
【クラスタ︓E1  グレード︓T】 39名 2019.4.23

No JCF ID ⽒名 カナ 登録地 チーム名

101 1300056 ⽐護 任 ﾋｺﾞ ｱﾀﾙ ⼤阪 イナーメ信濃⼭形-EFT
102 1800085 池川 ⾠哉 ｲｹｶﾞﾜ ﾀﾂﾔ ⼤阪 VC VELOCE
103 9700734 井上 登⼠哉 ｲﾉｳｴ ﾄｼﾔ 愛媛 VC VELOCE
104 0500349 井上 ⼈志 ｲﾉｳｴ ﾋﾄｼ 滋賀 VC VELOCE
105 0800194 上⽥ 貴史 ｳｴﾀﾞ ﾀｶｼ ⼤阪 VC VELOCE
106 1500068 ⼩原 洋未 ｵﾊﾗ ﾋﾛﾐ ⼤阪 VC VELOCE
107 0800652 辻 邦浩 ﾂｼﾞ ｸﾆﾋﾛ 京都 VC VELOCE
108 1100274 藤⽥ 耕志 ﾌｼﾞﾀ ﾀｶｼ ⼤阪 VC VELOCE
109 1501960 村井 寛 ﾑﾗｲ ﾋﾛｼ ⼤阪 VC VELOCE
112 1502726 松浦 正⼰ ﾏﾂｳﾗ ﾏｻｷ 広島 エキップ ティラン
113 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
114 1600101 ⼭根 真吾 ﾔﾏﾈ ｼﾝｺﾞ 広島 eNShare Cycling Team
116 1800057 中村 将也 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾔ ⼤阪 ALL OUT reric
117 1802568 原⽥ 将⼈ ﾊﾗﾀﾞ ﾏｻﾄ 兵庫 ALL OUT reric
119 1500603 森本 ⽞達 ﾓﾘﾓﾄ ﾋﾛﾐﾁ 岡⼭ code 33
120 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
121 0800023 和⽥⼭ 尚史 ﾜﾀﾞﾔﾏ ﾀｶﾌﾐ ⼤阪 侵略︕︕︕
122 1300016 藤井 ⼀厳 ﾌｼﾞｲ ﾉﾌﾞﾋﾛ 静岡 SPADE・ACE
123 9901846 ⼤倉 健⼀ ｵｵｸﾗ ｹﾝｲﾁ 東京 セオレーシング
124 1502700 塚本 隼 ﾂｶﾓﾄ ﾊﾔﾄ ⼤阪 ZERO
125 1700035 花⽥ ⾦之介 ﾊﾅﾀﾞ ｷﾝﾉｽｹ ⼤阪 ZERO
129 1502466 井上 健志 ｲﾉｳｴ ﾀｹｼ 熊本 チームGINRIN熊本
132 1500505 築⼭ 元樹 ﾂｷﾔﾏ ｹﾞﾝｷ 岡⼭ Team Grandi Petit
134 0900367 隅原 秀年 ｽﾐﾊﾗ ﾋﾃﾞﾄｼ ⼤阪 チーム  スクアドラ
135 1600502 宮本 訓寛 ﾐﾔﾓﾄ ｸﾆﾋﾛ ⼤阪 チーム  スクアドラ
136 1201709 川瀬 章史 ｶﾜｾ ｱｷﾌﾐ 愛知 DESTRA
137 0000251 佐々⽊ 健 ｻｻｷ ﾀｹｼ 愛知 天狗党
141 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
144 1700197 ⽔町 勝彦 ﾐｽﾞﾏﾁ ｶﾂﾋｺ 福岡 PARABOLAイワイシーガル
145 0001623 坂本 恵⼀ ｻｶﾓﾄ ｹｲｲﾁ ⼤阪 BC.ANELLO
147 1500813 堀⽥ 耕司 ﾎｯﾀ ｺｳｼﾞ 愛知 BREZZA-KAMIHAGI
148 1400047 菅⾕ 修 ｽｶﾞﾔ ｵｻﾑ 東京 MIVRO
150 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
152 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
153 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
154 0800557 ⻄川 昌宏 ﾆｼｶﾜ ﾏｻﾋﾛ ⼭⼝ ⼭⼝県⾃転⾞競技連盟・GRP
155 1000714 佐々⽊ 暖 ｻｻｷ ﾀﾞﾝ 奈良 EURO-WORKS Racing
156 1100076 ⾓⽥ 光隆 ｽﾐﾀﾞ ﾐﾂﾀｶ 奈良 EURO-WORKS Racing
159 1801013 榊原 航太 ｻｶｷﾊﾞﾗ ｺｳﾀ 神奈川 Racing CUBE
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【クラスタ︓E2  グレード︓T-2】 23名 2019.4.23

No JCF ID ⽒名 カナ 登録地 チーム名

202 1300697 中村 邦男 ﾅｶﾑﾗ ｸﾆｵ ⻑崎 ウィズラン
203 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
206 1500390 ⼩林 達也 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾂﾔ 広島 eNShare Cycling Team
207 0300357 ⼀⾊ 寛之 ｲｯｼｷ ﾋﾛﾕｷ 奈良 CIERVO NARA ELITE
210 1600345 重本 明彦 ｼｹﾞﾓﾄ ｱｷﾋｺ ⼭⼝ Team Kermis Cross
211 1400292 富永 将宇 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾏｻﾀｶ 広島 Team Kermis Cross
215 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
217 0900283 徳永 易丈 ﾄｸﾅｶﾞ ﾔｽﾀｹ 愛媛 チーム⼤永⼭
218 1801266 宮崎 泰史 ﾐﾔｻﾞｷ ﾀｲｼ 熊本 津末レーシング
220 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
221 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
224 1001247 ⼤村 英哉 ｵｵﾑﾗ ﾌｻﾔ 熊本 パープルモンキー
225 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
226 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
227 1601619 吉武 和則 ﾖｼﾀｹ ｶｽﾞﾉﾘ 福岡 PARABOLAイワイシーガル
230 1500347 川上 豪仁 ｶﾜｶﾐ ﾀｹﾋﾄ 福岡 VC福岡（エリート）
231 1101235 森 智⼤ ﾓﾘ ﾄﾓﾋﾛ 徳島 M.I.M
232 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
234 0801454 井上 無我 ｲﾉｳｴ ﾑｶﾞ ⼭⼝ ⼭⼝県⾃転⾞競技連盟・GRP
236 1700388 平井 貴志 ﾋﾗｲ ﾀｶｼ ⼭⼝ ⼭⼝県⾃転⾞競技連盟・GRP
237 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
239 0800054 湧川 将樹 ﾜｸｶﾞﾜ ﾏｻｷ ⼭⼝ ⼭⼝県⾃転⾞競技連盟・GRP
241 1800172 安⽥ 忠勲 ﾔｽﾀﾞ ﾀﾀﾞｲｻ 兵庫 Rapha Cycling Club
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【クラスタ︓E3  グレード︓T-3】 25名 2019.4.23

No JCF ID ⽒名 カナ 登録地 チーム名

301 1800187 井上 尚也 ｲﾉｳｴ ﾅｵﾔ 広島 Aki Rising Bicycle team
302 1700685 菅村 篤 ｽｶﾞﾑﾗ ｱﾂｼ 広島 Aki Rising Bicycle team
318 1602252 ⼭中 集平 ﾔﾏﾅｶ ｼｭｳﾍｲ 岡⼭ code 33
322 1602040 ⽜⼭ 恭⼀ ｳｼﾔﾏ ｷｮｳｲﾁ ⿅児島 セレクシオン南九州
324 1402338 ⽐良 和⺒ ﾋﾗ ｶｽﾞﾐ ⿅児島 セレクシオン南九州
325 1402141 新村 亮太 ｼﾝﾑﾗ ﾘｮｳﾀ ⼤阪 ZERO
326 1702002 早瀬 利宇 ﾊﾔｾ ﾘｭｳ 岐⾩ ZERO
332 1400290 坂井 誠⾂ ｻｶｲ ﾏｻｵﾐ 広島 Team Kermis Cross
334 1602048 ⻄岡 靖記 ﾆｼｵｶ ﾔｽｷ 広島 Team Kermis Cross
335 1703457 ⻄川 ⼤介 ﾆｼｶﾜ ﾀﾞｲｽｹ 広島 Team Kermis Cross
337 1700472 佐野 史和 ｻﾉ ﾌﾐｶｽﾞ 兵庫 Team ZERO UNO FRONTIER
338 1600808 ⽥中 典⾏ ﾀﾅｶ ﾉﾘﾕｷ 兵庫 Team ZERO UNO FRONTIER
344 1800379 古澤 卓哉 ﾌﾙｻﾜ ﾀｸﾔ 熊本 チームGINRIN熊本
346 1800405 藤岡 信太郎 ﾌｼﾞｵｶ ｼﾝﾀﾛｳ 岡⼭ Team Grandi Petit
348 1703422 ⼭⽥ 雅樹 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻｷ 北海道 Team Sciroco
352 1802537 本庄 義⼈ ﾎﾝｼｮｳ ﾖｼﾋﾄ 愛媛 チーム⼤永⼭
360 1700199 深堀 理 ﾌｶﾎﾘ ﾏｻﾙ 福岡 PARABOLAイワイシーガル
362 1500030 ⽥中 契 ﾀﾅｶ ﾋｻｼ ⼤阪 BC.ANELLO
364 1900089 ⽥中 良介 ﾀﾅｶ ﾘｮｳｽｹ 熊本 VC福岡（エリート）
366 1702062 ⾅井 ⼀雅 ｳｽｲ ｶｽﾞﾏｻ 栃⽊ Honda栃⽊ JET
367 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
369 1703110 杉野 翔⼀ ｽｷﾞﾉ ｼｮｳｲﾁ ⼭⼝ ⼭⼝県⾃転⾞競技連盟・GRP
370 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
371 1900078 中村 和広 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞﾋﾛ ⼭⼝ ⼭⼝県⾃転⾞競技連盟・GRP
374 1900247 寺本 達哉 ﾃﾗﾓﾄ ﾀﾂﾔ 京都 Rapha Cycling Club

【クラスタ︓F  グレード︓T-3】 7名 2019.4.23

No JCF ID ⽒名 カナ 登録地 チーム名

253 1700729 伊藤 優以 ｲﾄｳ ﾕｲ 兵庫 Team ZERO UNO FRONTIER
254 1802388 久⽊野 杏菜 ｸｷﾉ ｱﾝﾅ ⿅児島 TEAM YOU CAN
255 1602704 久⽊野 ⾐美 ｸｷﾉ ｴﾐ ⿅児島 TEAM YOU CAN
256 1801504 河⼿ 佐知⼦ ｶﾜﾃ ｻﾁｺ 岡⼭ Team Grandi Petit
257 1500022 安藤 奏⼦ ｱﾝﾄﾞｳ ｶﾅｺ ⼤阪 チーム  スクアドラ
258 1201916 ⽮野 智⼦ ﾔﾉ ﾄﾓｺ 京都 モジュマ エリアゼロナナゴ
259 1600347 中塚 祐佳 ﾅｶﾂｶ ﾕｶ ⼭⼝ ⼭⼝県⾃転⾞競技連盟・GRP
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