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No. JCF ID 氏名 カナ 登録地 チーム名

301 2200798 井木 浩太 ｲｷﾞ ｺｳﾀ 熊本 onekan × attaquer

302 2200635 深谷 侑司 ﾌｶﾔ ﾕｳｼﾞ 神奈川 onekan × attaquer

303 2200165 加藤 光雄 ｶﾄｳ ﾐﾂｵ 埼玉 EXTENDED VAX SAYAMA

304 2200177 星場 正輝 ﾎｼﾊﾞ ﾏｻｷ 埼玉 EXTENDED VAX SAYAMA

305 2200370 西澤 直紀 ﾆｼｻﾞﾜ ﾅｵｷ 長野 FAST LANE Racing

306 2101819 天野 康輝 ｱﾏﾉ ｺｳｷ 富山 バルバクラブタカオカ

307 2102106 梅基 真也 ｳﾒﾓﾄ ｼﾝﾔ 富山 バルバクラブタカオカ

308 2000354 橋本 大佑 ﾊｼﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ 新潟 サガミレーシング

309 2000470 横山 周平 ﾖｺﾔﾏ ｼｭｳﾍｲ 新潟 サガミレーシング

310 1802457 田代 アッバース ﾀｼﾛ ｱｯﾊﾞｰｽ 埼玉 TEAM MILANO

311 2200036 増田 有輝 ﾏｽﾀﾞ ﾕｳｷ 埼玉 TEAM MILANO

312 1902037 高橋 光明 ﾀｶﾊｼ ﾋｶﾙ 岩手 エルドラード東北

313 2200141 八重樫 裕一 ﾔｴｶﾞｼ ﾕｳｲﾁ 岩手 エルドラード東北

314 1902687 田中 太陽 ﾀﾅｶ ﾋﾅﾀ 千葉 ブラウ・ブリッツェン

315 1601830 古川 春輝 ﾌﾙｶﾜ ﾊﾙｷ 新潟 OYAMA STARPLEX

316 1500425 山田 哲也 ﾔﾏﾀﾞ ﾃﾂﾔ 栃木 OYAMA STARPLEX

317 2000212 岸 加寿美 ｷｼ ｶｽﾞﾐ 宮城 PHANTOM 湘南

318 300042 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

319 2200382 柴田 晋 ｼﾊﾞﾀ ｽｽﾑ 茨城 ウィンディー筑波

320 1700859 丸山 孝行 ﾏﾙﾔﾏ ﾀｶﾕｷ 茨城 ウィンディー筑波

321 2000829 森 俊明 ﾓﾘ ﾄｼｱｷ 東京 MIVRO

322 2102056 太田 力斗 ｵｵﾀ ﾘｷﾄ 北海道 TEAM GIRO 360

323 2000454 佐藤 彰 ｻﾄｳ ｱｷﾗ 栃木 リベルタスTOCHIGI BICYCLE CLUB

324 1101043 鈴木 誠人 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾄ 東京 Team一匹狼

325 2000371 滝口 智 ﾀｷｸﾞﾁ ｻﾄｼ 東京 Team一匹狼

326 1800483 日野 遥 ﾋﾉ ﾊﾙ 埼玉 Team一匹狼

327 2000334 宮野 正史 ﾐﾔﾉ ﾏｻｼ 東京 Team一匹狼

328 2200107 吉田 晴彦 ﾖｼﾀﾞ ﾊﾙﾋｺ 埼玉 Team一匹狼

329 2200075 篠原 良輔 ｼﾉﾊﾗ ﾘｮｳｽｹ 東京 チームフィンズ

330 URNEL Romain ｳﾙﾈﾙ ﾛﾏﾝ 東京 Rapha Cycling Club

331 1803054 瀬戸 庸暉 ｾﾄ ﾔｽｱｷ 福島 郡山サイクルフレンズ

332 2200221 高浪 裕三 ﾀｶﾅﾐ ﾕｳｿﾞｳ 新潟 F(t)麒麟山 Racing

333 2001799 大山 隆 ｵｵﾔﾏ ﾀｶｼ 東京 シモーネ

334 2200235 渋谷 直希 ｼﾌﾞﾔ ﾅｵｷ 東京 シモーネ

335 2200233 中原 拓哉 ﾅｶﾊﾗ ﾀｸﾔ 東京 シモーネ

336 2200251 藤森 祐輔 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾕｳｽｹ 東京 シモーネ

337 1800699 重原 優希 ｼｹﾞﾊﾗ ﾕｳｷ 京都 VC VELOCE

338 2100158 大島 義昭 ｵｵｼﾏ ﾖｼｱｷ 東京 LINKVISION GIRASOLE CYCLING

339 2200400 鈴木 康麟 ｽｽﾞｷ ｺｳﾘﾝ 神奈川 LINKVISION GIRASOLE CYCLING

340 1902448 深谷 天翔 ﾌｶﾔ ﾋﾛﾄ 三重 イナーメ信濃山形-EFT

341 2200076 山岸 勇介 ﾔﾏｷﾞｼ ﾕｳｽｹ 神奈川 イナーメ信濃山形-EFT

342 2101519 奥東 亮太 ｵｸﾋｶﾞｼ ﾘｮｳﾀ 福井 バルバクラブエチゼン

343 2000468 寺本 尚平 ﾃﾗﾓﾄ ｼｮｳﾍｲ 福井 バルバクラブエチゼン

344 700326 小林 孝幸 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶﾕｷ 東京 チームリマサンズ

345 2000571 青山 洋樹 ｱｵﾔﾏ ﾋﾛｷ 富山 バルバクラブトヤマ

346 2001912 佐久間 一稀 ｻｸﾏ ｲﾂｷ 富山 バルバクラブトヤマ
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347 1641 相川 将 ｱｲｶﾜ ｼｮｳ 埼玉 CYCLOCLUB

348 鳥海 政人 ﾄﾘｳﾐ ﾏｻﾄ 埼玉 CYCLOCLUB

349 2200139 長島 諒 ﾅｶﾞｼﾏ ﾘｮｳ 埼玉 CYCLOCLUB

350 2200037 大岩 零治 ｵｵｲﾜ ﾚｲｼﾞ 千葉 JR East United

351 2200004 佐藤 駿樹 ｻﾄｳ ﾄｼｷ 東京 JR East United

352 2201281 井東 親吾 ｲﾄｳ ｼﾝｺﾞ 東京 湾岸サイクリング・ユナイテッド

353 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

354 2200039 田村 恭平 ﾀﾑﾗ ｷｮｳﾍｲ 千葉 湾岸サイクリング・ユナイテッド

355 1901443 宮本 秋哉 ﾐﾔﾓﾄ ｼｭｳﾔ 東京 AutoBahnGotemba

356 2100446 大野 陽平 ｵｵﾉ ﾖｳﾍｲ 埼玉 ASMIC

357 前田 悦宏 ﾏｴﾀﾞ ﾖｼﾋﾛ 福井 バルバクラブフクイ

358 2200379 伊藤 大智 ｲﾄｳ ﾀﾞｲﾁ 東京 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ

359 2001016 畠山 和也 ﾊﾀｹﾔﾏ ｶｽﾞﾔ 東京 TRYCLE.ing

360 2100279 金屋 洋一郎 ｶﾅﾔ ﾖｳｲﾁﾛｳ 東京 シャークアイランド

361 2100320 木村 祐貴 ｷﾑﾗ ﾕｳｷ 埼玉 シャークアイランド

362 2200246 三澤 暁 ﾐｻﾜ ｱｷﾗ 長野 シャークアイランド

363 2100380 植村 輝 ｳｴﾑﾗ ﾋｶﾙ 神奈川 ALDINA

364 1900510 三澤 翔大 ﾐｻﾜ ｼｮｳﾀ 東京 ALDINA

365 相原 匡兵 ｱｲﾊﾗ ｷｮｳﾍｲ 宮城 新潟食料農業大学　自転車競技部

366 1601582 酒井 章剛 ｻｶｲ ｼｮｳｺﾞ 新潟 新潟食料農業大学　自転車競技部

367 1601534 多田 雄飛 ﾀﾀﾞ ﾕｳﾋ 兵庫 新潟食料農業大学　自転車競技部

368 2001435 前橋 佳太 ﾏｴﾊｼ ｹｲﾀ 北海道 新潟食料農業大学　自転車競技部

369 2200174 樋江井 康人 ﾋｴｲ ﾔｽﾄ 愛知 BREZZA-KAMIHAGI

370 1502758 増田 朋寧 ﾏｽﾀﾞ ﾄﾓﾔｽ 東京 パラティアムTOKYO Fusion Systems ※オープン

371 2101837 橘 辰雄 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾀﾂｵ 富山 バルバクラブタカオカ ※オープン

372 9700528 横田 正美 ﾖｺﾀ ﾏｻﾐ 栃木 リベルタスTOCHIGI BICYCLE CLUB ※オープン

373 1702167 中畑 隆幸 ﾅｶﾊﾀ ﾀｶﾕｷ 東京 Team SHIDO ※オープン

374 2200203 長岡 高志 ﾅｶﾞｵｶ ﾀｶｼ 埼玉 CYCLOCLUB ※オープン

375 安藤　正章 ｱﾝﾄﾞｳ ﾏｻｱｷ オープン ※オープン

376 9801100 佐藤台造 ｻﾄｳ ﾀﾞｲｿﾞｳ オープン Slow & Easy ※オープン

377 末永　周平 ｽｴﾅｶﾞ ｼｭｳﾍｲ オープン TEAM末永　with長岡 ※オープン

378 計良秀明 ｹﾗ ﾋﾃﾞｱｷ オープン SINNECO ※オープン

379 601123 齋藤光一 ｻｲﾄｳ ｺｳｲﾁ オープン F(t)麒麟山Racing ※オープン

380 2200861 澁谷康太 ｼﾌﾞﾔ ｺｳﾀ オープン NORT ※オープン

381 2200860 石澤秀真 ｲｼｻﾞﾜ ｼｭｳﾏ オープン NORT ※オープン

382 2201117 渡部耀太 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｳﾀ オープン 埼玉大学自転車競技部 ※オープン

383 2200864 桑子隼 ｸﾜｺ ｼﾞｭﾝ オープン 埼玉大学自転車競技部 ※オープン

384 1001625 小野　太 ｵﾉ ﾌﾄｼ オープン OYAMA STARPLEX ※オープン

385 高橋　司 ﾀｶﾊｼ ﾂｶｻ オープン YAMABIKO ※オープン

386 2201090 来田雄大 ｷﾀﾞ ﾕｳﾀﾞｲ オープン 埼玉大学自転車競技部 ※オープン

387 2200865 前田明大 ﾏｴﾀﾞ ｱｷﾋﾛ オープン 埼玉大学自転車競技部 ※オープン

388 2201490 加藤　徠 ｶﾄｳ ﾗｲ オープン NORT ※オープン

389 横山　直樹 ﾖｺﾔﾏ ﾅｵｷ オープン 山彦 ※オープン

390 寺島　勝 ﾃﾗｼﾞﾏ ﾏｻﾙ オープン 佐渡たかち＠つれづれ ※オープン

391 安原大貴 ﾔｽﾊﾗ ﾀﾞｲｷ オープン R365 ※オープン

392 1900556 梅澤　楽音 ｳﾒｻﾞﾜ ｶﾞｸﾄ オープン 埼玉大学自転車競技部 ※オープン

393 1801541 藤井悠羽 ﾌｼﾞｲ ﾕｳ オープン 新潟食料農業大学　自転車競技部 ※オープン

394 1801962 宮下大地 ﾐﾔｼﾀ ﾀﾞｲﾁ オープン 新潟食料農業大学　自転車競技部 ※オープン

395 1801764 福島唯暉 ﾌｸｼﾏ ﾕｲｷ オープン 新潟食料農業大学　自転車競技部 ※オープン



396 2101507 鈴木雄大 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾀﾞｲ オープン 新潟大学自転車競技部 ※オープン

397 2201006 添田　昂弥 ｿｴﾀ ｺｸﾔ オープン 新潟大学自転車競技部 ※オープン

398 2201489 鈴木　僚真 ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾏ オープン 新潟大学自転車競技部 ※オープン

399 2200967 小林 龍史 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｭｳｼﾞ オープン NORT ※オープン


