
【クラスタ︓P1  グレード︓シルバー】 110名 2019/7/1

No JCF ID ⽒名 カナ 登録地 チーム名

1 0400861 増⽥ 成幸 ﾏｽﾀﾞ ﾅﾘﾕｷ 栃⽊ 宇都宮ブリッツェン
2 0400843 鈴⽊ 譲 ｽｽﾞｷ ﾕｽﾞﾙ 栃⽊ 宇都宮ブリッツェン
3 0600844 阿部 嵩之 ｱﾍﾞ ﾀｶﾕｷ 栃⽊ 宇都宮ブリッツェン
4 0400028 ⼩坂 光 ｺｻｶ ﾋｶﾙ 栃⽊ 宇都宮ブリッツェン
5 1101581 鈴⽊ ⿓ ｽｽﾞｷ ﾘｭｳ 宮城 宇都宮ブリッツェン
6 1001732 堀 孝明 ﾎﾘ ﾀｶｱｷ 栃⽊ 宇都宮ブリッツェン
7 1100355 ⼩野寺 玲 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾚｲ 栃⽊ 宇都宮ブリッツェン
8 1100488 岡 篤志 ｵｶ ｱﾂｼ 茨城 宇都宮ブリッツェン
22 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
23 0301347 佐野 淳哉 ｻﾉ ｼﾞｭﾝﾔ 静岡 マトリックスパワータグ
24 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
25 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
26 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
28 9700539 狩野 智也 ｶﾉｳ ﾄﾓﾔ 群⾺ マトリックスパワータグ
29 9701956 向川 尚樹 ﾑｶｲｶﾞﾜ ﾅｵｷ ⼤阪 マトリックスパワータグ
41 0701113 ⼊部 正太朗 ｲﾘﾍﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ 滋賀 シマノレーシング
42 0500601 ⽊村 圭佑 ｷﾑﾗ ｹｲｽｹ 奈良 シマノレーシング
43 0900861 湊 諒 ﾐﾅﾄ ﾘｮｳ ⻘森 シマノレーシング
44 1201132 中井 唯晶 ﾅｶｲ ﾀﾀﾞｱｷ 滋賀 シマノレーシング
45 0900212 横⼭ 航太 ﾖｺﾔﾏ ｺｳﾀ ⻑野 シマノレーシング
46 1001692 ⿊枝 咲哉 ｸﾛｴﾀﾞ ｻﾔ ⼤分 シマノレーシング
48 1600138 中⽥ 拓也 ﾅｶﾀ ﾀｸﾔ ⻑野 シマノレーシング
49 0600749 ⼀丸 尚伍 ｲﾁﾏﾙ ｼｮｳｺﾞ ⼤分 シマノレーシング
62 0700889 ⿊枝 ⼠揮 ｸﾛｴﾀﾞ ｼｷ ⼤分 TEAM BRIDGESTONE Cycling
63 0801011 ⽯橋 学 ｲｼﾊﾞｼ ﾏﾅﾌﾞ ⻘森 TEAM BRIDGESTONE Cycling
64 0800444 孫崎 ⼤樹 ﾏｺﾞｻｷ ﾀﾞｲｷ 京都 TEAM BRIDGESTONE Cycling
65 9900243 平塚 吉光 ﾋﾗﾂｶ ﾖｼﾐﾂ 静岡 TEAM BRIDGESTONE Cycling
66 1000513 徳⽥ 優 ﾄｸﾀﾞ ｽｸﾞﾙ 京都 TEAM BRIDGESTONE Cycling
67 0801159 近⾕ 涼 ﾁｶﾀﾆ ﾘｮｳ 富⼭ TEAM BRIDGESTONE Cycling
68 0900845 橋本 英也 ﾊｼﾓﾄ ｴｲﾔ 岐⾩ TEAM BRIDGESTONE Cycling
69 1301042 沢⽥ 桂太郎 ｻﾜﾀﾞ ｹｲﾀﾛｳ 宮城 TEAM BRIDGESTONE Cycling
81 0500716 飯野 智⾏ ｲｲﾉ ﾄﾓﾕｷ 栃⽊ 那須ブラーゼン
82 1201451 下島 将輝 ｼﾓｼﾞﾏ ﾏｻｷ 兵庫 那須ブラーゼン
83 1100580 樋⼝ 峻明 ﾋｸﾞﾁ ﾀｶｱｷ 神奈川 那須ブラーゼン
84 1301587 柴⽥ 雅之 ｼﾊﾞﾀ ﾏｻﾕｷ 京都 那須ブラーゼン
85 1201591 中村 魁⽃ ﾅｶﾑﾗ ｶｲﾄ 栃⽊ 那須ブラーゼン
86 1300365 ⼩野寺 慶 ｵﾉﾃﾞﾗ ｹｲ 栃⽊ 那須ブラーゼン
87 0900066 ⻄尾 憲⼈ ﾆｼｵ ｹｲﾄ 北海道 那須ブラーゼン
88 0900064 ⻄尾 勇⼈ ﾆｼｵ ﾊﾔﾄ 北海道 那須ブラーゼン
101 1601347 岩瀬 照 ｲﾜｾ ｼｮｳ 新潟 LEOMO Bellmare Racing Team
102 1000394 岸 崇仁 ｷｼ ﾀｶﾋﾄ 茨城 LEOMO Bellmare Racing Team
103 0801747 才⽥ 直⼈ ｻｲﾀ ﾅｵﾄ 宮城 LEOMO Bellmare Racing Team
104 1602702 中川 由⼈ ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳﾄ 神奈川 LEOMO Bellmare Racing Team
106 1001902 ⽶⾕ 隆志 ﾖﾈﾀﾆ ﾀｶｼ 東京 LEOMO Bellmare Racing Team
125 1500159 ⾼杉 知彰 ﾀｶｽｷﾞ ﾄﾓｱｷ 神奈川 イナーメ信濃⼭形
127 0501593 内野 直也 ｳﾁﾉ ﾅｵﾔ 埼⽟ イナーメ信濃⼭形
128 1200215 豊⽥ 勝徳 ﾄﾖﾀﾞ ｶﾂﾉﾘ ⼤阪 イナーメ信濃⼭形
141 0600791 藤岡 克磨 ﾌｼﾞｵｶ ｶﾂﾏ 徳島 VICTOIRE 広島
142 1000720 ⾺渡 伸弥 ﾏﾜﾀﾘ ｼﾝﾝﾔ 東京 VICTOIRE 広島
143 1500184 ⼩嶋 渓円 ｺｼﾞﾏ ｹｲｴﾝ 神奈川 VICTOIRE 広島
144 1200034 ⽩川 幸希 ｼﾗｶﾜ ｺｳｷ 岡⼭ VICTOIRE 広島
145 1400374 ⾕ 順成 ﾀﾆ ｼﾞｭﾝｾｲ 岐⾩ VICTOIRE 広島
146 1201456 中川 智 ﾅｶｶﾞﾜ ｻﾄｼ 奈良 VICTOIRE 広島
147 1200307 桂 慶浩 ｶﾂﾗ ﾖｼﾋﾛ 北海道 VICTOIRE 広島
162 0601352 織⽥ 聖 ｵﾀﾞ ﾋｼﾞﾘ 埼⽟ 弱⾍ペダル サイクリングチーム
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163 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
164 1200884 村⽥ 雄耶 ﾑﾗﾀ ﾕｳﾔ 福岡 弱⾍ペダル サイクリングチーム
166 1400152 江越 海玖也 ｴｺﾞｼ ﾐｸﾔ 神奈川 弱⾍ペダル サイクリングチーム
167 0600054 ⼤場 政登志 ｵｵﾊﾞ ﾏｻﾄｼ 茨城 弱⾍ペダル サイクリングチーム
201 0900655 ⾼⽊ 三千成 ﾀｶｷﾞ ﾐﾁﾅﾘ 埼⽟ 東京ヴェントス
202 0801515 伊藤 舜紀 ｲﾄｳ ｼｭﾝｷ 北海道 東京ヴェントス
203 1400265 野宮 ⼀朗 ﾉﾐﾔ ｲﾁﾛｳ 栃⽊ 東京ヴェントス
204 1101875 藤⽥ 涼平 ﾌｼﾞﾀ ﾘｮｳﾍｲ 埼⽟ 東京ヴェントス
205 1501888 海野 晋作 ｳﾐﾉ ｼﾝｻｸ 東京 東京ヴェントス
206 1600413 ⻑⽥ 華⼭ ﾅｶﾞﾀ ｶｻﾞﾝ 栃⽊ 東京ヴェントス
221 0901755 野⼝ 悠真 ﾉｸﾞﾁ ﾕｳﾏ 東京 FIETS GROEN ⽇本ロボティクス
222 0600568 ⽔野 貴⾏ ﾐｽﾞﾉ ﾀｶﾕｷ 愛知 FIETS GROEN ⽇本ロボティクス
223 9702834 中村 ⽂武 ﾅｶﾑﾗ ﾌﾐﾀｹ 東京 FIETS GROEN ⽇本ロボティクス
225 1200031 ⾼橋 伸成 ﾀｶﾊｼ ﾉﾌﾞｼｹﾞ 静岡 FIETS GROEN ⽇本ロボティクス
226 0900461 秋⼭ 悟郎 ｱｷﾔﾏ ｺﾞﾛｳ 東京 FIETS GROEN ⽇本ロボティクス
227 1100483 若杉 圭祐 ﾜｶｽｷﾞ ｹｲｽｹ 愛知 FIETS GROEN ⽇本ロボティクス
228 9900169 ⻘⽊ 誠 ｱｵｷ ﾏｺﾄ 東京 FIETS GROEN ⽇本ロボティクス
229 1601219 松下 直暉 ﾏﾂｼﾀ ﾅｵｷ 東京 FIETS GROEN ⽇本ロボティクス
242 1000428 佐藤 信哉 ｻﾄｳ ｼﾝﾔ 福岡 VC福岡
243 1800239 松⽥ 真和 ﾏﾂﾀﾞ ﾏｻｶｽﾞ 福岡 VC福岡
244 1001679 早川 祐司 ﾊﾔｶﾜ ﾕｳｼﾞ 栃⽊ VC福岡
245 1300170 ⼭科 ⻯⼀郎 ﾔﾏｼﾅ ﾘｭｳｲﾁﾛｳ 兵庫 VC福岡
246 1601992 前原 直幸 ﾏｴﾊﾞﾗ ﾅｵﾕｷ ⼤阪 VC福岡
247 1500217 ⼋幡 光哉 ﾔﾊﾀ ﾐﾂﾔ 東京 VC福岡
248 1700238 武井 裕 ﾀｹｲ ﾕｳ 神奈川 VC福岡
249 1600149 中村 駿佑 ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ 宮崎 VC福岡
261 1201592 阿部 航⼤ ｱﾍﾞ ｺｳﾀﾞｲ 栃⽊ Honda栃⽊
262 1300075 佐川 祐太 ｻｶﾞﾜ ﾕｳﾀ 埼⽟ Honda栃⽊
263 0901551 ⽔間 健 ﾐｽﾞﾏ ﾀｹｼ 栃⽊ Honda栃⽊
264 1602074 半⽥ ⼦⻯ ﾊﾝﾀﾞ ｼﾘｭｳ 栃⽊ Honda栃⽊
265 1502782 森崎 健⾂ ﾓﾘｻｷ ｹﾝｼﾝ 栃⽊ Honda栃⽊
266 1100547 坂⼤ 恵太 ﾊﾞﾝﾀﾞｲ ｹｲﾀ 新潟 Honda栃⽊
267 1001863 ⼩林 宏志 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｼ 栃⽊ Honda栃⽊
281 9800459 ⼩畑 郁 ｵﾊﾞﾀ ｶｵﾙ 東京 なるしまフレンド レーシングチーム
282 1600259 ⼩川 恵佑 ｵｶﾞﾜ ｹｲｽｹ 東京 なるしまフレンド レーシングチーム
283 1602063 松島 拓⼈ ﾏﾂｼﾏ ﾀｸﾄ 神奈川 なるしまフレンド レーシングチーム
284 0900524 渡邊 聡 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾄｼ 神奈川 なるしまフレンド レーシングチーム
285 1500427 松井 敏⽂ ﾏﾂｲ ﾄｼﾌﾐ 埼⽟ なるしまフレンド レーシングチーム
303 1401959 佐藤 遼 ｻﾄｳ ﾘｮｳ 東京 群⾺グリフィン
305 1700565 本⽥ 将⽮ ﾎﾝﾀﾞ ﾏｻﾔ 栃⽊ 群⾺グリフィン
321 0800639 河賀 雄⼤ ｶｶﾞ ﾕｳﾀﾞｲ 広島 eNShare-エルドラード
322 0901489 ⽔野 恭兵 ﾐｽﾞﾉ ｷｮｳﾍｲ ⼭梨 eNShare-エルドラード
323 1700821 井上 ⽂成 ｲﾉｳｴ ﾌﾐﾅﾘ 岡⼭ eNShare-エルドラード
325 1200698 岡部 祐太 ｵｶﾍﾞ ﾕｳﾀ 広島 eNShare-エルドラード
326 1200890 斎藤 瞭汰 ｻｲﾄｳ ﾘｮｳﾀ 群⾺ eNShare-エルドラード
327 1400758 公⽂ 拓真 ｸﾓﾝ ﾀｸﾏ ⾼知 eNShare-エルドラード
328 1300766 茂越 ⿓哉 ﾓｺﾞｴ ﾀﾂﾔ 兵庫 eNShare-エルドラード
329 0401579 伊藤 翔吾 ｲﾄｳ ｼｮｳｺﾞ 広島 eNShare-エルドラード
341 0100115 畑中 勇介 ﾊﾀﾅｶ ﾕｳｽｹ 東京 TeamUKYO
342 0400572 内間 康平 ｳﾁﾏ ｺｳﾍｲ 沖縄 TeamUKYO
343 0800942 吉岡 直哉 ﾖｼｵｶ ﾅｵﾔ 京都 TeamUKYO
345 1500194 横塚 浩平 ﾖｺﾂｶ ｺｳﾍｲ 東京 TeamUKYO
381 1100567 ⼤町 健⽃ ｵｵﾏﾁ ｹﾝﾄ 広島 JCF強化指定選⼿チーム
382 1201865 ⾨⽥ 祐輔 ｶﾄﾞﾀ ﾕｳｽｹ 東京 JCF強化指定選⼿チーム
383 1500398 津⽥ 悠義 ﾂﾀﾞ ﾕｳｷﾞ 愛知 JCF強化指定選⼿チーム
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【クラスタ︓E1  グレード︓B】 79名 2019/7/1

No JCF ID ⽒名 カナ 登録地 チーム名

101 1001114 ⾦⽥ 聡⼠ ｶﾈﾀﾞ ｻﾄｼ ⿃取 AVENTURA AIKOH TOYO VICTORIA RACING
102 0701310 管 洋介 ｽｶﾞ ﾖｳｽｹ 茨城 AVENTURA AIKOH TOYO VICTORIA RACING
103 1700690 村⼭ 悠平 ﾑﾗﾔﾏ ﾕｳﾍｲ 千葉 AVENTURA AIKOH TOYO VICTORIA RACING
104 1301908 ⼭⼝ 和来 ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｽﾞｷ 東京 AVENTURA AIKOH TOYO VICTORIA RACING
105 1400051 佐藤 耕司 ｻﾄｳ ｺｳｼﾞ ⼤阪 イナーメ信濃⼭形-EFT
106 1402251 ⽩⽯ 光 ｼﾗｲｼ ﾋｶﾙ 神奈川 イナーメ信濃⼭形-EFT
107 1300056 ⽐護 任 ﾋｺﾞ ｱﾀﾙ ⼤阪 イナーメ信濃⼭形-EFT
108 1301393 森 光流 ﾓﾘ ﾋｶﾙ 千葉 イナーメ信濃⼭形-EFT
109 1100461 湯浦 裕貴 ﾕｳﾗ ﾔｽﾀｶ 愛知 イナーメ信濃⼭形-EFT
110 1800085 池川 ⾠哉 ｲｹｶﾞﾜ ﾀﾂﾔ ⼤阪 VC VELOCE
111 1500068 ⼩原 洋未 ｵﾊﾗ ﾋﾛﾐ ⼤阪 VC VELOCE
112 0701108 古⾕ 勇輝 ﾌﾙﾀﾆ ﾕｳｷ ⼤阪 VC VELOCE
113 1501960 村井 寛 ﾑﾗｲ ﾋﾛｼ ⼤阪 VC VELOCE
114 1900482 ⻄村 基 ﾆｼﾑﾗ ﾓﾄｲ 神奈川 VENTOS FRECCIA
115 1600066 佐々⽊ 均 ｻｻｷ ﾋﾄｼ 広島 voyAge cycling team
117 1502247 横⼿ 徳広 ﾖｺﾃ ﾄｸﾋﾛ 福岡 voyAge cycling team
118 1501497 ⽫⾕ 宏⼈ ｻﾗｶﾞｲ ﾋﾛﾄ 広島 エキップ ティラン
119 1501905 曹 栩銘 ｿｳ ｸﾒｲ 広島 エキップ ティラン
120 1502726 松浦 正⼰ ﾏﾂｳﾗ ﾏｻｷ 広島 エキップ ティラン
121 1601925 梅澤 幹太 ｳﾒｻﾞﾜ ｶﾝﾀ 愛媛 エキップｕレーシング
122 1402325 ⼩関 寛 ｺｾｷ ﾋﾛｼ ⾼知 eNShare Cycling Team
125 1800028 佐藤 俊雄 ｻﾄｳ ﾄｼｵ 兵庫 ALL OUT reric
126 1800057 中村 将也 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾔ ⼤阪 ALL OUT reric
127 1802568 原⽥ 将⼈ ﾊﾗﾀﾞ ﾏｻﾄ 兵庫 ALL OUT reric
128 1600308 ⼤内 淳司 ｵｵｳﾁ ｱﾂｼ 茨城 GROWING Racing Team
129 9900113 ⾼橋 利明 ﾀｶﾊｼ ﾄｼｱｷ 茨城 GROWING Racing Team
132 1400191 植⽥ 春樹 ｳｴﾀﾞ ﾊﾙｷ 埼⽟ コムリン 
133 1702102 奥秋 篤 ｵｸｱｷ ｱﾂｼ 東京 コムリン 
134 1001777 伊藤 晋⼀ ｲﾄｳ ｼﾝｲﾁ 神奈川 G.S.POSITIVO
135 1500414 ⾕⼝ 勝 ﾀﾆｸﾞﾁ ｼｮｳ ⼤阪 CWASPアタリ前⽥
136 0800023 和⽥⼭ 尚史 ﾜﾀﾞﾔﾏ ﾀｶﾌﾐ ⼤阪 侵略︕︕︕
137 1300016 藤井 ⼀厳 ﾌｼﾞｲ ﾉﾌﾞﾋﾛ 静岡 SPADE・ACE
138 9901846 ⼤倉 健⼀ ｵｵｸﾗ ｹﾝｲﾁ 東京 セオレーシング
139 1502700 塚本 隼 ﾂｶﾓﾄ ﾊﾔﾄ ⼤阪 ZERO
140 1700035 花⽥ ⾦之介 ﾊﾅﾀﾞ ｷﾝﾉｽｹ ⼤阪 ZERO
141 1600085 ⽯井 久雄 ｲｼｲ ﾋｻｵ 兵庫 soleil de lest
142 1001823 上⼿ 勇輝 ｶﾐﾃ ﾕｳｷ 広島 Team Kermis Cross
143 1501045 ⽊原 与志寛 ｷﾊﾗ ﾖｼﾋﾛ 広島 Team Kermis Cross
146 1700578 ⼀丸 裕介 ｲﾁﾏﾙ ﾕｳｽｹ 徳島 TeamUKYO Reve
147 1501770 岩本 克也 ｲﾜﾓﾄ ｶﾂﾔ ⼭⼝ TeamUKYO Reve
148 1500375 齋藤 俊介 ｻｲﾄｳ ｼｭﾝｽｹ 広島 TeamUKYO Reve
149 0500685 清⽔ ⼀弘 ｼﾐｽﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 富⼭ TeamUKYO Reve
150 1500211 ⾼橋 叶平 ﾀｶﾊｼ ｷｮｳﾍｲ 広島 TeamUKYO Reve
151 1600606 ⻑⾕川 彰浩 ﾊｾｶﾞﾜ ｱｷﾋﾛ ⼤阪 TeamUKYO Reve
152 1100565 宮⽥ 久⽣ ﾐﾔﾀ ﾋｻｵ 広島 TeamUKYO Reve
153 1201092 今井 章雄 ｲﾏｲ ｱｷｵ 岡⼭ Team Grandi Petit
154 1500505 築⼭ 元樹 ﾂｷﾔﾏ ｹﾞﾝｷ 岡⼭ Team Grandi Petit
156 0900367 隅原 秀年 ｽﾐﾊﾗ ﾋﾃﾞﾄｼ ⼤阪 チーム  スクアドラ
158 1100638 ⼭岡 健⼈ ﾔﾏｵｶ ｹﾝﾄ 愛媛 TEAM LUPPI
159 1200035 三上 勇輝 ﾐｶﾐ ﾕｳｷ ⼤阪 Defardi
161 1700538 ⼋⽊ 健太 ﾔｷﾞ ｹﾝﾀ ⾼知 徳島サイクルレーシング
162 1600120 ⼭本 健太郎 ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝﾀﾛｳ ⾼知 徳島サイクルレーシング
163 1600036 井清 ⼤樹 ｲｾｲ ﾀﾞｲｷ ⼤阪 TRAILBLAZER
164 0600048 奥野 浩和 ｵｸﾉ ﾋﾛｶｽﾞ ⼤阪 ナカガワAS・Kʼデザイン
165 1600013 森⽥ 正徳 ﾓﾘﾀ ﾏｻﾉﾘ ⼤阪 ナカガワAS・Kʼデザイン
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166 0500037 櫻井 ⼀輝 ｻｸﾗｲ ｶｽﾞｷ 静岡 なるしまフレンド
167 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
168 1001649 伊藤 隼也 ｲﾄｳ ｼｭﾝﾔ 奈良 パナソニックレーシング
169 0901548 海藤 稜⾺ ｶｲﾄﾞｳ ﾘｮｳﾏ ⼭形 パナソニックレーシング
171 1802207 秋好 佑太 ｱｷﾖｼ ﾕｳﾀ 福岡 VC福岡（エリート）
172 1600888 ⼤澤 昌輝 ｵｵｻﾜ ﾏｻｷ 愛知 BREZZA-KAMIHAGI
173 1600889 ⻄川 徹 ﾆｼｶﾜ ﾄｵﾙ 愛知 BREZZA-KAMIHAGI
174 1500813 堀⽥ 耕司 ﾎｯﾀ ｺｳｼﾞ 愛知 BREZZA-KAMIHAGI
175 0901303 ⻲岡 晋也 ｶﾒｵｶ ｼﾝﾔ 愛媛 masahikomifune.com CyclingTeam
176 1401536 ⼩川 修 ｵｶﾞﾜ ｵｻﾑ 三重 MAX SPEED 97
177 1600600 ⽮⽥ 健太郎 ﾔﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 三重 MAX SPEED 97
178 1400047 菅⾕ 修 ｽｶﾞﾔ ｵｻﾑ 東京 MIVRO
180 1502478 神野 悠作 ｼﾞﾝﾉ ﾕｳｻｸ ⼤阪 ⼋ヶ岳 CYCLING CLUB
181 1000714 佐々⽊ 暖 ｻｻｷ ﾀﾞﾝ 奈良 EURO-WORKS Racing
182 1100076 ⾓⽥ 光隆 ｽﾐﾀﾞ ﾐﾂﾀｶ 奈良 EURO-WORKS Racing
183 1100087 ⽥中 信⾏ ﾀﾅｶ ﾉﾌﾞﾕｷ 奈良 EURO-WORKS Racing
185 1500648 福吉 紳悟 ﾌｸﾖｼ ｼﾝｺﾞ 神奈川 YOKOSUKA UNO RACING
186 1702045 ⾦⼦ 隆亮 ｶﾈｺ ﾘｭｳｽｹ ⼤阪 Rapha Cycling Club
187 1200445 岡本 順 ｵｶﾓﾄ ｼﾞｭﾝ ⼭⼝ ⼭⼝県⾃転⾞競技連盟・GRP
188 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・GRP
189 0800557 ⻄川 昌宏 ﾆｼｶﾜ ﾏｻﾋﾛ ⼭⼝ ⼭⼝県⾃転⾞競技連盟・GRP
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【クラスタ︓E2  グレード︓B-2】 49名 2019/7/1

No JCF ID ⽒名 カナ 登録地 チーム名

201 1301007 奥村 祐希 ｵｸﾑﾗ ﾕｳｷ 岡⼭ イナーメ信濃⼭形-EFT
202 1700031 中治 綱太 ﾅｶｼﾞ ｺｳﾀ ⼤阪 イナーメ信濃⼭形-EFT
203 1100453 ⼭野井 哲実 ﾔﾏﾉｲ ｻﾄﾐ ⼤阪 VC VELOCE
204 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
205 1501498 下⼭ 洋平 ｻｶﾞﾔﾏ ﾖｳﾍｲ 広島 エキップ ティラン
206 1700036 早苗 拓海 ｻﾅｴ ﾀｸﾐ 広島 エキップ ティラン
207 1800245 近森 亮 ﾁｶﾓﾘ ﾘｮｳ 広島 エキップ ティラン
208 1801461 松浦 広明 ﾏﾂｳﾗ ﾋﾛｱｷ 広島 エキップ ティラン
209 1500390 ⼩林 達也 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾂﾔ 広島 eNShare Cycling Team
210 1101124 武久 弘太 ﾀｹﾋｻ ｺｳﾀ 京都 eNShare Cycling Team
211 1600432 藤岡 泰之 ﾌｼﾞｵｶ ﾔｽﾕｷ 広島 eNShare Cycling Team
212 1800073 橋岡 宏茂 ﾊｼｵｶ ﾋﾛｼ 愛知 KINAN AACA
213 0000334 有澤 広昭 ｱﾘｻﾜ ﾋﾛｱｷ 兵庫 グランデパール播磨
214 0300063 内藤 啓⼀郎 ﾅｲﾄｳ ｹｲｲﾁﾛｳ 兵庫 グランデパール播磨
215 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
219 1000051 武平 純⼀ ﾀｹﾋﾗ ｼﾞｭﾝｲﾁ ⼤阪 Sakatani Racing
220 9701947 堀⼝ 忠男 ﾎﾘｸﾞﾁ ﾀﾀﾞｵ ⼤阪 Sakatani Racing
221 1500029 武中 研太 ﾀｹﾅｶ ｹﾝﾀ ⼤阪 CWASPアタリ前⽥
222 0300357 ⼀⾊ 寛之 ｲｯｼｷ ﾋﾛﾕｷ 奈良 CIERVO NARA ELITE
223 1801924 箒本 康平 ﾎｳｷﾓﾄ ｺｳﾍｲ 兵庫 soleil de lest
226 1502455 ⽥中 隆太 ﾀﾅｶ ﾘｭｳﾀ 広島 Team Kermis Cross
227 1400292 富永 将宇 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾏｻﾀｶ 広島 Team Kermis Cross
228 1600071 柳楽 諭 ﾅｷﾞﾗ ｻﾄｼ 広島 Team Kermis Cross
229 0400400 佐々⽊ 優也 ｻｻｷ ﾕｳﾔ 広島 TeamUKYO Reve
230 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
231 1201903 杉村 敏章 ｽｷﾞﾑﾗ ﾄｼｱｷ 愛媛 チーム⼤永⼭
233 1100282 前⽥ 真吾 ﾏｴﾀﾞ ｼﾝｺﾞ 奈良 Team まんま
234 1801484 久賀 壮⼤ ｸｶﾞ ｿｳﾀ 徳島 徳島県⽴⼩松島⻄⾼等学校 
236 9702438 宮本 泰典 ﾐﾔﾓﾄ ﾔｽﾉﾘ 徳島 徳島サイクルレーシング
237 1700635 森 聖吾 ﾓﾘ ｾｲｺﾞ 徳島 徳島サイクルレーシング
238 1600019 久保⽥ 航太 ｸﾎﾞﾀ ｺｳﾀ ⼤阪 TRAILBLAZER
240 1700662 檜室 建⽃ ﾋﾑﾛ ｹﾝﾄ 福岡 ネクストリーム・うどん虹や
241 1400705 森野 裕太 ﾓﾘﾉ ﾕｳﾀ ⼭⼝ ネクストリーム・うどん虹や
242 1001247 ⼤村 英哉 ｵｵﾑﾗ ﾌｻﾔ 熊本 パープルモンキー
243 1700199 深堀 理 ﾌｶﾎﾘ ﾏｻﾙ 福岡 PARABOLAイワイシーガル
244 1502296 若林 孝紀 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾀｶﾉﾘ 広島 備北おはようございます
245 1601492 池⽥ 渓⼈ ｲｹﾀﾞ ｹｲﾄ 熊本 VC福岡（エリート）
246 1500347 川上 豪仁 ｶﾜｶﾐ ﾀｹﾋﾄ 福岡 VC福岡（エリート）
247 1900403 ⽥中 亮祐 ﾀﾅｶ ﾘｮｳｽｹ 福岡 VC福岡（エリート）
248 1900083 中島 雅⼈ ﾅｶｼﾏ ﾏｻﾄ 福岡 VC福岡（エリート）
249 1200036 ⼭根 功 ﾔﾏﾈ ｲｻｵ 岡⼭ FREESPEED
250 0000379 冨久 健太郎 ﾄﾐﾋｻ ｹﾝﾀﾛｳ 岡⼭ masahikomifune.com CyclingTeam
252 1601622 野間⽥ ⼀浩 ﾉﾏﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 和歌⼭ ミルキーウェイ和歌⼭
253 1400276 ⼩林 慎也 ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾝﾔﾔ 兵庫 モジュマ エリアゼロナナゴ
256 1600015 ⽯井 和明 ｲｼｲ ｶｽﾞｱｷ 兵庫 Rapha Cycling Club
257 1600153 ⼭名 拳太郎 ﾔﾏﾅ ｹﾝﾀﾛｳ 和歌⼭ LALPE KF RACING
258 1700546 中⽥ ⾠朗 ﾅｶﾀ ﾀﾂﾛｳ ⼭⼝ ⼭⼝県⾃転⾞競技連盟・GRP
259 1700388 平井 貴志 ﾋﾗｲ ﾀｶｼ ⼭⼝ ⼭⼝県⾃転⾞競技連盟・GRP
260 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・GRP
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【クラスタ︓E3  グレード︓B-3】 98名 2019/7/1

No JCF ID ⽒名 カナ 登録地 チーム名

301 1700601 川⽥ 翔太 ｶﾜﾀﾞ ｼｮｳﾀ 東京 AVENTURA AIKOH TOYO VICTORIA RACING
302 1800187 井上 尚也 ｲﾉｳｴ ﾅｵﾔ 広島 Aki Rising Bicycle team
303 1700002 神垣 雅俊 ｶﾐｶﾞｷ ﾏｻﾄｼ 広島 Aki Rising Bicycle team
304 1700685 菅村 篤 ｽｶﾞﾑﾗ ｱﾂｼ 広島 Aki Rising Bicycle team
305 1902155 友広 聡則 ﾄﾓﾋﾛ ｻﾄﾉﾘ 広島 Aki Rising Bicycle team
306 1900438 中⻄ 陸 ﾅｶﾆｼ ﾘｸ 広島 Aki Rising Bicycle team
307 1902200 松原 ⼀雄 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｶｽﾞｵ 広島 Aki Rising Bicycle team
308 1700450 丸茂 裕和 ﾏﾙﾓ ﾋﾛｶｽﾞ 広島 Aki Rising Bicycle team
309 1900506 ⽔脇 剛司 ﾐｽﾞﾜｷ ﾀｹｼ 広島 Aki Rising Bicycle team
310 1800225 ⼭⽥ 哲也 ﾔﾏﾀﾞ ﾃﾂﾔ 広島 Aki Rising Bicycle team
312 1900461 柴⽥ 博貴 ｼﾊﾞﾀ ﾋﾛｷ ⼭⼝ A'le:ne So'le:ne
313 1900456 野村 翔 ﾉﾑﾗ ｼｮｳ ⼭⼝ A'le:ne So'le:ne
314 1900462 渡邊 裕太 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾀ ⼭⼝ A'le:ne So'le:ne
315 1702110 藤⽥ ⻯也 ﾌｼﾞﾀ ﾀﾂﾔ 愛知 インパルス
316 0700131 ⽇野 桂 ﾋﾉ ｶﾂﾗ 兵庫 VC VELOCE
317 1901380 村上 翔⾺ ﾑﾗｶﾐ ｼｮｳﾏ 神奈川 VENTOS FRECCIA
319 1900769 松尾 侑喜 ﾏﾂｵ ﾕｳｷ 広島 voyAge cycling team
320 1702163 ⿇⽣ 裕也 ｱｿｳ ﾋﾛﾔ 広島 エキップ ティラン
321 1800410 岩崎 啓太 ｲﾜｻｷ ｹｲﾀ 広島 エキップ ティラン
322 1801335 上野 瑞貴 ｳｴﾉ ﾐｽﾞｷ 広島 エキップ ティラン
323 1700668 ⾼野 裕樹 ﾀｶﾉ ﾕｳｷ 広島 エキップ ティラン
324 1601629 祖⺟井 佑樹 ｳﾊﾞｶﾞｲ ﾕｳｷ 愛媛 エキップｕレーシング
330 0400883 ⾹川 祐太 ｶｶﾞﾜ ﾕｳﾀ 広島 eNShare Cycling Team
331 1802354 前⽥ 颯⾳ ﾏｴﾀﾞ ﾊﾔﾄ 広島 eNShare Cycling Team
334 1800188 頼政 弥弘 ﾖﾘﾏｻ ﾐﾂﾋﾛ 広島 eNShare Cycling Team
335 1800122 ⼩笠原 輝彦 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾃﾙﾋｺ ⼤分 ALL OUT reric
336 1700323 坂本 恭平 ｻｶﾓﾄ ｷｮｳﾍｲ 徳島 ALL OUT reric
337 1801309 池上 徹 ｲｹｶﾞﾐ ﾄｵﾙ 和歌⼭ KINAN AACA
338 1500485 ⾼橋 亘平 ﾀｶﾊｼ ｺｳﾍｲ 兵庫 グランデパール播磨
339 0400054 正⽊ 浩史 ﾏｻｷ ﾋﾛｼ 兵庫 グランデパール播磨
342 1600694 遠⽥ 武志 ﾄｵﾀﾞ ﾀｹｼ ⽯川 Kochel V.C. Sputnik
344 1900664 ⾼⼭ 雅史 ﾀｶﾔﾏ ﾏｻﾌﾐ 岡⼭ サイファアスリートクラブ岡⼭
345 1600722 辻川 涼兵 ﾂｼﾞｶﾜ ﾘｮｳﾍｲﾍｲ 岡⼭ サイファアスリートクラブ岡⼭
346 1001200 難波 ⼤輔 ﾅﾝﾊﾞ ﾀﾞｲｽｹ 岡⼭ サイファアスリートクラブ岡⼭
347 1700033 鍛治 功 ｶｼﾞ ｲｻｵ ⼤阪 シマノドリンキング
348 1901448 梶島 侑⾺ ｶｼﾞｼﾏ ﾕｳﾏ ⼤阪 シマノドリンキング
349 1401920 ⽥代 亘 ﾀｼﾛ ﾜﾀﾙ ⼤阪 シマノドリンキング
350 1900473 中根 昂⼤ ﾅｶﾈ ｺｳﾀﾞｲ ⼤阪 シマノドリンキング
351 1400066 松⾕ ⼀範 ﾏﾂﾀﾆ ｶｽﾞﾉﾘ ⼤阪 シマノドリンキング
352 0501277 湯浅 勉 ﾕｱｻ ﾂﾄﾑ 京都 GIANT INTERNAL FELLOWS TEAM
353 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
354 1900278 荒尾 康平 ｱﾗｵ ｺｳﾍｲ ⼤阪 ZERO
355 1300234 阿部 哲也 ｱﾍﾞ ﾃﾂﾔ 兵庫 soleil de lest
356 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
357 1800569 ⽯原 滉⼆郎 ｲｼﾊﾗ ｺｳｼﾞﾛｳ 広島 Team Kermis Cross
358 1703509 伊藤 涼介 ｲﾄｳ ﾘｮｳｽｹ 広島 Team Kermis Cross
363 1602048 ⻄岡 靖記 ﾆｼｵｶ ﾔｽｷ 広島 Team Kermis Cross
364 1703457 ⻄川 ⼤介 ﾆｼｶﾜ ﾀﾞｲｽｹ 広島 Team Kermis Cross
365 1801465 濱⽥ ⼤海 ﾊﾏﾀﾞ ﾏｻﾐ 広島 Team Kermis Cross
367 1700472 佐野 史和 ｻﾉ ﾌﾐｶｽﾞ 兵庫 Team ZERO UNO FRONTIER
368 1600808 ⽥中 典⾏ ﾀﾅｶ ﾉﾘﾕｷ 兵庫 Team ZERO UNO FRONTIER
369 1800842 辻 康成 ﾂｼﾞ ﾔｽﾅﾘ 兵庫 Team ZERO UNO FRONTIER
370 1601330 池⽥ 涼 ｲｹﾀﾞ ﾘｮｳ 広島 TeamUKYO Reve
371 1800637 古⾕ 友⼀ ﾌﾙﾀﾆ ﾕｳｲﾁ 広島 TeamUKYO Reve
372 1301678 早稲⽥ 亮太 ﾜｾﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 広島 TeamUKYO Reve
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373 1900392 ⽥村 雄助 ﾀﾑﾗ ﾕｳｽｹ 岡⼭ Team Grandi Petit
374 1900389 中村 ⼀登 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞﾄ 岡⼭ Team Grandi Petit
375 1501201 森井 浩明 ﾓﾘｲ ﾋﾛｱｷ 岡⼭ Team Grandi Petit
376 1900198 ⻄嶋 孝典 ﾆｼｼﾞﾏ ﾀｶﾉﾘ 広島 チーム・ケンズ
377 1802534 岡崎 由幸 ｵｶｻﾞｷ ﾖｼﾕｷ 和歌⼭ TEAM SANREMO
378 1800230 ⽚岡 祐貴 ｶﾀｵｶ ﾕｳｷ 愛媛 チーム⼤永⼭
379 1000248 佐崎 拓郎 ｻｻﾞｷ ﾀｸﾛｳ 愛媛 チーム⼤永⼭
380 1802537 本庄 義⼈ ﾎﾝｼｮｳ ﾖｼﾋﾄ 愛媛 チーム⼤永⼭
381 1900545 緒⽅ 稔 ｵｶﾞﾀ ﾐﾉﾙ 宮城 Team nacree
382 1901004 ⽥中 宏和 ﾀﾅｶ ﾋﾛｶｽﾞ 愛媛 TEAM LUPPI
383 1800285 桐⼭ 雄⼀ ｷﾘﾔﾏ ﾕｳｲﾁ 兵庫 チバポンズ
384 0000134 滝⼭ 信⾏ ﾀｷﾔﾏ ﾉﾌﾞﾕｷ 兵庫 チバポンズ
386 1900634 伊東 和則 ｲﾄｳ ｶｽﾞﾉﾘ 広島 ＴＮＧレーシング広島
387 1700102 ⾼橋 学 ﾀｶﾊｼ ﾏﾅﾌﾞ 広島 ＴＮＧレーシング広島
389 1900033 吉海 久⼈ ﾖｼｶｲ ﾋｻﾄ 広島 ＴＮＧレーシング広島
390 1802065 幾野 太郎 ｲｸﾉ ﾀﾛｳ 徳島 徳島県⽴⼩松島⻄⾼等学校 
392 1900276 ⾨⽥ 裕貴 ｶﾄﾞﾀ ﾕｳｷ ⾼知 徳島サイクルレーシング
393 1900077 徳前 佑樹 ﾄｸﾏｴ ﾕｳｷ ⾼知 徳島サイクルレーシング
394 1802893 三井 克造 ﾐﾂｲ ｶﾂｿﾞｳ 徳島 徳島サイクルレーシング
395 1700190 冨永 敬亮 ﾄﾐﾅｶﾞ ｹｲｽｹ 奈良 奈良キタサイクル まほロバRC
396 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
397 0301073 池浦 雄⼀ ｲｹｳﾗ ﾕｳｲﾁ ⼤阪 パナソニックレーシング
398 1101042 新村 拓也 ｼﾝﾑﾗ ﾀｸﾔ 東京 パナソニックレーシング
399 1700523 ⼤森 健史 ｵｵﾓﾘ ｹﾝｼﾞ ⼤阪 備北おはようございます
400 1501078 河原 豊 ｶﾜﾊﾗ ﾕﾀｶ 広島 備北おはようございます
402 1300542 ⼤友 皓平 ｵｵﾄﾓ ｺｳﾍｲ 奈良 VC AVANZARE
403 1900089 ⽥中 良介 ﾀﾅｶ ﾘｮｳｽｹ 熊本 VC福岡（エリート）
404 1900220 ⼩坂  睦哉 ｺｻｶ ﾄｷﾔ 岡⼭ Forum racing
405 1800537 野津本  尚也 ﾉﾂﾓﾄ ﾅｵﾔ 島根 Forum racing
406 1500741 安原 功 ﾔｽﾊﾗ ｲｻｵ 岡⼭ FREESPEED
407 1900068 内⽥ 優 ｳﾁﾀﾞ ﾕｳ 埼⽟ Prego Racing
409 1900436 松本 ⻯太朗 ﾏﾂﾓﾄ ﾘｭｳﾀﾛｳ 奈良 EURO-WORKS Racing
410 1501102 板敷 洋輔 ｲﾀｼﾞｷ ﾖｳｽｹ 徳島 UNIVERS
411 1703539 ⻄ 政実 ﾆｼ ﾏｻﾐ 徳島 UNIVERS
412 1800092 安達 拓郎 ｱﾀﾞﾁ ﾀｸﾛｳ 兵庫 Rapha Cycling Club
413 1600724 榎本 耕⼤ ｴﾉﾓﾄ ｺｳﾀﾞｲ 滋賀 Le Mont
414 1900354 髙 智紀 ｺｳ ﾄﾓｷ 滋賀 Le Mont
415 1900359 菅井 春稀 ｽｶﾞｲ ﾊﾙｷ 滋賀 Le Mont
416 1802443 ⼤窪 良 ｵｵｸﾎﾞ ﾏｺﾄ ⼤阪 Ｙʼｓ Ｒｏａｄ
417 1900520 村尾 英樹 ﾑﾗｵ ﾋﾃﾞｷ ⼤阪 Ｙʼｓ Ｒｏａｄ
418 9802484 植⽊ 康⽂ ｳｴｷ ﾔｽﾌﾐ ⼭⼝ ⼭⼝県⾃転⾞競技連盟・GRP
419 1802627 ⼤久保 剛 ｵｵｸﾎﾞ ﾂﾖｼ ⼭⼝ ⼭⼝県⾃転⾞競技連盟・GRP
421 1802119 原 直⼈ ﾊﾗ ﾅｵﾄ ⼭⼝ ⼭⼝県⾃転⾞競技連盟・GRP
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