⼆ ｱﾍﾞｷ ｶﾝｼﾞ 神奈川 Champion System Japan Test Team
800 1900293 近藤 剛 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｹｼ 群⾺ TRC PANAMAREDS
802 1802868 斎藤 啓太 ｻｲﾄｳ ｹｲﾀ 神奈川 天狗党
803 1900330 房野 友樹 ﾌｻﾉ ﾄﾓｷ 神奈川 DREAMER
804 1602287 新開 隆⼈ ｼﾝｶｲ ﾘｭｳｼﾞ 兵庫 那須ハイランドパークレーシングチーム
805 1301090 真保 雅俊 ｼﾝﾎﾟ ﾏｻﾄｼ 神奈川 那須ハイランドパークレーシングチーム
806 1900474 永井 光 ﾅｶﾞｲ ﾋｶﾙ 千葉 那須ハイランドパークレーシングチーム
807 1802602 物井 ⾢ ﾓﾉｲ ﾕｳ 栃⽊ 夏草サイクリングチーム
809 1601134 川島 健⼈ ｶﾜｼﾏ ｹﾝﾄ 東京 なるしまフレンド
810 1601222 鈴⽊ 直太 ｽｽﾞｷ ﾅｵﾀ 東京 なるしまフレンド
811 1703219 塚越 ⼀⽣ ﾂｶｺﾞｼ ｲｯｾｲ 東京 なるしまフレンド
812 1601609 廣井 誠 ﾋﾛｲ ﾏｺﾄ 東京 なるしまフレンド
813 1900365 ⼭⽥ ⻯輔 ﾔﾏﾀﾞ ﾘｭｳｽｹ 東京 なるしまフレンド
815 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
816 1800404 島崎 稔史 ｼﾏｻｷ ﾄｼﾌﾐ 東京 パラティアムTOKYO
817 1501933 杉本 直樹 ｽｷﾞﾓﾄ ﾅｵｷ 群⾺ パラティアムTOKYO
818 1801918 ⼭⽥ 浩⽂ ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛﾌﾐ 東京 パラティアムTOKYO
819 1800822 池⽥ 喬弥 ｲｹﾀﾞ ﾀｶﾔ 富⼭ バルバレーシングクラブ
820 1800466 上⽥ ⼤満 ｳｴﾀﾞ ﾋﾛﾐﾂ ⽯川 バルバレーシングクラブ
821 1700512 ⼤佛 直紀 ｵｻﾗｷﾞ ﾅｵｷ 富⼭ バルバレーシングクラブ
822 1900329 ⾦浜 茂⼈ ｶﾅﾊﾏ ﾓﾄ 福井 バルバレーシングクラブ
823 1802813 川畑 勇気 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾕｳｷ ⽯川 バルバレーシングクラブ
824 1800823 栗林 哲也 ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾃﾂﾔ 富⼭ バルバレーシングクラブ
825 1802869 ⾼橋 拓也 ﾀｶﾊｼ ﾀｸﾔ 福井 バルバレーシングクラブ
826 1700969 中前 元久 ﾅｶﾏｴ ﾓﾄﾋｻ ⽯川 バルバレーシングクラブ
827 1900303 中村 圭吾 ﾅｶﾑﾗ ｹｲｺﾞ 富⼭ バルバレーシングクラブ
828 1700513 柳瀬 悠理 ﾔﾅｾ ﾕｳﾘ 富⼭ バルバレーシングクラブ



829 1700543 阿久津 直樹 ｱｸﾂ ﾅｵｷ 千葉 BMレーシングZUNOW
830 1700701 ⾅倉 健⼀ ｳｽｸﾗ ｹﾝｲﾁ 千葉 BMレーシングZUNOW
831 1901027 澁⾕ 健太郎 ｼﾌﾞﾔ ｹﾝﾀﾛｳ 千葉 BMレーシングZUNOW
832 1900429 多⽥ 啓太 ﾀﾀﾞ ｹｲﾀ 千葉 BMレーシングZUNOW
833 1500712 ⼭路 幸洋 ﾔﾏｼﾞ ﾕｷﾋﾛ 千葉 BMレーシングZUNOW
834 1800041 横⽮ 峻 ﾖｺﾔ ｼｭﾝ 千葉 BMレーシングZUNOW
836 0800317 ⼤島 惇⾄ ｵｵｼﾏ ｱﾂｼ 東京 HIRAKO.mode
837 1900334 内⼭ ⼤輔 ｳﾁﾔﾏ ﾀﾞｲｽｹ 神奈川 FORCE
838 1802049 ⼩泉 啓仁 ｺｲｽﾞﾐ ﾀｶﾋﾄ 東京 FORCE
839 1702990 中島 達雄 ﾅｶｼﾏ ﾀﾂｵ 東京 FORCE
840 1800088 横塚 暁⼈ ﾖｺﾂｶ ｱｷﾋﾄ 東京 FORCE
841 1900193 ⻘井 誠也 ｱｵｲ ｾｲﾔ 栃⽊ ブラウ・ブリッツェン
842 1402282 飯⽥ 悠⼈ ｲｲﾀﾞ ﾕｳﾄ 栃⽊ ブラウ・ブリッツェン
843 1900244 鎌倉 武⼠ ｶﾏｸﾗ ﾀｹｼ 栃⽊ ブラウ・ブリッツェン
844 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
845 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
846 1800841 ⼭⼝ 椋末 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳﾏ 栃⽊ ブラウ・ブリッツェン
847 1601630 秋⽥ 圭佑 ｱｷﾀ ｹｲｽｹ 茨城 FLECHA
848 1700761 堀江 ⼀葉 ﾎﾘｴ ｶｽﾞﾊ 茨城 FLECHA
849 1900066 伊勢 悦丈 ｲｾ ﾖｼﾀｹ 埼⽟ Prego Racing
850 1900068 内⽥ 優 ｳﾁﾀﾞ ﾕｳ 埼⽟ Prego Racing
851 1900188 ⽊⼾ 正寿 ｷﾄﾞ ﾏｻﾄｼ 埼⽟ Prego Racing
852 0200272 熊野 賢 ｸﾏﾉ ｻﾄｼ 愛知 BREZZA-KAMIHAGI
853 1800428 藤島 悠平 ﾌｼﾞｼﾏ ﾕｳﾍｲ 神奈川 ボンシャンス
854 1702062 ⾅井 ⼀雅 ｳｽｲ ｶｽﾞﾏｻ 栃⽊ Honda栃⽊ JET
855 1901159 ⼩澤 康⼈ ｵｻﾞﾜ ﾔｽﾋﾄ 栃⽊ Honda栃⽊ JET
856 1800361 ⽥代 丈幸 ﾀｼﾛ ﾋﾛﾕｷ 栃⽊ Honda栃⽊ JET
857 1700541 ⻑尾 知宏 ﾅｶﾞｵ ﾄﾓﾋﾛ 栃⽊ Honda栃⽊ JET
858 9901141 ⽮野 ⼤介 ﾔﾉ ﾀﾞｲｽｹ ⻑野 ⼋ヶ岳 CYCLING CLUB
859 1800360 磯部 武蔵 ｲｿﾍﾞ ﾑｻｼ 神奈川 YOKOSUKA UNO RACING
860 1501094 ⻑澤 和樹 ﾅｶﾞｻﾜ ｶｽﾞｷ 神奈川 YOKOSUKA UNO RACING
861 1702799 落合 拓郎 ｵﾁｱｲ ﾀｸﾛｳ 千葉 Rapha Cycling Club
865 1800118 森本 博樹 ﾓﾘﾓﾄ ﾋﾛｷ 東京 Rapha Cycling Club
868 1700737 新井 良平 ｱﾗｲ ﾘｮｳﾍｲ 東京 LINKVISION GIRASOLE CYCLING
869 1800418 ⾦⾕ 崇系 ｶﾅﾀﾆ ﾀｶﾂｸﾞ 東京 LINKVISION GIRASOLE CYCLING
870 1900399 築城 賢司 ﾂｲｷ ｹﾝｼﾞ 埼⽟ LINKVISION GIRASOLE CYCLING
871 1702967 中村 元紀 ﾅｶﾑﾗ ﾓﾄｷ 埼⽟ LINKVISION GIRASOLE CYCLING
872 1700215 川村 怜 ｶﾜﾑﾗ ﾚﾝ 神奈川 Racing CUBE
874 9702882 吉池 司 ﾖｼｲｹ ﾂｶｻ 神奈川 Racing CUBE
875 1800110 ⾼⾒澤 海⼈ ﾀｶﾐｻﾜ ｶｲﾄ 東京 Roppongi Express
876 1402095 井上 佳紀 ｲﾉｳｴ ﾖｼｷ 東京 Ｙʼｓ Ｒｏａｄ
877 1900444 下⼭⽥ 航太 ｼﾓﾔﾏﾀﾞ ｺｳﾀ 千葉 Ｙʼｓ Ｒｏａｄ
878 1800194 中島 ⼤季 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀﾞｲｷ 埼⽟ Ｙʼｓ Ｒｏａｄ
879 0401036 並⽊ 皓⼈ ﾅﾐｷ ｱｷﾄ 埼⽟ Ｙʼｓ Ｒｏａｄ
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No JCF ID ⽒名 カナ 登録地 チーム名

901 1600876 本⽥ ⺟映 ﾎﾝﾀﾞ ﾓｴ 新潟 F(t)麒麟⼭ Racing
902 1800749 植⽥ 美⾹ ｳｴﾀﾞ ﾐｶ 埼⽟ サイタマサイクルプロジェクト
903 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
904 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
905 1800368 村松 早苗 ﾑﾗﾏﾂ ｻﾅｴ 埼⽟ 彩北ツブラーゼ
906 1301885 今井 美穂 ｲﾏｲ ﾐﾎ 群⾺ CO2bicycle
907 0700863 上野 みなみ ｳﾜﾉ ﾐﾅﾐ ⿅児島 CIEL BLEU KANOYA
908 1000640 ⼭本 さくら ﾔﾏﾓﾄ ｻｸﾗ ⿅児島 CIEL BLEU KANOYA
909 1000382 ⾓尾 恵 ｽﾐｵ ﾒｸﾞﾐ 東京 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ
910 1800032 森本 保乃花 ﾓﾘﾓﾄ ﾎﾉｶ ⼤阪 ZERO
911 1301657 仲村 陽⼦ ﾅｶﾑﾗ ﾖｳｺ 沖縄 ⽵芝サイクルレーシング
912 1700729 伊藤 優以 ｲﾄｳ ﾕｲ 兵庫 Team ZERO UNO FRONTIER
913 1100515 前島 律⼦ ﾏｴｼﾞﾏ ﾘﾂｺ 東京 チバポンズ
914 1900406 栗原 裕美⼦ ｸﾘﾊﾗ ﾕﾐｺ 群⾺ TRC PANAMAREDS
915 1301063 ⻄形 舞 ﾆｼｶﾀ ﾏｲ 群⾺ TRC PANAMAREDS
916 1802396 橘 直美 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾅｵﾐ 神奈川 DREAMER
917 9701034 細⽮ 由美⼦ ﾎｿﾔ ﾕﾐｺ 神奈川 DREAMER
918 0801246 中村 妃智 ﾅｶﾑﾗ ｷｻﾄ 千葉 ⽇本写真判定株式会社
919 1301628 早瀨 久美 ﾊﾔｾ ｸﾐ 神奈川 ⽇本ろう⾃転⾞競技協会
920 1200505 簑原 由加利 ﾐﾉﾊﾗ ﾕｶﾘ 東京 ⽇本ろう⾃転⾞競技協会
921 1802883 ⼩林 由佳 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｶ 福井 バルバレーシングクラブ
922 1900658 野崎 美⾥ ﾉｻﾞｷ ﾐｻﾄ ⽯川 バルバレーシングクラブ
923 1402138 安藤 沙弥 ｱﾝﾄﾞｳ ｻﾔ 東京 フィッツ
924 1500296 伊藤 圭菜⼦ ｲﾄｳ ｶﾅｺ 神奈川 フィッツ
925 1201909 ⼩⽥ 恵利花 ｵﾀﾞ ｴﾘｶ 東京 フィッツ
926 1500243 辻 瑞穂 ﾂｼﾞ ﾐｽﾞﾎ 神奈川 フィッツ
927 1700050 望⽉ 美和⼦ ﾓﾁﾂﾞｷ ﾐﾜｺ 静岡 フィッツ
928 1803042 早福 佳乃⼦ ｿｳﾌｸ ｶﾉｺ 東京 FORCE
929 1702934 ⿃⼭ 訓世 ﾄﾘﾔﾏ ﾐﾁﾖ 東京 FORCE
930 1800378 藤村 祥⼦ ﾌｼﾞﾑﾗ ｼｮｳｺ 北海道 MOPS
931 1402074 ⼤堀 博美 ｵｵﾎﾘ ﾋﾛﾐ 神奈川 YOKOSUKA UNO RACING
932 1101522 伊藤 杏菜 ｲﾄｰ ｱﾝﾅ 栃⽊ Live GARDEN BICI STELLE
933 1600453 新川 明⼦ ｼﾝｶﾜ ｱｷｺ 栃⽊ Live GARDEN BICI STELLE
934 1803052 滝川 陽希 ﾀｷｶﾜ ﾊﾙｷ 栃⽊ Live GARDEN BICI STELLE
935 1000589 吉川 美穂 ﾖｼｶﾜ ﾐﾎ 和歌⼭ Live GARDEN BICI STELLE
936 1900402 築城 光恵 ﾂｲｷ ﾐﾂｴ 埼⽟ LINKVISION GIRASOLE CYCLING
937 1702829 植⽵ 海貴 ｳｴﾀｹ ﾐｷ 東京 Ｙʼｓ Ｒｏａｄ

第53回 JBCF 東⽇本ロードクラシック 群⾺⼤会（Day1）


