
【クラスタ︓E3-1組 グレード︓Cr-3】 46名 9:55スタート 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
304 1700685 菅村 篤 ｽｶﾞﾑﾗ ｱﾂｼ 広島 Aki Rising Bicycle team
311 1900417 合⽥ 尚俊 ｺﾞｳﾀﾞ ﾅｵﾄｼ 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
315 1702110 藤⽥ ⻯也 ﾌｼﾞﾀ ﾀﾂﾔ 愛知 インパルス
319 1900769 松尾 侑喜 ﾏﾂｵ ﾕｳｷ 広島 voyAge cycling team
321 1800410 岩崎 啓太 ｲﾜｻｷ ｹｲﾀ 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
325 1801369 緒⽅ 祐樹 ｵｶﾞﾀ ﾕｳｷ 熊本 SSPC-アスリート・熊本
327 1800539 沼⽥ 崚太郎 ﾇﾏﾀ ﾘｮｳﾀﾛｳﾘｮｳ 熊本 SSPC-アスリート・熊本
329 1703540 福永 隼⼈ ﾌｸﾅｶﾞ ﾊﾔﾄ 熊本 SSPC-アスリート・熊本
332 1800017 三次 淳 ﾐﾖｼ ｽﾅｵ 広島 eNShare Cycling Team
334 1800188 頼政 弥弘 ﾖﾘﾏｻ ﾐﾂﾋﾛ 広島 eNShare Cycling Team
336 1700323 坂本 恭平 ｻｶﾓﾄ ｷｮｳﾍｲ 徳島 ALL OUT reric
341 1500391 ⼭脇 千稔 ﾔﾏﾜｷ ｶｽﾞﾉﾘ 広島 Gaines R
343 1700869 中村 勝彦 ﾅｶﾑﾗ ｶﾂﾋｺ ⽯川 Kochel V.C. Sputnik
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
347 1700033 鍛治 功 ｶｼﾞ ｲｻｵ 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
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
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
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
358 1703509 伊藤 涼介 ｲﾄｳ ﾘｮｳｽｹ 広島 Team Kermis Cross
360 1800779 熊代 ⼤輝 ｸﾏｼﾛ ﾀﾞｲｷ 広島 Team Kermis Cross
362 1800247 ⽥村 悠⼈ ﾀﾑﾗ ﾕｳﾄ 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
366 1700048 村上 智明 ﾑﾗｶﾐ ﾄﾓｱｷ 広島 Team Kermis Cross
368 1600808 ⽥中 典⾏ ﾀﾅｶ ﾉﾘﾕｷ 兵庫 Team ZERO UNO FRONTIER
370 1601330 池⽥ 涼 ｲｹﾀﾞ ﾘｮｳ 広島 TeamUKYO Reve
372 1301678 早稲⽥ 亮太 ﾜｾﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 広島 TeamUKYO Reve
377 1802534 岡崎 由幸 ｵｶｻﾞｷ ﾖｼﾕｷ 和歌⼭ TEAM SANREMO
385 1700100 ⻘⽊ 義男 ｱｵｷ ﾖｼｵ 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
391 1100552 ⽚⼭ 紳 ｶﾀﾔﾏ ｼﾝﾔ 徳島 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
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
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
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
407 1900068 内⽥ 優 ｳﾁﾀﾞ ﾕｳ 埼⽟ Prego Racing
411 1703539 ⻄ 政実 ﾆｼ ﾏｻﾐ 徳島 UNIVERS
414 1900354 髙 智紀 ｺｳ ﾄﾓｷ 滋賀 Le Mont
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
420 1900187 ⾼重 ⻯輔 ﾀｶｼｹﾞ ﾘｭｳｽｹ ⼭⼝ ⼭⼝県⾃転⾞競技連盟・GRP
422 1800202 森 悠太 ﾓﾘ ﾕｳﾀ ⼭⼝ ⼭⼝県⾃転⾞競技連盟・GRP
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【クラスタ︓E3-2組 グレード︓Cr-3】 45名 10:35スタート 2019/7/1

No JCF ID ⽒名 カナ 登録地 チーム名

302 1800187 井上 尚也 ｲﾉｳｴ ﾅｵﾔ 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
312 1900461 柴⽥ 博貴 ｼﾊﾞﾀ ﾋﾛｷ 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
318 1800233 ⾼杉 知希 ﾀｶｽｷﾞ ﾄﾓｷ 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
322 1801335 上野 瑞貴 ｳｴﾉ ﾐｽﾞｷ 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
326 1900270 中原 湊 ﾅｶﾊﾗ ﾐﾅﾄ 熊本 SSPC-アスリート・熊本
328 1900991 半⽥ 莉都 ﾊﾝﾀﾞ ﾘｲﾁ 熊本 SSPC-アスリート・熊本
330 0400883 ⾹川 祐太 ｶｶﾞﾜ ﾕｳﾀ 広島 eNShare Cycling Team
333 1802046 吉⽊ 匠 ﾖｼｷ ﾀｸﾐ 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
340 0800291 池⽥ 基彦 ｲｹﾀﾞ ﾓﾄﾋｺ 広島 Gaines R
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
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
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
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
352 0501277 湯浅 勉 ﾕｱｻ ﾂﾄﾑ 京都 GIANT INTERNAL FELLOWS TEAM
354 1900278 荒尾 康平 ｱﾗｵ ｺｳﾍｲ ⼤阪 ZERO
357 1800569 ⽯原 滉⼆郎 ｲｼﾊﾗ ｺｳｼﾞﾛｳ 広島 Team Kermis Cross
359 1801489 太⽥ 敬⼠ ｵｵﾀ ｹｲｼ 広島 Team Kermis Cross
361 9702947 坂村 陽平 ｻｶﾑﾗ ﾖｳﾍｲ 広島 Team Kermis Cross
363 1602048 ⻄岡 靖記 ﾆｼｵｶ ﾔｽｷ 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
369 1800842 辻 康成 ﾂｼﾞ ﾔｽﾅﾘ 兵庫 Team ZERO UNO FRONTIER
371 1800637 古⾕ 友⼀ ﾌﾙﾀﾆ ﾕｳｲﾁ 広島 TeamUKYO Reve
376 1900198 ⻄嶋 孝典 ﾆｼｼﾞﾏ ﾀｶﾉﾘ 広島 チーム・ケンズ
381 1900545 緒⽅ 稔 ｵｶﾞﾀ ﾐﾉﾙ 宮城 Team nacree
386 1900634 伊東 和則 ｲﾄｳ ｶｽﾞﾉﾘ 広島 ＴＮＧレーシング広島
388 1900362 ⼭﨑 勝彦 ﾔﾏｻｷ ｶﾂﾋｺ 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
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
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
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
401 1700044 野村 和弘 ﾉﾑﾗ ｶｽﾞﾋﾛ 広島 備北おはようございます
403 1900089 ⽥中 良介 ﾀﾅｶ ﾘｮｳｽｹ 熊本 VC福岡（エリート）
408 0501477 ⼩⼭ 幸次 ｺﾔﾏ ｺｳｼﾞ ⼤阪 MUUR
413 1600724 榎本 耕⼤ ｴﾉﾓﾄ ｺｳﾀﾞｲ 滋賀 Le Mont
415 1900359 菅井 春稀 ｽｶﾞｲ ﾊﾙｷ 滋賀 Le Mont
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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