
【クラスタ︓E1-1組  グレード︓Cr-1】 45名 12:50スタート 2019.3.29

No JCF ID ⽒名 カナ 登録地 チーム名

1 1000463 ⽯井 祥平 ｲｼｲ ｼｮｳﾍｲ 神奈川 アーティファクトレーシングチーム
4 0500349 井上 ⼈志 ｲﾉｳｴ ﾋﾄｼ 滋賀 VC VELOCE
6 1500068 ⼩原 洋未 ｵﾊﾗ ﾋﾛﾐ ⼤阪 VC VELOCE
8 0800652 辻 邦浩 ﾂｼﾞ ｸﾆﾋﾛ 京都 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
16 1800057 中村 将也 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾔ ⼤阪 ALL OUT reric
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
21 9900113 ⾼橋 利明 ﾀｶﾊｼ ﾄｼｱｷ 茨城 GROWING Racing Team
23 1600693 荒⽊  樹 ｱﾗｷ ﾀｽﾞﾙ ⽯川 Kochel V.C. Sputnik
26 1600679 ⾕脇 正⼀ ﾀﾆﾜｷ ﾏｻｶｽﾞ 千葉 サイクルフリーダム・レーシング
28 1001504 ⼩⻄ 優⼤ ｺﾆｼ ﾕｳﾀﾞｲ ⼤阪 CIERVO NARA ELITE
30 1500153 島崎 ⼀也 ｼﾏｻﾞｷ ｶｽﾞﾔ 埼⽟ シャークアイランド
31 1602486 瀬⽥ 昌彦 ｾﾀ ﾏｻﾋｺ 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
37 0900006 杉原 和剛 ｽｷﾞﾊﾗ ｶｽﾞﾋｻ 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
41 1502700 塚本 隼 ﾂｶﾓﾄ ﾊﾔﾄ ⼤阪 ZERO
43 1800333 ⼩林 亮 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳ 兵庫 soleil de lest
46 1301727 内丸 達也 ｳﾁﾏﾙ ﾀﾂﾔ 愛知 DESTRA
47 1201709 川瀬 章史 ｶﾜｾ ｱｷﾌﾐ 愛知 DESTRA
50 1201705 中屋 貴義 ﾅｶﾔ ﾀｶﾖｼ ⾼知 徳島サイクルレーシング
52 1600036 井清 ⼤樹 ｲｾｲ ﾀﾞｲｷ ⼤阪 TRAILBLAZER
54 1600013 森⽥ 正徳 ﾓﾘﾀ ﾏｻﾉﾘ ⼤阪 ナカガワAS・Kʼデザイン
56 1501424 菅⾕ 照⽣ ｽｶﾞﾔ ﾃﾙｷ ⼭梨 なるしまフレンド
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
60 1502464 ⿑藤 友⼀ ｻｲﾄｳ ﾕｳｲﾁ 福井 バルバレーシングクラブ
62 1100414 濱野 克悠 ﾊﾏﾉ ｶﾂﾕｷ 富⼭ バルバレーシングクラブ
65 1000071 古屋 穂⾼ ﾌﾙﾔ ﾎﾀﾞｶ 神奈川 FAST LANE Racing
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
71 1500813 堀⽥ 耕司 ﾎｯﾀ ｺｳｼﾞ 愛知 BREZZA-KAMIHAGI
73 0901303 ⻲岡 晋也 ｶﾒｵｶ ｼﾝﾔ 愛媛 masahikomifune.com CyclingTeam

75 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
77 0200369 熊本 ⼤五郎 ｸﾏﾓﾄ ﾀﾞｲｺﾞﾛｳ 兵庫 ⼋ヶ岳 CYCLING CLUB
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
81 1000714 佐々⽊ 暖 ｻｻｷ ﾀﾞﾝ 奈良 EURO-WORKS Racing
85 1702976 中森 雅⼈ ﾅｶﾓﾘ ﾏｻﾄ ⼤阪 EURO-WORKS Racing
86 1001922 森 俊夫 ﾓﾘ ﾄｼｵ 奈良 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
90 1800240 安宅 将貴 ｱﾀｶ ﾏｻﾀｶ 千葉 湾岸サイクリング・ユナイテッド
92 1600457 嶋津 翔天 ｼﾏﾂﾞ ｹﾝﾀ 千葉 湾岸サイクリング・ユナイテッド
94 9901846 ⼤倉 健⼀ ｵｵｸﾗ ｹﾝｲﾁ 東京 セオレーシング
96 0900367 隅原 秀年 ｽﾐﾊﾗ ﾋﾃﾞﾄｼ ⼤阪 チーム  スクアドラ
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【クラスタ︓E1-2組  グレード︓Cr-1】 45名 13:35スタート 2019.3.29

No JCF ID ⽒名 カナ 登録地 チーム名

2 1800085 池川 ⾠哉 ｲｹｶﾞﾜ ﾀﾂﾔ ⼤阪 VC VELOCE
3 9700734 井上 登⼠哉 ｲﾉｳｴ ﾄｼﾔ 愛媛 VC VELOCE
5 0800194 上⽥ 貴史 ｳｴﾀﾞ ﾀｶｼ ⼤阪 VC VELOCE
9 1100274 藤⽥ 耕志 ﾌｼﾞﾀ ﾀｶｼ ⼤阪 VC VELOCE
10 0701108 古⾕ 勇輝 ﾌﾙﾀﾆ ﾕｳｷ ⼤阪 VC VELOCE
13 1502726 松浦 正⼰ ﾏﾂｳﾗ ﾏｻｷ 広島 エキップ ティラン
15 1800028 佐藤 俊雄 ｻﾄｳ ﾄｼｵ 兵庫 ALL OUT reric
18 1600352 服平 和樹 ﾌｸﾍﾞ ｶｽﾞｷ ⼤分 ALL OUT reric
20 1600308 ⼤内 淳司 ｵｵｳﾁ ｱﾂｼ 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
24 1200364 ⼭⽥ 陽⼀ ﾔﾏﾀﾞ ﾖｳｲﾁ ⽯川 Kochel V.C. Sputnik
27 1500414 ⾕⼝ 勝 ﾀﾆｸﾞﾁ ｼｮｳ ⼤阪 CWASPアタリ前⽥
29 0100293 ⼩渡 健悟 ｺﾜﾀ ｹﾝｺﾞ 奈良 CIERVO NARA ELITE
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
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
38 0001593 杉本 敦志 ｽｷﾞﾓﾄ ｱﾂｼ 静岡 SPADE・ACE
40 1502197 桐野 ⼀道 ｷﾘﾉ ｶｽﾞﾐﾁ 京都 ZERO
42 1700035 花⽥ ⾦之助 ﾊﾅﾀﾞ ｷﾝﾉｽｹ ⼤阪 ZERO
44 1600075 坂川 達⾏ ｻｶｶﾞﾜ ﾀﾂﾕｷ 広島 Team Kermis Cross
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
51 1700538 ⼋⽊ 健太 ﾔｷﾞ ｹﾝﾀ ⾼知 徳島サイクルレーシング
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
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
59 1300114 ⼭⼝ 雄⼤ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｹﾋﾛ 神奈川 パナソニックレーシング
61 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
64 1000397 清⽔ 洋⼀ ｼﾐｽﾞ ﾖｳｲﾁ 東京 FAST LANE Racing
66 9800748 仲松 康太 ﾅｶﾏﾂ ﾔｽﾋﾛ ⼤阪 VC福岡（エリート）
67 1400772 宮⽥ 琢視 ﾐﾔﾀ ﾀｸﾐ 栃⽊ ブラウ・ブリッツェン
70 1600889 ⻄川 徹 ﾆｼｶﾜ ﾄｵﾙ 愛知 BREZZA-KAMIHAGI
72 1001863 ⼩林 宏志 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｼ 栃⽊ Honda栃⽊ JET
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
78 1502478 神野 悠作 ｼﾞﾝﾉ ﾕｳｻｸ ⼤阪 ⼋ヶ岳 CYCLING CLUB
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
82 1100076 ⾓⽥ 光隆 ｽﾐﾀﾞ ﾐﾂﾀｶ 奈良 EURO-WORKS Racing
84 1100087 ⽥中 信⾏ ﾀﾅｶ ﾉﾌﾞﾕｷ 奈良 EURO-WORKS Racing
87 1702045 ⾦⼦ 隆亮 ｶﾈｺ ﾘｭｳｽｹ ⼤阪 Rapha Cycling Club
89 1801013 榊原 航太 ｻｶｷﾊﾞﾗ ｺｳﾀ 神奈川 Racing CUBE
91 1702582 佐藤 ⻯也 ｻﾄｳ ﾀﾂﾔ 千葉 湾岸サイクリング・ユナイテッド
93 1300056 ⽐護 任 ﾋｺﾞ ｱﾀﾙ ⼤阪 イナーメ信濃⼭形-EFT
95 0700204 ⼤原 勇⽣ ｵｵﾊﾗ ﾕｳｷ ⼤阪 チーム  スクアドラ
97 1600502 宮本 訓寛 ﾐﾔﾓﾄ ｸﾆﾋﾛ ⼤阪 チーム  スクアドラ
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【クラスタ︓E2-1組  グレード︓Cr-2】 42名 14:20スタート 2019.3.29

No JCF ID ⽒名 カナ 登録地 チーム名

101 1501125 吉野 拓海 ﾖｼﾉ ﾀｸﾐ ⿃取 アーティファクトレーシングチーム
102 0200002 猪⼜ 靖 ｲﾉﾏﾀ ｷﾖｼ 北海道 VC VELOCE
105 0500351 鎌⾕ 哲也 ｶﾏﾀﾆ ﾃﾂﾔ ⼤阪 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
110 1800073 橋岡 宏茂 ﾊｼｵｶ ﾋﾛｼ 愛知 KINAN AACA
112 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
114 9802045 宮川 淳 ﾐﾔｶﾜ ｼﾞｭﾝ ⽯川 Kochel V.C. Sputnik
117 9701947 堀⼝ 忠男 ﾎﾘｸﾞﾁ ﾀﾀﾞｵ ⼤阪 Sakatani Racing
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
121 1400073 ⽔⽥ 昌宏 ﾐｽﾞﾀ ﾏｻﾋﾛ ⼤阪 CWASPアタリ前⽥
125 1703521 神⾕ 正紀 ｶﾐﾔ ﾏｻﾉﾘ 静岡 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
130 0000387 ⼤橋 克弘 ｵｵﾊｼ ｶﾂﾋﾛ 静岡 SPADE・ACE
133 0800487 ⼭下 秀剛 ﾔﾏｼﾀ ﾋﾃﾞﾀｶ 三重 スポルテック
136 1600085 ⽯井 久雄 ｲｼｲ ﾋｻｵ 兵庫 soleil de lest
137 1100305 磯⽥ ⻯介 ｲｿﾀﾞ ﾘｭｳｽｹ ⾹川 Tyrell Kagawa Racing
139 1400295 ⼤森 健⼀ ｵｵﾓﾘ ｹﾝｲﾁ 広島 Team Kermis Cross
141 0600094 中村 誠 ﾅｶﾑﾗ ﾏｺﾄ 岡⼭ チーム岡⼭
143 0000382 三村 尚 ﾐﾑﾗ ﾀｶｼ 岡⼭ チーム岡⼭
145 1100282 前⽥ 真吾 ﾏｴﾀﾞ ｼﾝｺﾞ 奈良 Team まんま
147 1700683 吉⽥ 健太郎 ﾖｼﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 群⾺ TRC PANAMAREDS
150 1200314 ⼩南 友和 ｺﾐﾅﾐ ﾄﾓｶｽﾞ 愛知 DESTRA
152 1600561 ⻄野 雅⽂ ﾆｼﾉ ﾏｻﾌﾐ 徳島 徳島サイクルレーシング
154 1600019 久保⽥ 航太 ｸﾎﾞﾀ ｺｳﾀ ⼤阪 TRAILBLAZER
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
159 1401106 岸本 亮祐 ｷｼﾓﾄ ﾘｮｳｽｹ ⼤阪 ネクストリーム・うどん虹や
161 1201616 吉森 ⼤晃 ﾖｼﾓﾘ ﾋﾛｱｷ 奈良 Hakusei Cycling Team 
162 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
166 0400052 前川 元 ﾏｴｶﾜ ﾊｼﾞﾑ 兵庫 BC.ANELLO
168 0701060 増⽥ 輝之 ﾏｽﾀﾞ ﾃﾙﾕｷ 千葉 FAST LANE Racing
170 1001861 ⼩林 ⼀郎 ｺﾊﾞﾔｼ ｲﾁﾛｳ 栃⽊ Honda栃⽊ JET
173 0700612 中野 政彦 ﾅｶﾉ ﾏｻﾋｺ ⼤阪 masahikomifune.com CyclingTeam

174 0300335 松並 俊雄 ﾏﾂﾅﾐ ﾄｼｵ ⼤阪 masahikomifune.com CyclingTeam

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
182 0100287 ⾐本 始司 ｷﾇﾓﾄ ﾓﾄｼﾞ 京都 ⼋ヶ岳 CYCLING CLUB
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
187 1600099 松井 克多 ﾏﾂｲ ﾖｼｶｽﾞ 兵庫 Life Ride
189 1400094 ⼩⽥島 篤 ｵﾀﾞｼﾏ ｱﾂｼ 千葉 湾岸サイクリング・ユナイテッド
193 0701435 ⾕岡 駿 ﾀﾆｵｶ ｼｭﾝ ⼤阪 チーム  スクアドラ
194 1700727 佐藤 弘章 ｻﾄｳ ﾋﾛｱｷ ⼤阪 TEAM 闇練 MANA整⾻院 ⼤杉⾛輪
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【クラスタ︓E2-2組  グレード︓Cr-2】 41名 14:55スタート 2019.3.29

No JCF ID ⽒名 カナ 登録地 チーム名

103 0800384 ⼩川 洸 ｵｶﾞﾜ ﾋｶﾙ 京都 VC VELOCE
104 0900099 加藤 浩⽣ ｶﾄｳ ﾋﾛｵ ⼤阪 VC VELOCE
107 1100453 ⼭野井 哲実 ﾔﾏﾉｲ ｻﾄﾐ ⼤阪 VC VELOCE
109 1500390 ⼩林 達也 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾂﾔ 広島 eNShare Cycling Team
111 0000334 有澤 広昭 ｱﾘｻﾜ ﾋﾛｱｷ 兵庫 グランデパール播磨
113 1800081 樋⼝ 陽浩 ﾋｸﾞﾁ ｱｷﾋﾛ ⽯川 Kochel V.C. Sputnik
116 1402361 ⿃屋部 樹 ﾄﾘﾔ ﾀﾂｷ 埼⽟ 彩北ツブラーゼ
118 1500029 武中 研太 ﾀｹﾅｶ ｹﾝﾀ ⼤阪 CWASPアタリ前⽥
119 1300266 本⽥ 博 ﾎﾝﾀﾞ ﾋﾛｼ ⼤阪 CWASPアタリ前⽥
122 0300357 ⼀⾊ 寛之 ｲｯｼｷ ﾋﾛﾕｷ 奈良 CIERVO NARA ELITE
126 9900005 中島 雅央 ﾅｶｼﾞﾏ ﾏｻｵ ⼤阪 シマノドリンキング
129 0800172 ⼟屋  尚友 ﾂﾁﾔ ﾋｻﾄﾓ 埼⽟ SQUADRA CORSE cicli HIDE
131 0500062 平岡 恒哲 ﾋﾗｵｶ ﾂﾈｱｷ 静岡 SPADE・ACE
134 9800654 丸⼭ 泰志 ﾏﾙﾔﾏ ﾔｽﾕｷ 愛知 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ

135 1700474 芦⽥ 勇樹 ｱｼﾀﾞ ﾕｳｷ 兵庫 soleil de lest
138 0500076 伊勢 洋⼈ ｲｾ ﾋﾛﾄ ⼤阪 チーム ＷＥＡＥＫＥＮＤ
140 1400292 富永 将宇 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾏｻﾀｶ 広島 Team Kermis Cross
142 1100103 藤井 伸昌 ﾌｼﾞｲ ﾉﾌﾞﾏｻ 岡⼭ チーム岡⼭
144 0800254 ⽯津 佳也 ｲｼﾂﾞ ﾖｼﾅﾘ 奈良 Team まんま
146 1602057 河野 仁 ｺｳﾉ ﾋﾄｼ ⼤阪 チャクボタレーシング
148 1100455 奥村 隆平 ｵｸﾑﾗ ﾘｭｳﾍｲ 愛知 DESTRA
149 1200418 ⼩暮 貴⼠ ｺｸﾞﾚ ﾀｶｼ 愛知 DESTRA
153 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
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
158 9701689 福⽥ 透 ﾌｸﾀﾞ ﾄｵﾙ 滋賀 ナカガワAS・Kʼデザイン
160 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
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
165 1703340 能⼝ 和久 ﾉｸﾞﾁ ｶｽﾞﾋｻ ⽯川 バルバレーシングクラブ
167 1500951 奥⼭ 太郎 ｵｸﾔﾏ ﾀﾛｳ 岩⼿ Peach MAX
169 1300050 村⽥ 修 ﾑﾗﾀ ｵｻﾑ ⼤阪 FortunaTredici
171 9701965 ⼭⽥ 哲志 ﾔﾏﾀﾞ ｻﾄｼ ⼤阪 本町クラブ
172 0000379 冨久 健太郎 ﾄﾐﾋｻ ｹﾝﾀﾛｳ 岡⼭ masahikomifune.com CyclingTeam

175 1100035 池⽥ 朋介 ｲｹﾀﾞ ﾄﾓﾕｷ 静岡 ミソノイレーシングチーム
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
179 1300478 三原 貴裕 ﾐﾊﾗ ﾀｶﾋﾛ ⼤阪 MUUR
181 1700354 城島 ⼤樹 ｼﾞｮｳｼﾞﾏ ﾀﾞｲｷ 京都 モジュマ エリアゼロナナゴ
183 0001174 酒井 孝典 ｻｶｲ ｺｳｽｹ ⼤阪 ⼋ヶ岳 CYCLING CLUB
185 1300125 ⽯井 晋也 ｲｼｲ ｼﾝﾔ 奈良 EURO-WORKS Racing
186 1600095 前村 悟 ﾏｴﾑﾗ ｻﾄﾙ 兵庫 Life Ride
190 0500435 福留 康介 ﾌｸﾄﾞﾒ ｺｳｽｹ 岡⼭ イナーメ信濃⼭形-EFT
192 1700535 ⽥中 実 ﾀﾅｶ ﾐﾉﾙ ⼤阪 チーム  スクアドラ

第30回 JBCF 舞洲クリテリウム



【クラスタ︓E3-1組  グレード︓Cr-3】 38名 15:30スタート 2019.3.29

No JCF ID ⽒名 カナ 登録地 チーム名

201 1500519 福⽥ 和晃 ﾌｸﾀﾞ ｶｽﾞｱｷ 愛知 アーティファクトレーシングチーム
204 1604019 ⼤原 陸 ｵｵﾊﾗ ﾘｸ ⼤阪 VC VELOCE
207 9702064 布施 啓富 ﾌｾ ﾋﾛﾄﾐ 兵庫 VC VELOCE
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
213 1802264 吉村 光也 ﾖｼﾑﾗ ｺｳﾔ ⼤阪 ⼤阪⼯業⼤学サイクリング部
216 1700323 坂本 恭平 ｻｶﾓﾄ ｷｮｳﾍｲ 徳島 ALL OUT reric
219 1801309 池上 徹 ｲｹｶﾞﾐ ﾄｵﾙ 和歌⼭ KINAN AACA
222 1502415 古⾕ 寛世 ﾌﾙﾔ ｶﾝｾｲ 茨城 GROWING Racing Team
225 1200812 井上 政貴 ｲﾉｳｴ ﾏｻｷ 兵庫 code 33
228 1400362 加塩 弘⼀ ｶｼｵ ｺｳｲﾁ 岐⾩ KOGMA Racing
231 1700033 鍛治 功 ｶｼﾞ ｲｻｵ ⼤阪 シマノドリンキング
234 0900971 井上 ⼤輔 ｲﾉｳｴ ﾀﾞｲｽｹ ⼤阪 GIANT INTERNAL FELLOWS TEAM
237 1900086 島⼝ 絢伍 ｼﾏｸﾞﾁ ｹﾝｺﾞ 静岡 Squadra di LAVORANTE
239 1402141 新村 亮太 ｼﾝﾑﾗ ﾘｮｳﾀ ⼤阪 ZERO
243 1600581 ⻲⾕ 浩海 ｶﾒﾀﾆ ﾋﾛﾐ 北海道 Tyrell Kagawa Racing
246 1801489 太⽥ 敬⼠ ｵｵﾀ ｹｲｼ 広島 Team Kermis Cross
249 1801465 濱⽥ ⼤海 ﾊﾏﾀﾞ ﾏｻﾐ 広島 Team Kermis Cross
252 0101066 姫野 正志 ﾋﾒﾉ ﾏｻｼ 兵庫 Team ZERO UNO FRONTIER
255 1300372 森川 裕太 ﾓﾘｶﾜ ﾕｳﾀ 富⼭ チーム ローマン
258 1900887 太⽥ 督⼈ ｵｵﾀ ﾄｸﾋﾄ 和歌⼭ TEAM SANREMO
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
276 1800075 ⼭崎 諭 ﾔﾏｻﾞｷ ｻﾄｼ 愛知 TRAILBLAZER
279 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
282 1900647 ⼭崎 咲⽃ ﾔﾏｻｷ ｻｷﾄ ⼤阪 ネクストリーム・うどん虹や
286 1800466 上⽥ ⼤満 ｳｴﾀﾞ ﾋﾛﾐﾂ ⽯川 バルバレーシングクラブ
289 1502755 ⾦森 透 ｶﾅﾓﾘ ﾄｵﾙ 富⼭ バルバレーシングクラブ
292 1900303 中村 圭吾 ﾅｶﾑﾗ ｹｲｺﾞ 富⼭ バルバレーシングクラブ
295 1500030 ⽥中 契 ﾀﾅｶ ﾋｻｼ ⼤阪 BC.ANELLO
298 1703339 鎌⽥ 晃輝 ｶﾏﾀﾞ ｺｳｷ ⼤阪 VC福岡（エリート）
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
304 1802376 和⽥ 集太 ﾜﾀﾞ ｼｭｳﾀ 岐⾩ BREZZA-KAMIHAGI
308 1800192 ⾕ 幸治 ﾀﾆ ｺｳｼﾞ 和歌⼭ ミルキーウェイ和歌⼭
311 1900436 松本 ⻯太朗 ﾏﾂﾓﾄ ﾘｭｳﾀﾛｳ 奈良 EURO-WORKS Racing
315 1500320 三井 裕樹 ﾐﾂｲ ﾋﾛｷ 千葉 Rapha Cycling Club
318 9702003 岸本 伊織 ｷｼﾓﾄ ｲｵﾘ 愛知 ロードレース男⼦部
321 1900074 坂本 良亮 ｻｶﾓﾄ ﾘｮｳｽｹ ⼤阪 TEAM 闇練 MANA整⾻院 ⼤杉⾛輪

第30回 JBCF 舞洲クリテリウム



【クラスタ︓E3-2組  グレード︓Cr-3】 38名 16:00スタート 2019.3.29

No JCF ID ⽒名 カナ 登録地 チーム名

202 1602244 上妻 卓⽮ ｳｴﾂﾏ ﾀｸﾔ 京都 AVANCE PLUS
205 1301949 鴻池 凌 ｺｳﾉｲｹ ﾘｮｳ 京都 VC VELOCE
208 1300061 向井 聖⼆ ﾑｶｲ ｾｲｼﾞ ⼤阪 VC VELOCE
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
214 1702809 岩尾 ⼤河 ｲﾜｵ ﾀｲｶﾞ ⼤分 ALL OUT reric
217 1900435 ⽥中 洋⾏ ﾀﾅｶ ﾋﾛﾕｷ ⼤阪 ALL OUT reric
220 1700358 中林 翔 ﾅｶﾊﾞﾔｼ ｼｮｳ 愛知 KINAN AACA
224 1700869 中村 勝彦 ﾅｶﾑﾗ ｶﾂﾋｺ ⽯川 Kochel V.C. Sputnik
226 1700367 細川 貴弘 ﾎｿｶﾜ ﾀｶﾋﾛ 岡⼭ code 33
229 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
232 1802677 ⽥河 賢治 ﾀｶﾞﾜ ｹﾝｼﾞ ⼤阪 シマノドリンキング
235 0501277 湯浅 勉 ﾕｱｻ ﾂﾄﾑ 京都 GIANT INTERNAL FELLOWS TEAM
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
244 1501641 ⾓野 剛史 ｽﾐﾉ ﾀｶｼ 神奈川 ⽵芝サイクルレーシング
247 1400290 坂井 誠⾂ ｻｶｲ ﾏｻｵﾐ 広島 Team Kermis Cross
250 1700048 村上 智明 ﾑﾗｶﾐ ﾄﾓｱｷ 広島 Team Kermis Cross
253 0800405 ⼭下 和義 ﾔﾏｼﾀ ｶｽﾞﾖｼ 兵庫 Team ZERO UNO FRONTIER
256 1802678 上原 朋⼤ ｳｴﾊﾗ ﾄﾓﾋﾛ ⼤阪 チーム ウナ コルダ
261 1600501 ⼩林 拓真 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾏ ⼤阪 チーム  スクアドラ
268 1800285 桐⼭ 雄⼀ ｷﾘﾔﾏ ﾕｳｲﾁ 兵庫 チバポンズ
271 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 
274 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
277 0200998 ⼩賀野 晃 ｵｶﾞﾉ ｱｷﾗ 滋賀 ナカガワAS・Kʼデザイン
280 1400859 上⽥ 明 ｳｴﾀﾞ ｱｷﾗ 京都 ⽇本ろう⾃転⾞競技協会
283 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
287 1900532 岡⽥ 昌紀 ｵｶﾀﾞ ﾏｻｷ 富⼭ バルバレーシングクラブ
290 1802813 川畑 勇気 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾕｳｷ ⽯川 バルバレーシングクラブ
293 1702425 中盛 ⼤地 ﾅｶﾓﾘ ﾀﾞｲﾁ 富⼭ バルバレーシングクラブ
296 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
299 1900220 ⼩坂  睦哉 ｺｻｶ ﾄｷﾔ 岡⼭ Forum racing
302 1802680 井⼾⽥ 直樹 ｲﾄﾞﾀ ﾅｵｷ 愛知 BREZZA-KAMIHAGI
305 1901159 ⼩澤 康⼈ ｵｻﾞﾜ ﾔｽﾋﾄ 栃⽊ Honda栃⽊ JET
309 1700351 上⽥ 剛史 ｳｴﾀﾞ ﾂﾖｼ 北海道 モジュマ エリアゼロナナゴ
312 1501102 板敷 洋輔 ｲﾀｼﾞｷ ﾖｳｽｹ 徳島 UNIVERS
316 ******* 菅井 春稀 ｽｶﾞｲ ﾊﾙｷ 滋賀 Le Mont
319 1301007 奥村 祐希 ｵｸﾑﾗ ﾕｳｷ 岡⼭ イナーメ信濃⼭形-EFT
322 1900529 鶴飼 範胸 ﾂﾙｶﾞｲ ﾉﾘﾑﾈ ⼤阪 TEAM 闇練 MANA整⾻院 ⼤杉⾛輪

第30回 JBCF 舞洲クリテリウム



【クラスタ︓E3-3組  グレード︓Cr-3】 37名 16:30スタート 2019.3.29

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
206 1700032 ⼩林 洋平 ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｳﾍｲ 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
212 1702932 ⼭岡 由幸 ﾔﾏｵｶ ﾕｳｷ ⼤阪 ⼤阪⼯業⼤学サイクリング部
215 1800122 ⼩笠原 輝彦 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾃﾙﾋｺ ⼤分 ALL OUT reric
218 9800271 南條 太郎 ﾅﾝｼﾞｮｳ ﾀﾛｳ ⼤阪 ALL OUT reric
221 1500485 ⾼橋 亘平 ﾀｶﾊｼ ｺｳﾍｲ 兵庫 グランデパール播磨
223 1600694 遠⽥ 武志 ﾄｵﾀﾞ ﾀｹｼ ⽯川 Kochel V.C. Sputnik
227 1602252 ⼭中 集平 ﾔﾏﾅｶ ｼｭｳ 岡⼭ code 33
230 9701810 松本 貞⾏ ﾏﾂﾓﾄ ｻﾀﾞﾕｷ 京都 Sakatani Racing
233 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
236 0701547 中屋 昌平 ﾅｶﾔ ｼｮｳﾍｲ 和歌⼭ SWEEP
238 1900278 荒尾 康平 ｱﾗｵ ｺｳﾍｲ ⼤阪 ZERO
241 1900016 川崎 亮 ｶﾜｻｷ ﾘｮｳ 兵庫 soleil de lest
245 1300385 古川 哲也 ﾌﾙｶﾜ ﾃﾂﾔ ⼤阪 チーム ＷＥＡＥＫＥＮＤ
248 1602048 ⻄岡 靖記 ﾆｼｵｶ ﾔｽｷ 広島 Team Kermis Cross
251 1800842 辻 康成 ﾂｼﾞ ﾔｽﾅﾘ 兵庫 Team ZERO UNO FRONTIER
254 1702424 ⿊⽥ 拓杜 ｸﾛﾀﾞ ﾀｸﾄ 富⼭ チーム ローマン
257 1802633 知花 友 ﾁﾊﾞﾅ ﾕｳ ⼤阪 チーム ウナ コルダ
265 1900024 寺⽥ 寛 ﾃﾗﾀﾞ ﾋﾛｼ 滋賀 チーム  スクアドラ
269 0000134 滝⼭ 信⾏ ﾀｷﾔﾏ ﾉﾌﾞﾕｷ 兵庫 チバポンズ
272 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 
275 1600857 近藤 ⼤稀 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀﾞｲｷ 愛知 TRAILBLAZER
278 1600580 中野 智弘 ﾅｶﾉ ﾄﾓﾋﾛ ⼤阪 ナカガワAS・Kʼデザイン
281 1601452 ⻩ 祥悦 ｺｳ ﾖｼﾉﾌﾞ ⼤阪 ネクストリーム・うどん虹や
284 1601945 福島 寛史 ﾌｸｼﾏ ﾋﾛｼ 岡⼭ パラティアムTOKYO
288 1900329 ⾦浜 茂⼈ ｶﾅﾊﾏ ﾓﾄ 福井 バルバレーシングクラブ
291 1200359 ⼩⼭ 恭平 ｺﾔﾏ ｷｮｳﾍｲ ⽯川 バルバレーシングクラブ
294 1700513 柳瀬 悠理 ﾔﾅｾ ﾕｳﾘ 富⼭ バルバレーシングクラブ
297 1701988 東 優仁 ｱｽﾞﾏ ﾕｳﾄ ⼤阪 VC福岡（エリート）
300 1900193 ⻘井 誠也 ｱｵｲ ｾｲﾔ 栃⽊ ブラウ・ブリッツェン
303 0200272 熊野 賢 ｸﾏﾉ ｻﾄｼ 愛知 BREZZA-KAMIHAGI
306 1900657 ⾼橋 健 ﾀｶﾊｼ ｹﾝ 栃⽊ Honda栃⽊ JET
310 1000158 仲⽥ 正⼈ ﾅｶﾀ ﾏｻﾄ 京都 モジュマ エリアゼロナナゴ
313 1900298 佐藤 貴志 ｻﾄｳ ﾀｶｼ 徳島 UNIVERS
317 ******* 向畑 和貴 ﾑｶｲﾊﾀｹ ｶｽﾞｷ 滋賀 Le lien de Shiga
320 1800298 織⽥ 裕之 ｵﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ ⼤阪 TEAM 闇練 MANA整⾻院 ⼤杉⾛輪

第30回 JBCF 舞洲クリテリウム


