
74 名 74 2021/6/21
No. JCF ID ⽒名 カナ 登録地 チーム名

1 4655945 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 スペイン 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 1500367 アイラン フェルナンデス ｱｲﾗﾝ ﾌｪﾙﾅﾝﾃﾞｽ ⼤阪 マトリックスパワータグ
4 0301043 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 0700546 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 0500960 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 1301575 ⼤前 翔 ｵｵﾏｴ ｶｹﾙ 東京 愛三⼯業レーシングチーム
12 0901309 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
13 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
14 0400843 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
15 0701211 住吉 宏太 ｽﾐﾖｼ ｺｳﾀ 熊本 愛三⼯業レーシングチーム
16 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
17 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
18 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
31 0801747 才⽥ 直⼈ ｻｲﾀ ﾅｵﾄ 宮城 LEOMO Bellmare Racing Team
32 1702835 ⼩林 弘幸 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾕｷ ⻑野 LEOMO Bellmare Racing Team
33 9800459 ⼩畑 郁 ｵﾊﾞﾀ ｶｵﾙ 東京 LEOMO Bellmare Racing Team
34 1802563 世古 眞太郎 ｾｺ ｼﾝﾀﾛ 三重 LEOMO Bellmare Racing Team
41 1700821 井上 ⽂成 ｲﾉｳｴ ﾌﾐﾅﾘ 岡⼭ 弱⾍ペダル サイクリングチーム
42 0500601 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
43 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
44 1500186 川野 碧⼰ ｶﾜﾉ ｱｵｷ 東京 弱⾍ペダル サイクリングチーム
45 1801484 久賀 壮⼤ ｸｶﾞ ｿｳﾀ 徳島 弱⾍ペダル サイクリングチーム
46 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
47 1001103 ⻑塚 寿⽣ ﾅｶﾞﾂｶ ﾄｼｷ 茨城 弱⾍ペダル サイクリングチーム
48 1701287 津⽯ 康平 ﾂｲｼ ｺｳﾍｲ 奈良 弱⾍ペダル サイクリングチーム
51 1502291 ⽷川 典往 ｲﾄｶﾜ ﾉﾘﾕｷ 島根 eNShare Racing Team
52 0201014 ⼤塚 航 ｵｵﾂｶ ﾜﾀﾙ 京都 eNShare Racing Team
53 1100567 ⼤町 健⽃ ｵｵﾏﾁ ｹﾝﾄ 広島 eNShare Racing Team
54 0800639 河賀 雄⼤ ｶｶﾞ ﾕｳﾀﾞｲ 広島 eNShare Racing Team
55 1501045 ⽊原 与志寛 ｷﾊﾗ ﾖｼﾋﾛ 広島 eNShare Racing Team
56 1400758 公⽂ 拓真 ｸﾓﾝ ﾀｸﾏ ⾼知 eNShare Racing Team
57 0600791 藤岡 克磨 ﾌｼﾞｵｶ ｶﾂﾏ 徳島 eNShare Racing Team
58 1300766 茂越 ⿓哉 ﾓｺﾞｴ ﾀﾂﾔ 兵庫 eNShare Racing Team
61 1401518 尾形 尚彦 ｵｶﾞﾀ ﾀｶﾋｺ 宮城 シマノレーシング
62 1201367 ⾵間 翔眞 ｶｻﾞﾏ ｼｮｳﾏ 福島 シマノレーシング
63 0500601 ⽊村 圭佑 ｷﾑﾗ ｹｲｽｹ 奈良 シマノレーシング
64 1401137 重満 丈 ｼｹﾞﾐﾂ ｼﾞｮｳ 沖縄 シマノレーシング
65 1401433 床井 亮太 ﾄｺｲ ﾘｮｳﾀ 栃⽊ シマノレーシング
66 1201132 中井 唯晶 ﾅｶｲ ﾀﾀﾞｱｷ 滋賀 シマノレーシング
67 0900212 横⼭ 航太 ﾖｺﾔﾏ ｺｳﾀ ⻑野 シマノレーシング
68 1600024 天野 壮悠 ｱﾏﾉ ﾀｹﾊﾙ ⼤阪 シマノレーシング
71 0501593 内野 直也 ｳﾁﾉ ﾅｵﾔ 埼⽟ イナーメ信濃⼭形
72 1300056 ⽐護 任 ﾋｺﾞ ｱﾀﾙ ⼤阪 イナーメ信濃⼭形
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73 1601498 森崎 英登 ﾓﾘｻｷ ﾋﾃﾞﾄ 愛知 イナーメ信濃⼭形
74 1700593 荒瀧 隆公 ｱﾗﾀｷ ﾀｶﾋﾄ 東京 イナーメ信濃⼭形
75 1300540 松井 ⼤悟 ﾏﾂｲ ﾀﾞｲｺﾞ ⽯川 イナーメ信濃⼭形
76 0900524 渡邊 聡 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾄﾙ 神奈川 イナーメ信濃⼭形
77 1900364 神村 泰輝 ｶﾐﾑﾗ ﾀｲｷ 東京 イナーメ信濃⼭形
81 1200031 ⾼橋 伸成 ﾀｶﾊｼ ﾉﾌﾞｼｹﾞ 静岡 稲城FIETSクラスアクト
82 9702834 中村 ⽂武 ﾅｶﾑﾗ ﾌﾐﾀｹ 東京 稲城FIETSクラスアクト
83 9702852 藤⽥ 勉 ﾌｼﾞﾀ ﾂﾄﾑ 東京 稲城FIETSクラスアクト
91 1201250 古⽥ 潤 ﾌﾙﾀ ｼﾞｭﾝ 東京 群⾺グリフィンレーシングチーム
92 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
93 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
94 1800163 若⽉ 隆真 ﾜｶﾂｷ ﾀｸﾏ 埼⽟ 群⾺グリフィンレーシングチーム
95 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
96 1600445 平塚 佑亮 ﾋﾗﾂｶ ﾕｳｽｹ 栃⽊ 群⾺グリフィンレーシングチーム
97 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
98 1401959 佐藤 遼 ｻﾄｳ ﾘｮｳ 東京 群⾺グリフィンレーシングチーム
111 1802426 ⼩村 悠樹 ｺﾑﾗ ﾊﾙｷ ⽯川 Team Eurasia - iRC TIRE
112 1902774 寺澤 アンドリュウ ﾃﾗｻﾜ ｱﾝﾄﾞﾘｭｳ ⻑野 Team Eurasia - iRC TIRE
113 1800308 鈴⽊ 道也 ｽｽﾞｷ ﾐﾁﾔ 福島 Team Eurasia - iRC TIRE
114 1802102 相野 晴 ｱｲﾉ ﾃﾙ 北海道 Team Eurasia - iRC TIRE
115 1802331 ⿃海 祐甫 ﾄﾘｳﾐ ﾕｳｽｹ 東京 Team Eurasia - iRC TIRE
121 0801011 ⽯橋 学 ｲｼﾊﾞｼ ﾏﾅﾌﾞ ⻘森 CIEL BLEU KANOYA
122 1200621 冨尾 ⼤地 ﾄﾐｵ ﾀﾞｲﾁ ⿅児島 CIEL BLEU KANOYA
123 1200034 ⽩川 幸希 ｼﾗｶﾜ ｺｳｷ ⿅児島 CIEL BLEU KANOYA
124 0801515 伊藤 舜紀 ｲﾄｳ ｼｭﾝｷ ⿅児島 CIEL BLEU KANOYA
125 1501717 真鍋 諒太 ﾏﾅﾍﾞ ﾘｮｳﾀ ⾹川 CIEL BLEU KANOYA
126 1601206 道⾒ 優太 ﾄﾞｳﾐ ﾕｳﾀ ⿅児島 CIEL BLEU KANOYA
127 1702467 ⼤河内 将泰 ｵｵｺｳﾁ ﾏｻﾋﾛ ⿅児島 CIEL BLEU KANOYA



50 名 50 2021/6/21
No. JCF ID ⽒名 カナ 登録地 チーム名

701 1300559 柴⽥ 直樹 ｼﾊﾞﾀ ﾅｵｷ ⻑野 イナーメ信濃⼭形-EFT
702 9700734 井上 登⼠哉 ｲﾉｳｴ ﾄｼﾔ 愛媛 VC VELOCE
703 1800028 佐藤 俊雄 ｻﾄｳ ﾄｼｵ 兵庫 VC VELOCE
704 1500019 溝畑 悟 ﾐｿﾞﾊﾀ ｻﾄﾙ ⼤阪 VC VELOCE
705 1300487 ⼭本 敦 ﾔﾏﾓﾄ ｱﾂｼ 神奈川 SBC Vertex Racing Team
706 0200005 ⼭⽥ ⻑作 ﾔﾏﾀﾞ ﾁｮｳｻｸ 北海道 エルドラード東北
707 2000066 ⽚岡 敏⼀ ｶﾀｵｶ ﾄｼｶｽﾞ ⿃取 Katasei Compagno
708 2000173 波⽚ 鉄平 ﾊｶﾞﾀ ﾃｯﾍﾟｲ 愛媛 CR3W
709 1600308 ⼤内 淳司 ｵｵｳﾁ ｱﾂｼ 茨城 GROWING Racing Team
710 9900113 ⾼橋 利明 ﾀｶﾊｼ ﾄｼｱｷ 茨城 GROWING Racing Team
711 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
712 9901846 ⼤倉 健⼀ ｵｵｸﾗ ｹﾝｲﾁ 東京 セオレーシング
713 1600085 ⽯井 久雄 ｲｼｲ ﾋｻｵ 兵庫 soleil de lest
714 1000376 福岡 実 ﾌｸｵｶ ﾐﾉﾙ 東京 Team CUORE
715 1400295 ⼤森 健⼀ ｵｵﾓﾘ ｹﾝｲﾁ 広島 Team Kermis Cross
716 2000008 中市 昌樹 ﾅｶｲﾁ ﾏｻｷ ⼤阪 Team Kermis Cross
717 2001531 ⻄村 圭⼆郎 ﾑﾗ ｹｲｼﾞﾛｳ 兵庫 Team ZERO UNO FRONTIER
718 1800363 ⼭崎 秀忠 ﾔﾏｻｷ ﾋﾃﾞﾀﾀﾞ 岡⼭ チーム岡⼭
719 1500505 築⼭ 元樹 ﾂｷﾔﾏ ｹﾞﾝｷ 岡⼭ Team Grandi Petit
720 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
721 1702907 岡本 秀明 ｵｶﾓﾄ ﾋﾃﾞｱｷ 千葉 TEAM GIRO 360
722 0700204 ⼤原 勇⽣ ｵｵﾊﾗ ﾕｳｷ ⼤阪 チーム  スクアドラ
723 0900367 隅原 秀年 ｽﾐﾊﾗ ﾋﾃﾞﾄｼ ⼤阪 チーム  スクアドラ
724 1600502 宮本 訓寛 ﾐﾔﾓﾄ ｸﾆﾋﾛ ⼤阪 チーム  スクアドラ
725 1100638 ⼭岡 健⼈ ﾔﾏｵｶ ｹﾝﾄ 愛媛 TEAM LUPPI
726 0601400 ⼤濱 篤史 ｵｵﾊﾏ ｱﾂｼ ⼤阪 チバポンズ
727 1800285 桐⼭ 雄⼀ ｷﾘﾔﾏ ﾕｳｲﾁ 兵庫 チバポンズ
728 0000134 滝⼭ 信⾏ ﾀｷﾔﾏ ﾉﾌﾞﾕｷ 兵庫 チバポンズ
729 0601596 三上 強 ﾐｶﾐ ﾂﾖｼ 広島 ＴＮＧレーシング広島
730 1700871 中川 真也 ﾅｶｶﾞﾜ ｼﾝﾔ ⽯川 TTG ミトロング-V
731 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
732 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
733 1000423 佐藤 信哉 ｻﾄｳ ｼﾝﾔ 福岡 VC福岡エリート
734 1700199 深堀 理 ﾌｶﾎﾘ ﾏｻﾙ 福岡 VC福岡エリート
735 0200278 ⾺場 隆広 ﾊﾞﾊﾞ ﾀｶﾋﾛ 岐⾩ フィトンチッドRT
736 1400141 ⻑妻 暁 ﾅｶﾞﾂﾏ ｱｷﾗ 神奈川 FORCE
737 1500813 堀⽥ 耕司 ﾎｯﾀ ｺｳｼﾞ 愛知 BREZZA-KAMIHAGI
738 0000379 冨久 健太郎 ﾄﾐﾋｻ ｹﾝﾀﾛｳ 岡⼭ masahikomifune.com CyclingTeam
739 1400047 菅⾕ 修 ｽｶﾞﾔ ｵｻﾑ 東京 MIVRO
740 9702626 阿部 良之 ｱﾍﾞ ﾖｼﾕｷ ⼤阪 MUUR
741 1600008 ⾼⼭ 秀樹 ﾀｶﾔﾏ ﾋﾃﾞｷ ⼤阪 MUUR
742 9702635 三浦 恭資 ﾐｳﾗ ｷｮｳｼ ⼤阪 MUUR
743 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
744 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
745 1100616 杉⼭ ⽂崇 ｽｷﾞﾔﾏ ﾌﾐﾀｶ ⼭⼝ ⼭⼝県⾃転⾞競技連盟・我逢⼈
746 1800265 福⽥ 健⼀ ﾌｸﾀﾞ ｹﾝｲﾁ ⼭⼝ ⼭⼝県⾃転⾞競技連盟・我逢⼈
747 0100423 真鍋 英祐 ﾏﾅﾍﾞ ｴｲｽｹ ⼭⼝ ⼭⼝県⾃転⾞競技連盟・我逢⼈
748 1300523 植⽥ 良 ｳｴﾀ ﾘｮｳ 徳島 UNIVERS
749 2100035 夛⽥ 賢児 ﾀﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 徳島 UNIVERS
750 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
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17 名 17 2021/6/21
No. JCF ID ⽒名 カナ 登録地 チーム名

801 2001388 望⽉ 蓮 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾚﾝ 神奈川 Avenir Yamanashi Yamanakako
802 1800377 ⽊綿 崚介 ﾓﾒﾝ ﾘｮｳｽｹ 北海道 ヴィファリスト
803 2100231 太⽥ 翔 ｵｵﾀ ｼｮｳ 岡⼭ Team Grandi Petit
804 1902712 綿貫 遙⼈ ﾜﾀﾇｷ ﾊﾙﾄ 和歌⼭ TEAM SANREMO
805 2001472 関⼝ 拓真 ｾｷｸﾞﾁ ﾀｸﾏ 神奈川 深沢⾼等学校
806 2100240 ⻄尾 尚⾺ ﾆｼｵ ｼｮｳﾏ 愛知 BREZZA-KAMIHAGI
807 1703516 ⽯⽥ 航太 ｲｼﾀﾞ ｺｳﾀ 北海道 松⼭学院⾼等学校 ⾃転⾞競技
808 1902377 楠本 颯太 ｸｽﾓﾄ ｿｳﾀ 北海道 松⼭学院⾼等学校 ⾃転⾞競技
809 2000032 松岡 勇⽃ ﾏﾂｵｶ ﾕｳﾄ 北海道 松⼭学院⾼等学校 ⾃転⾞競技
810 2000281 三⽊ 颯⼀郎 ﾐｷ ｿｳｲﾁﾛｳ 北海道 松⼭学院⾼等学校 ⾃転⾞競技
811 2001137 佐藤 后嶺 ｻﾄｳ ｺｳﾘｮｳ 北海道 ⽯狩南⾼校 ※オープン参加
812 1601925 阿部 倭 ｱﾍﾞ ﾔﾏﾄ 愛媛 愛媛県⾃転⾞競技連盟ジュニアクラブ ※オープン参加

813 2000076 寺川 智寛 ﾃﾗｶﾞﾜ ﾁﾋﾛ 愛媛 愛媛県⾃転⾞競技連盟ジュニアクラブ ※オープン参加

814 2001608 梅津 ⾶⽻ ｳﾒﾂ ﾄﾜ 北海道 帯広南商業⾼等学校 ※オープン参加
815 2001674 島崎 将男 ｼﾏｻﾞｷ ﾏｻｵ 北海道 帯広南商業⾼等学校 ※オープン参加
816 1601925 和泉 颯真 ｲｽﾞﾐ ﾘｮｳﾏ ⼤阪 CYCLE SHOP CAT ※オープン参加
817 1601925 中⼭ ⻯⼀ ﾅｶﾔﾏ ﾘｭｳｲﾁ 愛知 豊⽥⼯科⾼校 ※オープン参加
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