
【クラスタ︓E3-1組 グレード︓Cr-3】 56名 15:15スタート 2019/6/3

No JCF ID ⽒名 カナ 登録地 チーム名

501 1700601 川⽥ 翔太 ｶﾜﾀﾞ ｼｮｳﾀ 東京 AVENTURA AIKOH TOYO VICTORIA RACING
503 1901338 斎藤 健 ｻｲﾄｳ ﾀｹｼ 東京 atelierFLEUVE Racing
509 0900610 岩下 直貴 ｲﾜｼﾀ ﾅｵｷ ⻑野 イナーメ信濃⼭形-EFT
512 1703267 櫻澤 元彬 ｻｸﾗｻﾞﾜ ﾓﾄｱｷ 栃⽊ イナーメ信濃⼭形-EFT
517 1800101 ⼭崎 寧⼤ ﾔﾏｻﾞｷ ﾈｵ 茨城 ウィンディー筑波
525 1800673 仲 ⼤介 ﾅｶ ﾀﾞｲｽｹ 埼⽟ EXTENDED VAX SAYAMA
528 1900195 佐藤 睦 ｻﾄｳ ﾑﾂｷ 宮城 エルドラード東北
536 1900047 ⼩柳 俊夫 ｺﾔﾅｷﾞ ﾄｼｵ 千葉 Clichy Cycling Club
538 1803012 鍛治ヶ澤 光紀 ｶｼﾞｶﾞｻﾜ ﾐﾂﾉﾘ 群⾺ 群⾺グリフィンエリート
543 1800398 細⾕ 誠 ﾎｿﾔ ﾏｺﾄ 埼⽟ 彩北ツブラーゼ
547 9800130 鈴⽊ 良則 ｽｽﾞｷ ﾖｼﾉﾘ 東京 サンクスサイクルラボ
552 1300495 積⽥ 連 ﾂﾐﾀ ﾚﾝ 福島 SNEL CYCLOCROSS TEAM
554 1500664 ⽥邊 純也 ﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｭﾝﾔ 群⾺ SUBARU Cycling Team
556 1101595 藤澤 浩 ﾌｼﾞｻﾜ ﾋﾛｼ 栃⽊ SUBARU Cycling Team
558 0800041 ⼤⽯ 圭介 ｵｵｲｼ ｹｲｽｹ 静岡 SPADE・ACE
560 0801836 三上 恵仁 ﾐｶﾐ ﾔｽﾋﾄ 栃⽊ SPADE・ACE
562 0200113 ⽯川 紀隆 ｲｼｶﾜ ﾉﾘﾀｶ 東京 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ
570 1900278 荒尾 康平 ｱﾗｵ ｺｳﾍｲ ⼤阪 ZERO
574 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
576 1700702 峯岸 祐太 ﾐﾈｷﾞｼ ﾕｳﾀ 千葉 Team ⾃転⾞処 ⾵輪
578 1700751 ⼩⼭⽥ 亮 ｵﾔﾏﾀﾞ ﾘｮｳ 静岡 TEAM YOU CAN
583 1900035 ⽥上 建 ﾀｶﾞﾐ ﾀﾂﾙ 栃⽊ Team Ashiviva
586 1900101 宮本 真吾 ﾐﾔﾓﾄ ｼﾝｺﾞ 栃⽊ Team Ashiviva
588 1700692 藤本 怜 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾚｲ 千葉 TEAM GIRO 360
590 1900546 岡野 広樹 ｵｶﾉ ﾋﾛｷ 宮城 Team nacree
592 1900804 本間 康博 ﾎﾝﾏ ﾔｽﾋﾛ 宮城 Team nacree
595 1703508 飯⽥ 航 ｲｲﾀﾞ ﾜﾀﾙ 栃⽊ チームWADA
597 1703510 中⽥ 京志郎 ﾅｶﾀﾞ ｷｮｳｼﾛｳ 栃⽊ チームWADA
600 0500666 和⽥ 良太 ﾜﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 栃⽊ チームWADA
604 1900212 滝 祐介 ﾀｷ ﾕｳｽｹ 茨城 Defardi
606 1702091 ⼩⿊ 海世 ｵｸﾞﾛ ｶｲｾｲ 栃⽊ 栃⽊県⽴真岡⼯業⾼等学校⾃転⾞競技部
608 1901422 清⽔ ⼤地 ｼﾐｽﾞ ﾀﾞｲﾁ 栃⽊ 栃⽊県⽴真岡⼯業⾼等学校⾃転⾞競技部
610 1901421 髙⽥ 颯天 ﾀｶﾀﾞ ﾊﾔﾃ 栃⽊ 栃⽊県⽴真岡⼯業⾼等学校⾃転⾞競技部
612 1901571 野沢 昴⽮ ﾉｻﾞﾜ ｺｳﾔ 栃⽊ 栃⽊県⽴真岡⼯業⾼等学校⾃転⾞競技部
614 1901420 栁 颯太郎 ﾔﾅｷﾞ ｿｳﾀﾛｳ 栃⽊ 栃⽊県⽴真岡⼯業⾼等学校⾃転⾞競技部
617 1900331 ⼩林 達⼤ ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾂﾋﾛ 神奈川 TONY Racing
620 1900474 永井 光 ﾅｶﾞｲ ﾋｶﾙ 千葉 那須ハイランドパークレーシングチーム
623 1703219 塚越 ⼀⽣ ﾂｶｺﾞｼ ｲｯｾｲ 東京 なるしまフレンド
626 1502717 ⼤川 和哉 ｵｵｶﾜ ｶｽﾞﾔ 東京 パラティアムTOKYO
628 1502722 ⼭本 康雄 ﾔﾏﾓﾄ ﾔｽｵ 神奈川 パラティアムTOKYO
630 1401122 平澤 輝⼀ ﾋﾗｻﾜ ｷｲﾁ 静岡 フィッツ
632 1702990 中島 達雄 ﾅｶｼﾏ ﾀﾂｵ 東京 FORCE
634 1900244 鎌倉 武⼠ ｶﾏｸﾗ ﾀｹｼ 栃⽊ ブラウ・ブリッツェン
638 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
640 1602578 ⽔上 央渉 ﾐｽﾞｶﾐ ｶﾅﾙ 栃⽊ ブラウ・ブリッツェン
642 1601630 秋⽥ 圭佑 ｱｷﾀ ｹｲｽｹ 茨城 FLECHA
644 1700761 堀江 ⼀葉 ﾎﾘｴ ｶｽﾞﾊ 茨城 FLECHA
649 1702062 ⾅井 ⼀雅 ｳｽｲ ｶｽﾞﾏｻ 栃⽊ Honda栃⽊ JET
651 1800361 ⽥代 丈幸 ﾀｼﾛ ﾋﾛﾕｷ 栃⽊ Honda栃⽊ JET
657 1800058 ⽥中 裕⼤郎 ﾀﾅｶ ﾕｳﾀﾛｳ 東京 Rapha Cycling Club
662 1702903 ⾦⽥ 歩夢 ｶﾈﾀﾞ ｱﾕﾑ 埼⽟ LINKVISION GIRASOLE CYCLING
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665 1900339 南⽥ 昌輝 ﾐﾅﾐﾀﾞ ﾏｻｷ 東京 LINKVISION GIRASOLE CYCLING
668 9702882 吉池 司 ﾖｼｲｹ ﾂｶｻ 神奈川 Racing CUBE
670 1401253 ⼩川 泰征 ｵｶﾞﾜ ﾀｲｾｲ 埼⽟ Ｙʼｓ Ｒｏａｄ
672 1800350 ⿃⼭ 真 ﾄﾘﾔﾏ ｼﾝ 東京 Ｙʼｓ Ｒｏａｄ
674 1001625 ⼩野 太 ｵﾉ ﾌﾄｼ 栃⽊ OYAMA STARPLEX



【クラスタ︓E3-2組 グレード︓Cr-3】 56名 16:15スタート 2019/6/3

No JCF ID ⽒名 カナ 登録地 チーム名

502 1601247 辻野 ⻯輝 ﾂｼﾞﾉ ﾀﾂｷ 埼⽟ AutoBahnGotemba
508 1600736 ⽯⽥ 拓海 ｲｼﾀﾞ ﾀｸﾐ ⻑野 イナーメ信濃⼭形-EFT
510 1902077 ⽚寄 陸 ｶﾀﾖｾ ﾘｸ 福島 イナーメ信濃⼭形-EFT
515 1802776 川崎 隼輔 ｶﾜｻｷ ｼｭﾝｽｹ 千葉 ウィンディー筑波
519 1802573 荻⽥ 晴 ｵｷﾞﾀ ｾｲ 東京 VENTOS FRECCIA
527 1101796 ⻑島 好教 ﾅｶﾞｼﾏ ﾖｼﾉﾘ 栃⽊ FM730
529 1700323 坂本 恭平 ｻｶﾓﾄ ｷｮｳﾍｲ 徳島 ALL OUT reric
537 1501749 渡辺 智則 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓﾉﾘ 千葉 Clichy Cycling Club
542 1700697 ⾦井 優 ｶﾅｲ ﾕｳ 千葉 サイクルフリーダム・レーシング
544 1900204 宮本 博之 ﾐﾔﾓﾄ ﾋﾛﾕｷ 埼⽟ 彩北ツブラーゼ
550 1900271 池内 真治 ｲｹｳﾁ ｼﾝｼﾞ 埼⽟ シャークアイランド
553 0900900 中島 健次 ﾅｶｼﾞﾏ ｹﾝｼﾞ 東京 SNEL CYCLOCROSS TEAM
555 1702514 中澤 佳邦 ﾅｶｻﾞﾜ ﾖｼｸﾆ 栃⽊ SUBARU Cycling Team
557 1800409 ⽯⽥ 豊 ｲｼﾀﾞ ﾕﾀｶ 栃⽊ SPADE・ACE
559 1900012 ⽥中 智也 ﾀﾅｶ ﾄﾓﾔ 静岡 SPADE・ACE
561 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
568 0001649 福⼠ 達朗 ﾌｸｼ ﾀﾂﾛｳ 東京 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ
571 1402141 新村 亮太 ｼﾝﾑﾗ ﾘｮｳﾀ ⼤阪 ZERO
575 1501122 齋藤 宏樹 ｻｲﾄｳ ｺｳｷ 東京 Team ⾃転⾞処 ⾵輪
577 1600641 武野 泰明 ﾀｹﾉ ﾔｽｱｷ 神奈川 Team BFY Racing
582 1900100 柏 真輔 ｶｼﾜ ｼﾝｽｹ 栃⽊ Team Ashiviva
584 1900194 ⼿塚 純樹 ﾃﾂﾞｶ ｼﾞｭﾝｷ 栃⽊ Team Ashiviva
587 1702907 岡本 秀明 ｵｶﾓﾄ ﾋﾃﾞｱｷ 千葉 TEAM GIRO 360
589 1900545 緒⽅ 稔 ｵｶﾞﾀ ﾐﾉﾙ 宮城 Team nacree
591 1900524 佐藤 渉 ｻﾄｳ ﾜﾀﾙ 宮城 Team nacree
594 1700600 後藤 将之 ｺﾞﾄｳ ﾏｻﾕｷ 東京 Team FITTE
596 1703519 中嶋 秀成 ﾅｶｼﾞﾏ ﾋﾃﾞﾅﾘ 栃⽊ チームWADA
598 1900246 桝井 悠翔 ﾏｽｲ ﾕｳﾄ 栃⽊ チームWADA
603 1900112 曽我 啓⼀郎 ｿｶﾞ ｹｲｲﾁﾛｳ 神奈川 Defardi
605 1702089 ⽯川 ⿓我 ｲｼｶﾜ ﾘｮｳｶﾞ 栃⽊ 栃⽊県⽴真岡⼯業⾼等学校⾃転⾞競技部
607 1801451 北村 佳重 ｷﾀﾑﾗ ﾖｼﾉﾌﾞ 栃⽊ 栃⽊県⽴真岡⼯業⾼等学校⾃転⾞競技部
609 1901423 杉⼭ 陸 ｽｷﾞﾔﾏ ﾘｸ 栃⽊ 栃⽊県⽴真岡⼯業⾼等学校⾃転⾞競技部
611 1901419 塚原 翔⿓ ﾂｶﾊﾗ ｼｮｳﾘ 栃⽊ 栃⽊県⽴真岡⼯業⾼等学校⾃転⾞競技部
613 1801452 原⽥ ⾶翔 ﾊﾗﾀﾞ ﾂﾊﾞｻ 栃⽊ 栃⽊県⽴真岡⼯業⾼等学校⾃転⾞競技部
616 1900114 清親 佑太 ｷﾖﾁｶ ﾕｳﾀ 神奈川 TONY Racing
618 1800433 傳⽥ 聖也 ﾃﾞﾝﾀﾞ ｾｲﾔ 神奈川 TONY Racing
621 1900210 岩本 直樹 ｲﾜﾓﾄ ﾅｵｷ 栃⽊ NAMAZU PLUS TOCHIGI
625 1803030 松本 陸 ﾏﾂﾓﾄ ﾘｸ 神奈川 HAMMER!!BROS
627 1501933 杉本 直樹 ｽｷﾞﾓﾄ ﾅｵｷ 群⾺ パラティアムTOKYO
629 1902060 細⽥ 素弘 ﾎｿﾀﾞ ﾓﾄﾋﾛ 東京 FAST LANE Racing
631 1900334 内⼭ ⼤輔 ｳﾁﾔﾏ ﾀﾞｲｽｹ 神奈川 FORCE
633 1900193 ⻘井 誠也 ｱｵｲ ｾｲﾔ 栃⽊ ブラウ・ブリッツェン
637 1900192 猿⼭ 英⽣ ｻﾙﾔﾏ ﾋﾃﾞｵ 栃⽊ ブラウ・ブリッツェン
639 1900282 廣⽊ 峻平 ﾋﾛｷ ｼｭﾝﾍﾟｲ 栃⽊ ブラウ・ブリッツェン
641 1800264 村井 佑圭 ﾑﾗｲ ﾕｳｷ 栃⽊ ブラウ・ブリッツェン
643 1900153 萩⾕ 蒼⾵ ﾊｷﾞﾔ ｿﾗ 茨城 FLECHA
645 1701093 村松 息吹 ﾑﾗﾏﾂ ｲﾌﾞｷ 茨城 FLECHA
650 1900657 ⾼橋 健 ﾀｶﾊｼ ｹﾝ 栃⽊ Honda栃⽊ JET
653 1801675 ⾼橋 明 ﾀｶﾊｼ ｱｷﾗ 神奈川 横浜⾼校⾃転⾞競技部
660 9700528 横⽥ 正美 ﾖｺﾀ ﾏｻﾐ 栃⽊ リベルタスTOCHIGI BICYCLE CLUB
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664 1702967 中村 元紀 ﾅｶﾑﾗ ﾓﾄｷ 埼⽟ LINKVISION GIRASOLE CYCLING
667 1402273 ⾼⽊ 俊輔 ﾀｶｷﾞ ｼｭﾝｽｹ 神奈川 Racing CUBE
669 1402095 井上 佳紀 ｲﾉｳｴ ﾖｼｷ 東京 Ｙʼｓ Ｒｏａｄ
671 1200109 ⽥中 伸也 ﾀﾅｶ ｼﾝﾔ 埼⽟ Ｙʼｓ Ｒｏａｄ
673 1800194 中島 ⼤季 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀﾞｲｷ 埼⽟ Ｙʼｓ Ｒｏａｄ
675 1500425 ⼭⽥ 哲也 ﾔﾏﾀﾞ ﾃﾂﾔ 栃⽊ OYAMA STARPLEX


