
【クラスタ︓E1  グレード︓T】 58名 2019.3.28
No JCF ID ⽒名 カナ 登録地 チーム名
3 9700734 井上 登⼠哉 ｲﾉｳｴ ﾄｼﾔ 愛媛 VC VELOCE
4 0500349 井上 ⼈志 ｲﾉｳｴ ﾋﾄｼ 滋賀 VC VELOCE
5 0800194 上⽥ 貴史 ｳｴﾀﾞ ﾀｶｼ ⼤阪 VC VELOCE
6 1500068 ⼩原 洋未 ｵﾊﾗ ﾋﾛﾐ ⼤阪 VC VELOCE
7 9701872 近藤 智彦 ｺﾝﾄﾞｳ ﾄﾓﾋｺ ⼤阪 VC VELOCE
9 1100274 藤⽥ 耕志 ﾌｼﾞﾀ ﾀｶｼ ⼤阪 VC VELOCE

11 1501960 村井 寛 ﾑﾗｲ ﾋﾛｼ ⼤阪 VC VELOCE
12 1501497 ⽫⾕ 宏⼈ ｻﾗｶﾞｲ ﾋﾛﾄ 広島 エキップ ティラン
13 1502726 松浦 正⼰ ﾏﾂｳﾗ ﾏｻｷ 広島 エキップ ティラン
14 1600101 ⼭根 真吾 ﾔﾏﾈ ｼﾝｺﾞ 広島 eNShare Cycling Team
17 1802568 原⽥ 将⼈ ﾊﾗﾀﾞ ﾏｻﾄ 兵庫 ALL OUT reric
19 0301731 ⾦⽥ ⼀ ｶﾈﾀﾞ ﾊｼﾞﾒ 茨城 OYAMA STARPLEX
20 1600308 ⼤内 淳司 ｵｵｳﾁ ｱﾂｼ 茨城 GROWING Racing Team
21 9900113 ⾼橋 利明 ﾀｶﾊｼ ﾄｼｱｷ 茨城 GROWING Racing Team
22 1100570 光⼭ 英典 ﾐﾂﾔﾏ ﾋﾃﾞﾉﾘ 千葉 GROWING Racing Team
23 1600693 荒⽊  樹 ｱﾗｷ ﾀｽﾞﾙ ⽯川 Kochel V.C. Sputnik
24 1200364 ⼭⽥ 陽⼀ ﾔﾏﾀﾞ ﾖｳｲﾁ ⽯川 Kochel V.C. Sputnik
25 1500603 森本 ⽞達 ﾓﾘﾓﾄ ﾋﾛﾐﾁ 岡⼭ code 33
27 1500414 ⾕⼝ 勝 ﾀﾆｸﾞﾁ ｼｮｳ ⼤阪 CWASPアタリ前⽥
31 1602486 瀬⽥ 昌彦 ｾﾀ ﾏｻﾋｺ 埼⽟ シャークアイランド
32 1500114 ⽥⼝ 紀昭 ﾀｸﾞﾁ ﾉﾘｱｷ 埼⽟ シャークアイランド
33 1500111 中村 義之 ﾅｶﾑﾗ ﾖｼﾕｷ 埼⽟ シャークアイランド
34 1500311 番場 慶太郎 ﾊﾞﾝﾊﾞ ｹｲﾀﾛｳ 千葉 シャークアイランド
35 0400358 鈴⽊ ⼤忠 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾀﾀﾞ 群⾺ SUBARU Cycling Team
36 1301588 ⼤杉 直敬 ｵｵｽｷﾞ ﾅｵﾀｶ 静岡 SPADE・ACE
37 0900006 杉原 和剛 ｽｷﾞﾊﾗ ｶｽﾞﾋｻ 静岡 SPADE・ACE
38 0001593 杉本 敦志 ｽｷﾞﾓﾄ ｱﾂｼ 静岡 SPADE・ACE
39 9800627 安川 智⼀朗 ﾔｽｶﾜ ﾄﾓｲﾁﾛｳ 栃⽊ SPADE・ACE
40 1502197 桐野 ⼀道 ｷﾘﾉ ｶｽﾞﾐﾁ 京都 ZERO
41 1502700 塚本 隼 ﾂｶﾓﾄ ﾊﾔﾄ ⼤阪 ZERO
42 1700035 花⽥ ⾦之助 ﾊﾅﾀﾞ ｷﾝﾉｽｹ ⼤阪 ZERO
43 1800333 ⼩林 亮 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳ 兵庫 soleil de lest
44 1600075 坂川 達⾏ ｻｶｶﾞﾜ ﾀﾂﾕｷ 広島 Team Kermis Cross
45 1500505 築⼭ 元樹 ﾂｷﾔﾏ ｹﾞﾝｷ 岡⼭ Team Grandi Petit
47 1201709 川瀬 章史 ｶﾜｾ ｱｷﾌﾐ 愛知 DESTRA
48 1100431 ⼆俣 雄哉 ﾌﾀﾏﾀ ﾕｳﾔ 愛知 DESTRA
49 0000251 佐々⽊ 健 ｻｻｷ ﾀｹｼ 愛知 天狗党
53 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
55 1601955 本間 豪紀 ﾎﾝﾏ ﾋﾃﾞﾄｼ 東京 NAK Racing
56 1501424 菅⾕ 照⽣ ｽｶﾞﾔ ﾃﾙｷ ⼭梨 なるしまフレンド
57 1600007 橋本 陽介 ﾊｼﾓﾄ ﾖｳｽｹ ⼤阪 ネクストリーム・うどん虹や
58 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
63 0001623 坂本 恵⼀ ｻｶﾓﾄ ｹｲｲﾁ ⼤阪 BC.ANELLO
64 1000397 清⽔ 洋⼀ ｼﾐｽﾞ ﾖｳｲﾁ 東京 FAST LANE Racing
65 1000071 古屋 穂⾼ ﾌﾙﾔ ﾎﾀﾞｶ 神奈川 FAST LANE Racing
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68 1001579 若林 幹夫 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾐｷｵ 栃⽊ ブラウ・ブリッツェン
69 1600888 ⼤澤 昌輝 ｵｵｻﾜ ﾏｻｷ 愛知 BREZZA-KAMIHAGI
73 0901303 ⻲岡 晋也 ｶﾒｵｶ ｼﾝﾔ 愛媛 masahikomifune.com CyclingTeam
74 1400047 菅⾕ 修 ｽｶﾞﾔ ｵｻﾑ 東京 MIVRO
76 0900441 所司 純⼀ ｼｮｼ ｼﾞｭﾝｲﾁ 京都 モジュマ エリアゼロナナゴ
79 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
80 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
81 1000714 佐々⽊ 暖 ｻｻｷ ﾀﾞﾝ 奈良 EURO-WORKS Racing
82 1100076 ⾓⽥ 光隆 ｽﾐﾀﾞ ﾐﾂﾀｶ 奈良 EURO-WORKS Racing
83 1000285 背⼾ 貴之 ｾﾄ ﾀｶﾕｷ 奈良 EURO-WORKS Racing
85 1702976 中森 雅⼈ ﾅｶﾓﾘ ﾏｻﾄ ⼤阪 EURO-WORKS Racing
88 9700503 ⼩⼝ 英之 ｺｸﾞﾁ ﾋﾃﾞﾕｷ 栃⽊ リベルタスTOCHIGI BICYCLE CLUB
89 1801013 榊原 航太 ｻｶｷﾊﾞﾗ ｺｳﾀ 神奈川 Racing CUBE

【クラスタ︓E2  グレード︓T-2】 46名 2019.3.28
No JCF ID ⽒名 カナ 登録地 チーム名
104 0900099 加藤 浩⽣ ｶﾄｳ ﾋﾛｵ ⼤阪 VC VELOCE
106 1000512 佐井 輝久 ｻｲ ﾃﾙﾋｻ 京都 VC VELOCE
108 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
109 1500390 ⼩林 達也 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾂﾔ 広島 eNShare Cycling Team
110 1800073 橋岡 宏茂 ﾊｼｵｶ ﾋﾛｼ 愛知 KINAN AACA
113 1800081 樋⼝ 陽浩 ﾋｸﾞﾁ ｱｷﾋﾛ ⽯川 Kochel V.C. Sputnik
114 9802045 宮川 淳 ﾐﾔｶﾜ ｼﾞｭﾝ ⽯川 Kochel V.C. Sputnik
115 1300377 ⼩林 直樹 ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵｷ 愛知 KOGMA Racing
116 1402361 ⿃屋部 樹 ﾄﾘﾔ ﾀﾂｷ 埼⽟ 彩北ツブラーゼ
119 1300266 本⽥ 博 ﾎﾝﾀﾞ ﾋﾛｼ ⼤阪 CWASPアタリ前⽥
120 1700020 前⽥ 堅⼀朗 ﾏｴﾀﾞ ｹﾝｲﾁﾛｳ ⼤阪 CWASPアタリ前⽥
123 1402214 藤⽥ 隼也 ﾌｼﾞﾀ ｼﾞｭﾝﾔ ⼤阪 ZIPPY CYCLE CLUB
124 1700189 松村 ⻑⼈ ﾏﾂﾑﾗ ﾅｶﾞﾄ 奈良 ZIPPY CYCLE CLUB
125 1703521 神⾕ 正紀 ｶﾐﾔ ﾏｻﾉﾘ 静岡 シマノドリンキング
127 0001146 福島 陽児 ﾌｸｼﾏ ﾖｳｼﾞ ⼤阪 シマノドリンキング
128 1700492 柴野 剛永 ｼﾊﾞﾉ ﾀｶﾉﾘ 埼⽟ シャークアイランド
129 0800172 ⼟屋  尚友 ﾂﾁﾔ ﾋｻﾄﾓ 埼⽟ SQUADRA CORSE cicli HIDE
130 0000387 ⼤橋 克弘 ｵｵﾊｼ ｶﾂﾋﾛ 静岡 SPADE・ACE
131 0500062 平岡 恒哲 ﾋﾗｵｶ ﾂﾈｱｷ 静岡 SPADE・ACE
132 1900018 恩⽥ 拓 ｵﾝﾀﾞ ﾀｸ 愛知 SPADE・ACE
136 1600085 ⽯井 久雄 ｲｼｲ ﾋｻｵ 兵庫 soleil de lest
139 1400295 ⼤森 健⼀ ｵｵﾓﾘ ｹﾝｲﾁ 広島 Team Kermis Cross
140 1400292 富永 将宇 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾏｻﾀｶ 広島 Team Kermis Cross
146 1602057 河野 仁 ｺｳﾉ ﾋﾄｼ ⼤阪 チャクボタレーシング
147 1700683 吉⽥ 健太郎 ﾖｼﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 群⾺ TRC PANAMAREDS
149 1200418 ⼩暮 貴⼠ ｺｸﾞﾚ ﾀｶｼ 愛知 DESTRA
150 1200314 ⼩南 友和 ｺﾐﾅﾐ ﾄﾓｶｽﾞ 愛知 DESTRA
151 9700879 藤井 壮太 ﾌｼﾞｲ ｿｳﾀ ⻑野 東洋⽔産ロードレース部
155 1600021 福本 宗太 ﾌｸﾓﾄ ｿｳﾀ ⼤阪 TRAILBLAZER
156 0210383 下村 英男 ｼﾓﾑﾗ ﾋﾃﾞｵ ⼤阪 ナカガワAS・Kʼデザイン
157 1802183 中⻄ 哲健 ﾅｶﾆｼ ﾉﾘｶﾂ 兵庫 ナカガワAS・Kʼデザイン
163 1700026 中⻄ 啓太 ﾅｶﾆｼ ｹｲﾀ ⼤阪 パナソニックレーシング
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164 1600645 ⾼森 史弥 ﾀｶﾓﾘ ﾌﾐﾋﾛ 神奈川 HAMMER!!BROS
166 0400052 前川 元 ﾏｴｶﾜ ﾊｼﾞﾑ 兵庫 BC.ANELLO
167 1500951 奥⼭ 太郎 ｵｸﾔﾏ ﾀﾛｳ 岩⼿ Peach MAX
168 0701060 増⽥ 輝之 ﾏｽﾀﾞ ﾃﾙﾕｷ 千葉 FAST LANE Racing
171 9701965 ⼭⽥ 哲志 ﾔﾏﾀﾞ ｻﾄｼ ⼤阪 本町クラブ
173 0700612 中野 政彦 ﾅｶﾉ ﾏｻﾋｺ ⼤阪 masahikomifune.com CyclingTeam
176 0800037 岡⽥ 章 ｵｶﾀﾞ ｱｷﾗ 静岡 ミソノイレーシングチーム
177 0900003 森川 恭徳 ﾓﾘｶﾜ ﾔｽﾉﾘ 静岡 ミソノイレーシングチーム
178 1101235 森 智⼤ ﾓﾘ ﾄﾓﾋﾛ 徳島 M.I.M
180 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
184 1700388 平井 貴志 ﾋﾗｲ ﾀｶｼ ⼭⼝ ⼭⼝県⾃転⾞競技連盟・GRP
185 1300125 ⽯井 晋也 ｲｼｲ ｼﾝﾔ 奈良 EURO-WORKS Racing
187 1600099 松井 克多 ﾏﾂｲ ﾖｼｶｽﾞ 兵庫 Life Ride
188 1800172 安⽥ 忠勲 ﾔｽﾀﾞ ﾀﾀﾞｲｻ 兵庫 Rapha Cycling Club

【クラスタ︓E3  グレード︓T-3】 29名 2019.3.28
No JCF ID ⽒名 カナ 登録地 チーム名
203 1600023 天野 弘章 ｱﾏﾉ ﾋﾛｱｷ ⼤阪 VC VELOCE
209 1801397 安藤 賢⼆ ｱﾝﾄﾞｳ ｹﾝｼﾞ 兵庫 ウオズミサイクルレーシング
210 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
211 1702933 奥⽥ 直継 ｵｸﾀﾞ ﾅｵﾂｸﾞ ⼤阪 ⼤阪⼯業⼤学サイクリング部
219 1801309 池上 徹 ｲｹｶﾞﾐ ﾄｵﾙ 和歌⼭ KINAN AACA
220 1700358 中林 翔 ﾅｶﾊﾞﾔｼ ｼｮｳ 愛知 KINAN AACA
222 1502415 古⾕ 寛世 ﾌﾙﾔ ｶﾝｾｲ 茨城 GROWING Racing Team
224 1700869 中村 勝彦 ﾅｶﾑﾗ ｶﾂﾋｺ ⽯川 Kochel V.C. Sputnik
228 1400362 加塩 弘⼀ ｶｼｵ ｺｳｲﾁ 岐⾩ KOGMA Racing
240 1702002 早瀬 利宇 ﾊﾔｾ ﾘｭｳ 岐⾩ ZERO
242 1801924 箒本 康平 ﾎｳｷﾓﾄ ｺｳﾍｲ 兵庫 soleil de lest
246 1801489 太⽥ 敬⼠ ｵｵﾀ ｹｲｼ 広島 Team Kermis Cross
247 1400290 坂井 誠⾂ ｻｶｲ ﾏｻｵﾐ 広島 Team Kermis Cross
248 1602048 ⻄岡 靖記 ﾆｼｵｶ ﾔｽｷ 広島 Team Kermis Cross
249 1801465 濱⽥ ⼤海 ﾊﾏﾀﾞ ﾏｻﾐ 広島 Team Kermis Cross
250 1700048 村上 智明 ﾑﾗｶﾐ ﾄﾓｱｷ 広島 Team Kermis Cross
254 1702424 ⿊⽥ 拓杜 ｸﾛﾀﾞ ﾀｸﾄ 富⼭ チーム ローマン
259 1800171 ⽊村 友亮 ｷﾑﾗ ﾕｳｽｹ 和歌⼭ TEAM SANREMO
262 0900367 隅原 秀年 ｽﾐﾊﾗ ﾋﾃﾞﾄｼ ⼤阪 チーム  スクアドラ
266 1600502 宮本 訓寛 ﾐﾔﾓﾄ ｸﾆﾋﾛ ⼤阪 チーム  スクアドラ
267 1500588 藤⽥ 浩 ﾌｼﾞﾀ ﾋﾛｼ 愛媛 TEAM LUPPI
270 0300284 辻 ⼒ ﾂｼﾞ ﾏｻﾙ ⽯川 つじトレーニングジム
273 1100552 ⽚⼭ 紳 ｶﾀﾔﾏ ｼﾝﾔ 徳島 徳島サイクルレーシング
285 1502722 ⼭本 康雄 ﾔﾏﾓﾄ ﾔｽｵ 神奈川 パラティアムTOKYO
295 1500030 ⽥中 契 ﾀﾅｶ ﾋｻｼ ⼤阪 BC.ANELLO
300 1900193 ⻘井 誠也 ｱｵｲ ｾｲﾔ 栃⽊ ブラウ・ブリッツェン
301 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
307 1800193 北出 雅也 ｷﾀﾃﾞ ﾏｻﾔ 和歌⼭ ミルキーウェイ和歌⼭
314 1800001 ⽉本 将太 ﾂｷﾓﾄ ｼｮｳﾀ ⼤阪 Rapha Cycling Club
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【クラスタ︓F  グレード︓T-3】 7名 2019.3.28
No JCF ID ⽒名 カナ 登録地 チーム名
336 1700729 伊藤 優以 ｲﾄｳ ﾕｲ 兵庫 Team ZERO UNO FRONTIER
337 1700774 ⼤坂 智加 ｵｵｻｶｻｶ ﾄﾓｶ 滋賀 Team ZERO UNO FRONTIER
340 1801504 河⼿ 佐知⼦ ｶﾜﾃ ｻﾁｺ 岡⼭ Team Grandi Petit
341 1500022 安藤 奏⼦ ｱﾝﾄﾞｳ ｶﾅｺ ⼤阪 チーム  スクアドラ
348 1700050 望⽉ 美和⼦ ﾓﾁﾂﾞｷ ﾐﾜｺ 静岡 フィッツ
350 1201916 ⽮野 智⼦ ﾔﾉ ﾄﾓｺ 京都 モジュマ エリアゼロナナゴ
351 1502195 藤原 優⼦ ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｳｺ 兵庫 EURO-WORKS Racing
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