
【クラスタ︓P1  グレード︓プラチナ】 106名 2019/4/15
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
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
27 9720491 オールイス アルベルト ｵｰﾙｲｽ ｱﾙﾍﾞﾙﾄ ベネズエラ  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
30 1100726 ⽥窪 賢次 ﾀｸﾎﾞ ｹﾝｼﾞ 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
47 1000442 ⼩⼭ 貴⼤ ｺﾔﾏ ﾀｶﾋﾛ 群⾺ 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
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
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
70 1301144 今村 駿介 ｲﾏﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ 福岡 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
85 1201591 中村 魁⽃ ﾅｶﾑﾗ ｶｲﾄ 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
105 9701240 宮澤 崇史 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾀｶｼ JPCA LEOMO Bellmare Racing Team
106 1001902 ⽶⾕ 隆志 ﾖﾈﾀﾆ ﾀｶｼ 東京 LEOMO Bellmare Racing Team
121 0801291 紺野 元汰 ｺﾝﾉ ｹﾞﾝﾀ 神奈川 イナーメ信濃⼭形
122 1101679 佐野 千尋 ｻﾉ ﾁﾋﾛ 北海道 イナーメ信濃⼭形
123 1500596 兼松 ⼤和 ｶﾈﾏﾂ ﾔﾏﾄ ⼤阪 イナーメ信濃⼭形
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
128 1200215 豊⽥ 勝徳 ﾄﾖﾀﾞ ｶﾂﾉﾘ ⼤阪 イナーメ信濃⼭形
129 0210018 ⼩室 雅成 ｺﾑﾛ ﾏｻﾅﾘ 埼⽟ イナーメ信濃⼭形
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134 1702239 河⽥ 恭司郎 ｶﾜﾀﾞ ｷｮｳｼﾛｳ 愛知 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
161 0800607 前⽥ 公平 ﾏｴﾀﾞ ｺｳﾍｲ 東京 弱⾍ペダル サイクリングチーム
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
224 1400913 萩原 啓 ﾊｷﾞﾊﾗ ｻﾄｼ 愛知 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
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
241 0601273 松⽊ 健治 ﾏﾂｷ ｹﾝｼﾞ 京都 VC福岡
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
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
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
286 1700593 荒瀧 隆公 ｱﾗﾀｷ ﾀｶﾋﾄ 東京 なるしまフレンド レーシングチーム
302 1600445 平塚 佑亮 ﾋﾗﾂｶ ﾕｳｽｹ 栃⽊ 群⾺グリフィン
304 1600232 安⽥ ⼤希 ﾔｽﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 埼⽟ 群⾺グリフィン
306 0300866 渡邊 正光 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾐﾂ JPCA 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



【クラスタ︓E3  グレード︓A-3】 31名 2019/4/15
No JCF ID ⽒名 カナ 登録地 チーム名
206 1900417 合⽥ 尚俊 ｺﾞｳﾀﾞ ﾅｵﾄｼ ⼭⼝ A'le:ne So'le:ne
207 1900456 野村 翔 ﾉﾑﾗ ｼｮｳ ⼭⼝ A'le:ne So'le:ne
208 1900335 城所 皐輔 ｷﾄﾞｺﾛ ｺｳｽｹ 愛知 イナーメ信濃⼭形-EFT
218 1600432 藤岡 泰之 ﾌｼﾞｵｶ ﾔｽﾕｷ 広島 eNShare Cycling Team
220 1800188 頼政 弥弘 ﾖﾘﾏｻ ﾐﾂﾋﾛ 広島 eNShare Cycling Team
225 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
227 0501277 湯浅 勉 ﾕｱｻ ﾂﾄﾑ 京都 GIANT INTERNAL FELLOWS TEAM
229 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
230 0300337 市橋 徹也 ｲﾁﾊｼ ﾃﾂﾔ 東京 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ
239 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
240 1601957 猶原 聡 ﾅｵﾊﾗ ｻﾄｼ 愛媛 ⽵芝サイクルレーシング
241 1800047 笹原 純平 ｻｻﾊﾗ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 広島 Team Kermis Cross
243 1703457 ⻄川 ⼤介 ﾆｼｶﾜ ﾀﾞｲｽｹ 広島 Team Kermis Cross
244 1800637 古⾕ 友⼀ ﾌﾙﾀﾆ ﾕｳｲﾁ 広島 TeamUKYO Reve
245 1301678 早稲⽥ 亮太 ﾜｾﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 広島 TeamUKYO Reve
250 1401651 新居 志信 ﾆｲ ﾕｷﾉﾌﾞ 岡⼭ Team Grandi Petit
251 1501201 森井 浩明 ﾓﾘｲ ﾋﾛｱｷ 岡⼭ Team Grandi Petit
253 1802534 岡崎 由幸 ｵｶｻﾞｷ ﾖｼﾕｷ 和歌⼭ TEAM SANREMO
264 1900112 曽我 啓⼀郎 ｿｶﾞ ｹｲｲﾁﾛｳ 神奈川 Defardi
265 1601984 豊崎 正裕 ﾄﾖｻｷ ﾏｻﾋﾛ 岐⾩ DESTRA
269 1900636 神⽥ 光幸 ｺｳﾀﾞ ﾐﾂﾕｷ ⼭⼝ なるしまフレンド
270 1601609 廣井 誠 ﾋﾛｲ ﾏｺﾄ 東京 なるしまフレンド
272 1502746 中野 雄太 ﾅｶﾉ ﾕｳﾀ ⼤阪 Hakusei Cycling Team 
275 1900089 ⽥中 良介 ﾀﾅｶ ﾘｮｳｽｹ 熊本 VC福岡（エリート）
276 1900403 ⽥中 亮祐 ﾀﾅｶ ﾘｮｳｽｹ 福岡 VC福岡（エリート）
277 1900083 中島 雅⼈ ﾅｶｼﾏ ﾏｻﾄ 福岡 VC福岡（エリート）
278 1702062 ⾅井 ⼀雅 ｳｽｲ ｶｽﾞﾏｻ 栃⽊ Honda栃⽊ JET
279 1900661 三橋 ⼤治郎 ﾐﾂﾊｼ ﾀﾞｲｼﾞﾛｳ 東京 MIVRO
285 1501102 板敷 洋輔 ｲﾀｼﾞｷ ﾖｳｽｹ 徳島 UNIVERS
290 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
293 1802869 ⾼橋 拓也 ﾀｶﾊｼ ﾀｸﾔ 福井 バルバレーシングクラブ

【クラスタ︓Y  グレード︓A-3】 12名 2019/4/15
No JCF ID ⽒名 カナ 登録地 チーム名
351 1700601 川⽥ 翔太 ｶﾜﾀﾞ ｼｮｳﾀ 東京 AVENTURA AIKOH TOYO VICTORIA RACING
352 1700690 村⼭ 悠平 ﾑﾗﾔﾏ ﾕｳﾍｲ 千葉 AVENTURA AIKOH TOYO VICTORIA RACING
353 1900769 松尾 侑喜 ﾏﾂｵ ﾕｳｷ 広島 voyAge cycling team
354 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
355 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
356 1702300 ⿊瀬 亮介 ｸﾛｾ ﾘｮｳｽｹ 広島 崇徳⾼等学校
357 1703290 貞安 蒼 ｻﾀﾞﾔｽ ｿｳ 広島 崇徳⾼等学校
358 1802140 塩出 皓成 ｼｵﾃﾞ ｺｳｾｲ 広島 崇徳⾼等学校
359 1703291 頓宮 康⽣ ﾄﾝｸﾞｳ ｺｳｾｲ 広島 崇徳⾼等学校
360 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 
361 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 
362 1900325 南⼭ 太朗 ﾐﾅﾐﾔﾏ ﾀﾛｳ 徳島 UNIVERS
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