
【クラスタ︓E1  グレード︓A】 86名 2019/4/15

No JCF ID ⽒名 カナ 登録地 チーム名

1 0701310 管 洋介 ｽｶﾞ ﾖｳｽｹ 茨城 AVENTURA AIKOH TOYO VICTORIA RACING
2 1700690 村⼭ 悠平 ﾑﾗﾔﾏ ﾕｳﾍｲ 千葉 AVENTURA AIKOH TOYO VICTORIA RACING
3 1400051 佐藤 耕司 ｻﾄｳ ｺｳｼﾞ ⼤阪 イナーメ信濃⼭形-EFT
4 1402251 ⽩⽯ 光 ｼﾗｲｼ ﾋｶﾙ 神奈川 イナーメ信濃⼭形-EFT
5 1300056 ⽐護 任 ﾋｺﾞ ｱﾀﾙ ⼤阪 イナーメ信濃⼭形-EFT
6 1800085 池川 ⾠哉 ｲｹｶﾞﾜ ﾀﾂﾔ ⼤阪 VC VELOCE
7 1100274 藤⽥ 耕志 ﾌｼﾞﾀ ﾀｶｼ ⼤阪 VC VELOCE
8 0701108 古⾕ 勇輝 ﾌﾙﾀﾆ ﾕｳｷ ⼤阪 VC VELOCE
9 1501960 村井 寛 ﾑﾗｲ ﾋﾛｼ ⼤阪 VC VELOCE
10 1800213 今井 ⼤悟 ｲﾏｲ ﾀﾞｲｺﾞ 東京 VENTOS FRECCIA
11 1301128 ⼩野寺 望 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾉｿﾞﾑ 東京 VENTOS FRECCIA
12 1602211 永富 ⼀騎 ﾅｶﾞﾄﾐ ｶｽﾞｷ 東京 VENTOS FRECCIA
13 1501497 ⽫⾕ 宏⼈ ｻﾗｶﾞｲ ﾋﾛﾄ 広島 エキップ ティラン
14 1501905 曹 栩銘 ｿｳ ｸﾒｲ 広島 エキップ ティラン
15 1502726 松浦 正⼰ ﾏﾂｳﾗ ﾏｻｷ 広島 エキップ ティラン
16 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
17 1802568 原⽥ 将⼈ ﾊﾗﾀﾞ ﾏｻﾄ 兵庫 ALL OUT reric
18 1600332 佐藤 駿 ｻﾄｳ ｼｭﾝ 群⾺ 群⾺グリフィンエリート
19 0001698 福原 ⼤ ﾌｸﾊﾗ ﾀﾞｲ 埼⽟ サイタマサイクルプロジェクト
20 1502291 ⽷川 典住 ｲﾄｶﾜ ﾉﾘｽﾐ 兵庫 CIERVO NARA ELITE
21 1402063 岡 理裕 ｵｶ ﾏｻﾋﾛ 静岡 SPADE・ACE
22 1300016 藤井 ⼀厳 ﾌｼﾞｲ ﾉﾌﾞﾋﾛ 静岡 SPADE・ACE
23 9901846 ⼤倉 健⼀ ｵｵｸﾗ ｹﾝｲﾁ 東京 セオレーシング
24 1700086 井⼿ 通康 ｲﾃﾞ ﾐﾁﾔｽ 愛知 ZERO
25 1502197 桐野 ⼀道 ｷﾘﾉ ｶｽﾞﾐﾁ 京都 ZERO
26 1502700 塚本 隼 ﾂｶﾓﾄ ﾊﾔﾄ ⼤阪 ZERO
27 1700035 花⽥ ⾦之介 ﾊﾅﾀﾞ ｷﾝﾉｽｹ ⼤阪 ZERO
28 1800333 ⼩林 亮 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳ 兵庫 soleil de lest
29 1802143 坂⼝ 裕芳 ｻｶｸﾞﾁ ﾋﾛﾖｼ 兵庫 soleil de lest
30 1600085 ⽯井 久雄 ｲｼｲ ﾋｻｵ 兵庫 soleil de lest
31 1001823 上⼿ 勇輝 ｶﾐﾃ ﾕｳｷ 広島 Team Kermis Cross
32 1501045 ⽊原 与志寛 ｷﾊﾗ ﾖｼﾋﾛ 広島 Team Kermis Cross
33 1600075 坂川 達⾏ ｻｶｶﾞﾜ ﾀﾂﾕｷ 広島 Team Kermis Cross
34 1501770 岩本 克也 ｲﾜﾓﾄ ｶﾂﾔ ⼭⼝ TeamUKYO Reve
35 1500505 築⼭ 元樹 ﾂｷﾔﾏ ｹﾞﾝｷ 岡⼭ Team Grandi Petit
36 0701230 岡本 康太郎 ｵｶﾓﾄ ｺｳﾀﾛｳ 和歌⼭ TEAM SANREMO
37 0601403 中尾 峻 ﾅｶｵ ｼｭﾝ 沖縄 Team SHIDO
38 1900677 持留 叶汰郎 ﾓﾁﾄﾞﾒ ｷｮｳﾀﾛｳ 埼⽟ Team SHIDO
39 0700204 ⼤原 勇⽣ ｵｵﾊﾗ ﾕｳｷ ⼤阪 チーム  スクアドラ
40 1600502 宮本 訓寛 ﾐﾔﾓﾄ ｸﾆﾋﾛ ⼤阪 チーム  スクアドラ
41 1100638 ⼭岡 健⼈ ﾔﾏｵｶ ｹﾝﾄ 愛媛 TEAM LUPPI
42 1400602 岩切 弘輝 ｲﾜｷﾘ ﾋﾛｷ ⼤分 津末レーシング
43 1200035 三上 勇輝 ﾐｶﾐ ﾕｳｷ ⼤阪 Defardi
44 1201709 川瀬 章史 ｶﾜｾ ｱｷﾌﾐ 愛知 DESTRA
45 1200315 鈴⽊ 聖⼠ ｽｽﾞｷ ｾｲｼﾞ 愛知 DESTRA
46 1700538 ⼋⽊ 健太 ﾔｷﾞ ｹﾝﾀ ⾼知 徳島サイクルレーシング
47 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
48 1600036 井清 ⼤樹 ｲｾｲ ﾀﾞｲｷ ⼤阪 TRAILBLAZER
49 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
50 1600013 森⽥ 正徳 ﾓﾘﾀ ﾏｻﾉﾘ ⼤阪 ナカガワAS・Kʼデザイン
51 1402092 川野 健太 ｶﾜﾉ ｹﾝﾀ 東京 ⽇本ろう⾃転⾞競技協会
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52 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
53 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
54 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
55 1000400 ⼩林 秀雄 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞｵ 東京 FAST LANE Racing
56 1301694 ⼩貫 智紀 ｵﾇｷ ﾄﾓﾉﾘ 神奈川 PHANTOM 湘南
57 1802207 秋好 佑太 ｱｷﾖｼ ﾕｳﾀ 福岡 VC福岡（エリート）
58 9800748 仲松 康太 ﾅｶﾏﾂ ﾔｽﾋﾛ ⼤阪 VC福岡（エリート）
59 1500164 吉⽥ 泰⼤ ﾖｼﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ 神奈川 フィッツ
60 1400141 ⻑妻 暁 ﾅｶﾞﾂﾏ ｱｷﾗ 神奈川 FORCE
61 1801200 元⽊ 晶央 ﾓﾄｷ ｱｷｵ 東京 FORCE
62 1500813 堀⽥ 耕司 ﾎｯﾀ ｺｳｼﾞ 愛知 BREZZA-KAMIHAGI
63 1600252 丸⼭ 英之 ﾏﾙﾔﾏ ﾋﾃﾞﾕｷ 東京 BREZZA-KAMIHAGI
65 1200156 天春 雄也 ｱﾏｶﾞｽ ﾕｳﾔ 三重 MAX SPEED 97
66 1401536 ⼩川 修 ｵｶﾞﾜ ｵｻﾑ 三重 MAX SPEED 97
67 1600601 ⾼⼭ 恭彰 ﾀｶﾔﾏ ﾔｽｱｷ 三重 MAX SPEED 97
68 1600600 ⽮⽥ 健太郎 ﾔﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 三重 MAX SPEED 97
69 1400047 菅⾕ 修 ｽｶﾞﾔ ｵｻﾑ 東京 MIVRO
70 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
71 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
72 1000714 佐々⽊ 暖 ｻｻｷ ﾀﾞﾝ 奈良 EURO-WORKS Racing
73 1100076 ⾓⽥ 光隆 ｽﾐﾀﾞ ﾐﾂﾀｶ 奈良 EURO-WORKS Racing
74 1100087 ⽥中 信⾏ ﾀﾅｶ ﾉﾌﾞﾕｷ 奈良 EURO-WORKS Racing
75 1001922 森 俊夫 ﾓﾘ ﾄｼｵ 奈良 EURO-WORKS Racing
76 1702045 ⾦⼦ 隆亮 ｶﾈｺ ﾘｭｳｽｹ ⼤阪 Rapha Cycling Club
77 0600361 中⾥ 仁 ﾅｶｻﾞﾄ ﾏｻﾙ 群⾺ Rapha Cycling Club
78 0100206 酒井 紀章 ｻｶｲ ﾉﾘｱｷ 福井 バルバレーシングクラブ
79 1602529 ⽩崎 剛 ｼﾗｻｷ ﾂﾖｼ 福井 バルバレーシングクラブ
80 0700340 寺崎 武郎 ﾃﾗｻｷ ﾀｹﾛｳ 福井 バルバレーシングクラブ
81 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
82 1502476 ⼭本 ⼤樹 ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾞｲｷ 富⼭ バルバレーシングクラブ
83 9801919 中⽥ 真琴 ﾅｶﾀ ﾏｺﾄ 京都 ACQUA TAMA
84 9702875 ⼭⼝ 博久 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛﾋｻ 東京 ACQUA TAMA
85 1500114 ⽥⼝ 紀昭 ﾀｸﾞﾁ ﾉﾘｱｷ 埼⽟ シャークアイランド
86 0400882 加賀 ⿓治 ｶｶﾞ ﾘｭｳｼﾞ 広島 SUBARU Cycling Team
87 1502775 古川 裕真 ﾌﾙｶﾜ ﾕｳﾏ 静岡 ボンシャンス



【クラスタ︓E2  グレード︓A-2】 50名 2019/4/15

No JCF ID ⽒名 カナ 登録地 チーム名

101 1100404 ⾹川 博 ｶｶﾞﾜ ﾋﾛｼ ⻑野 イナーメ信濃⼭形-EFT
102 1700031 中治 綱太 ﾅｶｼﾞ ｺｳﾀ ⼤阪 イナーメ信濃⼭形-EFT
103 1301007 奥村 祐希 ｵｸﾑﾗ ﾕｳｷ 岡⼭ イナーメ信濃⼭形-EFT
104 0800384 ⼩川 洸 ｵｶﾞﾜ ﾋｶﾙ 京都 VC VELOCE
105 1100453 ⼭野井 哲実 ﾔﾏﾉｲ ｻﾄﾐ ⼤阪 VC VELOCE
106 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
107 1801461 松浦 広明 ﾏﾂｳﾗ ﾋﾛｱｷ 広島 エキップ ティラン
108 1500390 ⼩林 達也 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾂﾔ 広島 eNShare Cycling Team
109 0000334 有澤 広昭 ｱﾘｻﾜ ﾋﾛｱｷ 兵庫 グランデパール播磨
110 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
111 0300357 ⼀⾊ 寛之 ｲｯｼｷ ﾋﾛﾕｷ 奈良 CIERVO NARA ELITE
112 1402214 藤⽥ 隼也 ﾌｼﾞﾀ ｼﾞｭﾝﾔ ⼤阪 ZIPPY CYCLE CLUB
113 1700189 松村 ⻑⼈ ﾏﾂﾑﾗ ﾅｶﾞﾄ 奈良 ZIPPY CYCLE CLUB
114 1703521 神⾕ 正紀 ｶﾐﾔ ﾏｻﾉﾘ 静岡 シマノドリンキング
115 1300031 増⽥ 弘誠 ﾏｽﾀﾞ ﾋﾛﾅｶﾞ 静岡 SPADE・ACE
116 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
117 1700474 芦⽥ 勇樹 ｱｼﾀﾞ ﾕｳｷ 兵庫 soleil de lest
118 0500433 加藤 俊介 ｶﾄｳ ｼｭﾝｽｹ ⾹川 Tyrell Kagawa Racing
119 1600345 重本 明彦 ｼｹﾞﾓﾄ ｱｷﾋｺ ⼭⼝ Team Kermis Cross
120 1502455 ⽥中 隆太 ﾀﾅｶ ﾘｭｳﾀ 広島 Team Kermis Cross
121 1400292 富永 将宇 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾏｻﾀｶ 広島 Team Kermis Cross
122 1800204 安⽥ 拓也 ﾔｽﾀﾞ ﾀｸﾔ 島根 Team Kermis Cross
123 1100103 藤井 伸昌 ﾌｼﾞｲ ﾉﾌﾞﾏｻ 岡⼭ チーム岡⼭
124 0900795 守⼝ 海 ﾓﾘｸﾞﾁ ｶｲ ⻑野 チームサイクルマインド
125 1600158 菟⽥ ⻯⼀ ｳﾀﾞ ﾘｭｳｲﾁ 和歌⼭ TEAM SANREMO
126 1201903 杉村 敏章 ｽｷﾞﾑﾗ ﾄｼｱｷ 愛媛 チーム⼤永⼭
127 1700456 福永 将⼤ ﾌｸﾅｶﾞ ｼｮｳﾀ ⼤分 津末レーシング
128 1700635 森 聖吾 ﾓﾘ ｾｲｺﾞ 徳島 徳島サイクルレーシング
129 1600019 久保⽥ 航太 ｸﾎﾞﾀ ｺｳﾀ ⼤阪 TRAILBLAZER
130 1600021 福本 宗太 ﾌｸﾓﾄ ｿｳﾀ ⼤阪 TRAILBLAZER
131 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
132 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
133 1201616 吉森 ⼤晃 ﾖｼﾓﾘ ﾋﾛｱｷ 奈良 Hakusei Cycling Team 
134 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
135 1502521 磯⽥ 友賀 ｲｿﾀﾞ ﾄﾓｶｽﾞ 京都 PRT KOSEKI ⾦⽣堂
136 1301019 ⻑屋 ⼀豊 ﾅｶﾞﾔ ｶｽﾞﾄﾖ 福岡 VC福岡（エリート）
137 1701988 東 優仁 ｱｽﾞﾏ ﾕｳﾄ ⼤阪 VC福岡（エリート）
138 1702111 末澤 正太郎 ｽｴｻﾞﾜ ｼｮｳﾀﾛｳ 愛知 BREZZA-KAMIHAGI
139 1200566 濱⼝ 浩紀 ﾊﾏｸﾞﾁ ﾋﾛｷ 愛知 BREZZA-KAMIHAGI
140 0000379 冨久 健太郎 ﾄﾐﾋｻ ｹﾝﾀﾛｳ 岡⼭ masahikomifune.com CyclingTeam
141 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
142 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
143 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
144 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
145 1800265 福⽥ 健⼀ ﾌｸﾀﾞ ｹﾝｲﾁ ⼭⼝ ⼭⼝県⾃転⾞競技連盟・GRP
146 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
147 1500190 ⼭⽥ ⼤樹 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛｷ 徳島 UNIVERS
148 1600153 ⼭名 拳太郎 ﾔﾏﾅ ｹﾝﾀﾛｳ 和歌⼭ LALPE KF RACING
149 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
150 1601896 ⽔⾕ 和正 ﾐｽﾞﾀﾆ ｶｽﾞﾏｻ 富⼭ バルバレーシングクラブ
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【クラスタ︓E3  グレード︓A-3】 85名 2019/4/15

No JCF ID ⽒名 カナ 登録地 チーム名

201 1700601 川⽥ 翔太 ｶﾜﾀﾞ ｼｮｳﾀ 東京 AVENTURA AIKOH TOYO VICTORIA RACING
202 1800187 井上 尚也 ｲﾉｳｴ ﾅｵﾔ 広島 Aki Rising Bicycle team
203 1700002 神垣 雅俊 ｶﾐｶﾞｷ ﾏｻﾄｼ 広島 Aki Rising Bicycle team
204 1700685 菅村 篤 ｽｶﾞﾑﾗ ｱﾂｼ 広島 Aki Rising Bicycle team
205 1800225 ⼭⽥ 哲也 ﾔﾏﾀﾞ ﾃﾂﾔ 広島 Aki Rising Bicycle team
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
209 1700032 ⼩林 洋平 ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｳﾍｲ ⼤阪 VC VELOCE
210 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
211 1702115 坂上 統 ｻｶｶﾞﾐ ｱﾂﾑ 兵庫 ウオズミサイクルレーシング
212 1803027 柳原 浩嗣 ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ﾋﾛｼ 兵庫 ウオズミサイクルレーシング
213 1800115 有元 寛貴 ｱﾘﾓﾄ ﾋﾛｷ 広島 voyAge cycling team
214 1702163 ⿇⽣ 裕也 ｱｿｳ ﾋﾛﾔ 広島 エキップ ティラン
215 1800410 岩崎 啓太 ｲﾜｻｷ ｹｲﾀ 広島 エキップ ティラン
216 1900036 藤井 ⽂男 ﾌｼﾞｲ ﾌﾐｵ 広島 エキップ ティラン
217 1900283 堀 ⻯也 ﾎﾘ ﾀﾂﾔ 広島 エキップ ティラン
218 1600432 藤岡 泰之 ﾌｼﾞｵｶ ﾔｽﾕｷ 広島 eNShare Cycling Team
219 1802046 吉⽊ 匠 ﾖｼｷ ﾀｸﾐ 広島 eNShare Cycling Team
221 0900034 藤原 友秀 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾄﾓﾋﾃﾞ 兵庫 グランデパール播磨
222 0400054 正⽊ 浩史 ﾏｻｷ ﾋﾛｼ 兵庫 グランデパール播磨
223 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
224 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
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
226 1401920 ⽥代 亘 ﾀｼﾛ ﾜﾀﾙ ⼤阪 シマノドリンキング
227 0501277 湯浅 勉 ﾕｱｻ ﾂﾄﾑ 京都 GIANT INTERNAL FELLOWS TEAM
228 0701547 中屋 昌平 ﾅｶﾔ ｼｮｳﾍｲ 和歌⼭ SWEEP
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
231 1900278 荒尾 康平 ｱﾗｵ ｺｳﾍｲ ⼤阪 ZERO
232 1702300 ⿊瀬 亮介 ｸﾛｾ ﾘｮｳｽｹ 広島 崇徳⾼等学校
233 1703290 貞安 蒼 ｻﾀﾞﾔｽ ｿｳ 広島 崇徳⾼等学校
234 1802140 塩出 皓成 ｼｵﾃﾞ ｺｳｾｲ 広島 崇徳⾼等学校
235 1703291 頓宮 康⽣ ﾄﾝｸﾞｳ ｺｳｾｲ 広島 崇徳⾼等学校
236 1300234 阿部 哲也 ｱﾍﾞ ﾃﾂﾔ 兵庫 soleil de lest
237 1800332 藤原 聖道 ﾌｼﾞﾜﾗ ｾｲﾄﾞｳ 兵庫 soleil de lest
238 1600581 ⻲⾕ 浩海 ｶﾒﾀﾆ ﾋﾛﾐ 北海道 Tyrell Kagawa Racing
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
242 1602048 ⻄岡 靖記 ﾆｼｵｶ ﾔｽｷ 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
246 1001470 ⾚澤 和徳 ｱｶｻﾞﾜ ｶｽﾞﾉﾘ 岡⼭ Team Grandi Petit
247 1900392 ⽥村 雄助 ﾀﾑﾗ ﾕｳｽｹ 岡⼭ Team Grandi Petit
248 1800259 中尾 敦司 ﾅｶｵ ｱﾂｼ 岡⼭ Team Grandi Petit
249 1900389 中村 ⼀登 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞﾄ 岡⼭ Team Grandi Petit
251 1501201 森井 浩明 ﾓﾘｲ ﾋﾛｱｷ 岡⼭ Team Grandi Petit
252 1900198 ⻄嶋 孝典 ﾆｼｼﾞﾏ ﾀｶﾉﾘ 広島 チーム・ケンズ
253 1802534 岡崎 由幸 ｵｶｻﾞｷ ﾖｼﾕｷ 和歌⼭ TEAM SANREMO
254 1802537 本庄 義⼈ ﾎﾝｼｮｳ ﾖｼﾋﾄ 愛媛 チーム⼤永⼭
255 1901004 ⽥中 宏和 ﾀﾅｶ ﾋﾛｶｽﾞ 愛媛 TEAM LUPPI
256 1500588 藤⽥ 浩 ﾌｼﾞﾀ ﾋﾛｼ 愛媛 TEAM LUPPI
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257 1800285 桐⼭ 雄⼀ ｷﾘﾔﾏ ﾕｳｲﾁ 兵庫 チバポンズ
258 0000134 滝⼭ 信⾏ ﾀｷﾔﾏ ﾉﾌﾞﾕｷ 兵庫 チバポンズ
259 1801266 宮崎 泰史 ﾐﾔｻﾞｷ ﾀｲｼ 熊本 津末レーシング
260 1900634 伊東 和則 ｲﾄｳ ｶｽﾞﾉﾘ 広島 ＴＮＧレーシング広島
261 1700102 ⾼橋 学 ﾀｶﾊｼ ﾏﾅﾌﾞ 広島 ＴＮＧレーシング広島
262 1900890 元国 仁志 ﾓﾄｸﾆ ﾋﾄｼ 広島 ＴＮＧレーシング広島
263 1900033 吉海 久⼈ ﾖｼｶｲ ﾋｻﾄ 広島 ＴＮＧレーシング広島
265 1601984 豊崎 正裕 ﾄﾖｻｷ ﾏｻﾋﾛ 岐⾩ DESTRA
266 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
267 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
268 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
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
271 1702085 川勝 敦嗣 ｶﾜｶﾂ ｱﾂｼ 兵庫 ネクストリーム・うどん虹や
272 1502746 中野 雄太 ﾅｶﾉ ﾕｳﾀ ⼤阪 Hakusei Cycling Team 
273 1601492 池⽥ 渓⼈ ｲｹﾀﾞ ｹｲﾄ 熊本 VC福岡（エリート）
274 1703339 鎌⽥ 晃輝 ｶﾏﾀﾞ ｺｳｷ ⼤阪 VC福岡（エリート）
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
280 1800192 ⾕ 幸治 ﾀﾆ ｺｳｼﾞ 和歌⼭ ミルキーウェイ和歌⼭
281 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
282 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
283 1802119 原 直⼈ ﾊﾗ ﾅｵﾄ ⼭⼝ ⼭⼝県⾃転⾞競技連盟・GRP
284 1900436 松本 ⻯太朗 ﾏﾂﾓﾄ ﾘｭｳﾀﾛｳ 奈良 EURO-WORKS Racing
285 1501102 板敷 洋輔 ｲﾀｼﾞｷ ﾖｳｽｹ 徳島 UNIVERS
286 1900211 登 博史 ﾉﾎﾞ ﾋﾛﾌﾐ 徳島 UNIVERS
287 1702799 落合 拓郎 ｵﾁｱｲ ﾀｸﾛｳ 千葉 Rapha Cycling Club
288 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
289 1000206 中川 正⼀ ﾅｶｶﾞﾜ ｼｮｳｲﾁ 富⼭ バルバレーシングクラブ
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
291 1500664 ⽥邊 純也 ﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｭﾝﾔ 群⾺ SUBARU Cycling Team
292 1800842 辻 康成 ﾂｼﾞ ﾔｽﾅﾘ 兵庫 Team ZERO UNO FRONTIER



【クラスタ︓F  グレード︓A-3】 22名 2019/4/15

No JCF ID ⽒名 カナ 登録地 チーム名

301 1900318 佐野 歩 ｻﾉ ｱﾕﾐ ⼤阪 イナーメ信濃⼭形-F
302 1600018 堀江 みちこ ﾎﾘｴ ﾐﾁｺ ⼤阪 VC VELOCE
303 1800102 早瀬 恵⼦ ﾊﾔｾ ｹｲｺ 広島 voyAge cycling team
304 1800049 中屋 菜緒 ﾅｶﾔ ﾅｵ 和歌⼭ SWEEP
305 1301657 仲村 陽⼦ ﾅｶﾑﾗ ﾖｳｺ 沖縄 ⽵芝サイクルレーシング
306 1602704 久⽊野 ⾐美 ｸｷﾉ ｴﾐ ⿅児島 TEAM YOU CAN
307 1600366 遠松 純⼦ ﾄｵﾏﾂ ｼﾞｭﾝｺ 愛知 DESTRA
308 1801682 ⼩川 梨奈 ｵｶﾞﾜ ﾘﾅ 徳島 徳島県⽴⼩松島⻄⾼等学校 
309 1600558 川上 唯 ｶﾜｶﾐ ﾕｲ 徳島 徳島サイクルレーシング
310 1402307 平⽥ 千枝 ﾋﾗﾀ ﾁｴ 奈良 奈良キタサイクル まほロバRC
311 1800071 久保⽥ ⼣夏 ｸﾎﾞﾀ ﾕｶ ⼤阪 ネクストリーム・うどん虹や
312 1700050 望⽉ 美和⼦ ﾓﾁﾂﾞｷ ﾐﾜｺ 静岡 フィッツ
313 1502195 藤原 優⼦ ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｳｺ 兵庫 EURO-WORKS Racing
314 1101522 伊藤 杏菜 ｲﾄｳ ｱﾝﾅ 栃⽊ Live GARDEN BICI STELLE
315 1600453 新川 明⼦ ｼﾝｶﾜ ｱｷｺ 栃⽊ Live GARDEN BICI STELLE
316 1700729 伊藤 優以 ｲﾄｳ ﾕｲ 兵庫 Team ZERO UNO FRONTIER
317 1700774 ⼤坂 智加 ｵｵｻｶ ﾄﾓｶ 滋賀 Team ZERO UNO FRONTIER
318 1500188 原⽥ 悦⼦ ﾊﾗﾀﾞ ｴﾂｺ 徳島 Team ZERO UNO FRONTIER
319 1802883 ⼩林 由佳 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｶ 福井 バルバレーシングクラブ
320 1600133 近藤 由美 ｺﾝﾄﾞｳ ﾕﾐ 佐賀 バルバレーシングクラブ
321 1700511 島橋 由美⼦ ｼﾏﾊｼ ﾕﾐｺ 富⼭ バルバレーシングクラブ
322 1700119 ⼭崎 友⾥ ﾔﾏｻﾞｷ ﾕﾘ 富⼭ バルバレーシングクラブ
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