
【クラスタ︓E2-1組  グレード︓Cr-2】 26名 9:30スタート 2019/8/19

No JCF ID ⽒名 カナ 登録地 チーム名

401 1801296 三宅 太⽣ ﾐﾔｹ ﾀｲｾｲ 茨城 AVENTURA AIKOH TOYO VICTORIA RACING
403 1800210 松尾 遊 ﾏﾂｵ ﾕｳ 東京 イナーメ信濃⼭形-EFT
405 1800452 ⾈⼭ 祥弘 ﾌﾅﾔﾏ ﾖｼﾋﾛ 東京 A-Pad CYCLING TEAM
407 1001701 ⾼橋 翔 ﾀｶﾊｼ ｼｮｳ 栃⽊ エルニーニョ・ケンポク
409 0900514 前地 直記 ﾏｴｼﾞ ﾅｵｷ 千葉 オッティモ・JMSDF下総
411 1600681 蒲⼭ 裕起 ｶﾊﾞﾔﾏ ﾕｳｷ 千葉 サイクルフリーダム・レーシング
413 1800063 佐々⽊ 友輔 ｻｻｷ ﾕｳｽｹ 千葉 サイクルフリーダム・レーシング
415 1800330 宮本 ⼀輝 ﾐﾔﾓﾄ ｶｽﾞｷ 千葉 サイクルフリーダム・レーシング
417 1800390 ⽯橋 涼⼤ ｲｼﾊﾞｼ ﾘｮｳﾀ 千葉 サンクスサイクルラボ
419 1000261 ⼩川 克広 ｵｶﾞﾜ ﾖｼﾋﾛ 栃⽊ じてんしゃの杜
421 1700492 柴野 剛永 ｼﾊﾞﾉ ﾀｶﾉﾘ 埼⽟ シャークアイランド
423 1200070 阿部 直英 ｱﾍﾞ ﾅｵﾋﾃﾞ 神奈川 ⽵芝サイクルレーシング
425 0101229 井上 裕太郎 ｲﾉｳｴ ﾕｳﾀﾛｳ 神奈川 TONY Racing
427 1402369 上原 嗣則 ｳｴﾊﾗ ﾂｸﾞﾉﾘ 東京 なるしまフレンド
429 1400433 近藤 聡 ｺﾝﾄﾞｳ ｻﾄｼ 東京 なるしまフレンド
431 1600258 永井 信義 ﾅｶﾞｲ ﾉﾌﾞﾖｼ 東京 なるしまフレンド
433 1602676 原⽥ 敬⽂ ﾊﾗﾀﾞ ﾀｶﾌﾐ ⼭⼝ Pinazou Test Team
435 1200080 加藤 周作 ｶﾄｳ ｼｭｳｻｸ 神奈川 FAST LANE Racing
437 1703528 鈴⽊ ⼀磨 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾏ 神奈川 フィッツ
439 1800055 増⽥ 壮真 ﾏｽﾀﾞ ｿｳﾏ 茨城 ブラウ・ブリッツェン
441 1800282 三橋 隼⼈ ﾐﾂﾊｼ ﾊﾔﾄ 栃⽊ Honda栃⽊ JET
443 0600125 岡野 賢司 ｵｶﾉ ｹﾝｼﾞ 栃⽊ リベルタスTOCHIGI BICYCLE CLUB
445 0901763 ⾼橋 誠 ﾀｶﾊｼ ﾏｺﾄ 埼⽟ Roppongi Express
447 1101583 ⾦井 光春 ｶﾅｲ ﾐﾂﾊﾙ 東京 Ｙʼｓ Ｒｏａｄ
449 1000017 村松 太陽 ﾑﾗﾏﾂ ﾀｲﾖｳ 千葉 Ｙʼｓ Ｒｏａｄ
451 1702900 松永 伸⼀ ﾏﾂﾅｶﾞ ｼﾝｲﾁ 千葉 湾岸サイクリング・ユナイテッド

【クラスタ︓E2-2組  グレード︓Cr-2】 26名 10:30スタート 2019/8/19

No JCF ID ⽒名 カナ 登録地 チーム名

402 1700588 ⽥島 誠 ﾀｼﾞﾏ ﾏｺﾄ 東京 あらかわZoo Racing
404 1802984 ⼩貫 耕平 ｵﾇｷ ｺｳﾍｲ 東京 VENTOS FRECCIA
406 9701343 向⼭ 浩司 ﾑｺｳﾔﾏ ｺｳｼﾞ 東京 A-Pad CYCLING TEAM
408 1600469 泉⼭ 淳 ｲｽﾞﾐﾔﾏ ｱﾂｼ 千葉 オッティモ・JMSDF下総
410 1500327 家崎 隆 ｲｴｻﾞｷ ﾀｶｼ 千葉 サイクルフリーダム・レーシング
412 1900428 酒井 凛 ｻｶｲ ﾘﾝ 千葉 サイクルフリーダム・レーシング
414 1703104 東 勝哉 ﾋｶﾞｼ ｶﾂﾔ 千葉 サイクルフリーダム・レーシング
416 1602630 ⽯塚 優太 ｲｼﾂﾞｶ ﾕｳﾀ 埼⽟ 彩北ツブラーゼ
418 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
420 1800396 坂本 裕輔 ｻｶﾓﾄ ﾕｳｽｹ 埼⽟ シャークアイランド
422 1600766 浜⼝ 太志 ﾊﾏｸﾞﾁ ﾀｶﾕｷ 千葉 セオレーシング
424 1900545 緒⽅ 稔 ｵｶﾞﾀ ﾐﾉﾙ 宮城 Team nacree
426 1301090 真保 雅俊 ｼﾝﾎﾟ ﾏｻﾄｼ 神奈川 那須ハイランドパークレーシングチーム
428 1400135 川島 健⼈ ｶﾜｼﾏ ｹﾝﾄ 東京 なるしまフレンド
430 1600247 ⽵花 和浩 ﾀｹﾊﾅ ｶｽﾞﾋﾛ 東京 なるしまフレンド
432 1502790 村上 淳 ﾑﾗｶﾐ ｽﾅｵ 東京 なるしまフレンド
434 1700612 ⽥中 兼太郎 ﾀﾅｶ ｹﾝﾀﾛｳ 東京 VIVA☆ZAPPEI極
436 0701060 増⽥ 輝之 ﾏｽﾀﾞ ﾃﾙﾕｷ 千葉 FAST LANE Racing
438 1800125 ⻑島 慧明 ﾅｶﾞｼﾏ ｻﾄｱｷ 栃⽊ ブラウ・ブリッツェン
440 1500415 島⽴ 孫⾏ ｼﾏﾀﾞﾃ ﾏｺﾞﾕｷ 栃⽊ Honda栃⽊ JET
442 1800065 宮本 浩志 ﾐﾔﾓﾄ ﾋﾛｼ 東京 Rapha Cycling Club
444 1400244 福野 純⼀ ﾌｸﾉ ｼﾞｭﾝｲﾁ 栃⽊ リベルタスTOCHIGI BICYCLE CLUB
446 1800472 相原 武 ｱｲﾊﾗ ﾀｹｼ 埼⽟ Ｙʼｓ Ｒｏａｄ
448 1800748 増⽥ 佑哉 ﾏｽﾀﾞ ﾕｳﾔ 埼⽟ Ｙʼｓ Ｒｏａｄ
450 1301739 福⼭ 碧⽃ ﾌｸﾔﾏ ｱｵﾄ 東京 湾岸サイクリング・ユナイテッド
452 1700702 峯岸 祐太 ﾐﾈｷﾞｼ ﾕｳﾀ 千葉 Team ⾃転⾞処 ⾵輪
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【クラスタ︓E3-1組  グレード︓Cr-3】 26名 13:40スタート 2019/8/19

No JCF ID ⽒名 カナ 登録地 チーム名

501 0900610 岩下 直貴 ｲﾜｼﾀ ﾅｵｷ ⻑野 イナーメ信濃⼭形-EFT
503 1501576 平林 武流 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾀｹﾙ ⻑野 イナーメ信濃⼭形-EFT
506 1703441 塩野 淳平 ｼｵﾉ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 東京 VENTOS FRECCIA
509 1802928 ⽞蕃 充 ｹﾞﾝﾊﾞ ﾐﾂﾙ 東京 A-Pad CYCLING TEAM
512 1800079 相原 良⼀ ｱｲﾊﾗ ﾘｮｳｲﾁ 千葉 オッティモ・JMSDF下総
514 1901044 熊⽊ 裕紀 ｸﾏｷ ﾋﾛｶｽﾞ 栃⽊ Horizonte Amateur Cycling Team
516 1900322 野⼝ 崇 ﾉｸﾞﾁ ﾀｶｼ 東京 CROWN ROAD
518 1900047 ⼩柳 俊夫 ｺﾔﾅｷﾞ ﾄｼｵ 千葉 Clichy Cycling Club
521 1700430 武⽥ 博司 ﾀｹﾀﾞ ﾋﾛｼ 千葉 サイクルフリーダム・レーシング
524 0800776 照屋 貴⼰ ﾃﾙﾔ ｱﾂｷ 東京 サンクスサイクルラボ
526 1900086 島⼝ 絢伍 ｼﾏｸﾞﾁ ｹﾝｺﾞ 静岡 Squadra di LAVORANTE
528 0900900 中島 健次 ﾅｶｼﾞﾏ ｹﾝｼﾞ 東京 SNEL CYCLOCROSS TEAM
530 9901056 宮本 学 ﾐﾔﾓﾄ ﾏﾅﾌﾞ 千葉 セオレーシング
533 1700692 藤本 怜 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾚｲ 千葉 TEAM GIRO 360
536 1703523 宮崎 直樹 ﾐﾔｻﾞｷ ﾅｵｷ 栃⽊ チームWADA
539 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
541 1900365 ⼭⽥ ⻯輔 ﾔﾏﾀﾞ ﾘｭｳｽｹ 東京 なるしまフレンド
543 1501933 杉本 直樹 ｽｷﾞﾓﾄ ﾅｵｷ 群⾺ パラティアムTOKYO
548 1900244 鎌倉 武⼠ ｶﾏｸﾗ ﾀｹｼ 栃⽊ ブラウ・ブリッツェン
550 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
552 1800264 村井 佑圭 ﾑﾗｲ ﾕｳｷ 栃⽊ ブラウ・ブリッツェン
554 1800361 ⽥代 丈幸 ﾀｼﾛ ﾋﾛﾕｷ 栃⽊ Honda栃⽊ JET
558 1802100 藤野 英志 ﾌｼﾞﾉ ｴｲｼ 神奈川 横浜⾼校⾃転⾞競技部
560 9700528 横⽥ 正美 ﾖｺﾀ ﾏｻﾐ 栃⽊ リベルタスTOCHIGI BICYCLE CLUB
563 1802698 永淵 陸 ﾅｶﾞﾌﾞﾁ ﾘｸ 千葉 AutoBahnGotemba
565 1600008 ⾼⼭ 秀樹 ﾀｶﾔﾏ ﾋﾃﾞｷ ⼤阪 MUUR

【クラスタ︓E3-2組  グレード︓Cr-3】 25名 14:40スタート 2019/8/19

No JCF ID ⽒名 カナ 登録地 チーム名

502 1602140 ⼩林 昂⼼ ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳｼﾝ 神奈川 イナーメ信濃⼭形-EFT
505 1802573 荻⽥ 晴 ｵｷﾞﾀ ｾｲ 東京 VENTOS FRECCIA
507 1901380 村上 翔⾺ ﾑﾗｶﾐ ｼｮｳﾏ 神奈川 VENTOS FRECCIA
511 1800673 仲 ⼤介 ﾅｶ ﾀﾞｲｽｹ 埼⽟ EXTENDED VAX SAYAMA
513 1802620 唐澤 ⼀瑠 ｶﾗｻﾜ ｲﾁﾙ 群⾺ Horizonte Amateur Cycling Team
515 1802380 室賀 貴仁 ﾑﾛｶﾞ ﾀｶﾋﾄ 栃⽊ Horizonte Amateur Cycling Team
517 1900323 原 幹⼈ ﾊﾗ ﾐｷﾄ 東京 CROWN ROAD
519 1501749 渡辺 智則 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓﾉﾘ 千葉 Clichy Cycling Club
523 1800303 郷間 ⼤輔 ｺﾞｳﾏ ﾀﾞｲｽｹ 東京 サンクスサイクルラボ
525 1700490 齋藤 和正 ｻｲﾄｳ ｶｽﾞﾏｻ 埼⽟ シャークアイランド
527 0300860 鈴⽊ 禄徳 ｽｽﾞｷ ﾖｼﾉﾘ 千葉 SNEL CYCLOCROSS TEAM
529 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
532 1600641 武野 泰明 ﾀｹﾉ ﾔｽｱｷ 神奈川 Team BFY Racing
534 1900468 林⽥ 瑛⼼ ﾊﾔｼﾀﾞ ｴｲｼﾝ 宮城 Team nacree
537 1703336 飯塚 和弘 ｲｲﾂﾞｶ ｶｽﾞﾋﾛ 埼⽟ チバポンズ
540 1703219 塚越 ⼀⽣ ﾂｶｺﾞｼ ｲｯｾｲ 東京 なるしまフレンド
542 1803030 松本 陸 ﾏﾂﾓﾄ ﾘｸ 神奈川 HAMMER!!BROS
546 1800657 梅崎 匠平 ｳﾒｻﾞﾜ ｼｮｳﾍｲ 神奈川 フィッツ
549 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
551 1602578 ⽔上 央渉 ﾐｽﾞｶﾐ ｶﾅﾙ 栃⽊ ブラウ・ブリッツェン
553 1800471 佐々⽊ 啄⼈ ｻｻｷ ﾀｸﾄ 宮城 ボンシャンス
557 1902123 東 厚希 ﾋｶﾞｼ ｱﾂｷ 神奈川 横浜⾼校⾃転⾞競技部
559 1902096 皆川 晃法 ﾐﾅｶﾞﾜ ｱｷﾉﾘ 東京 Rapha Cycling Club
561 1401253 ⼩川 泰征 ｵｶﾞﾜ ﾀｲｾｲ 埼⽟ Ｙʼｓ Ｒｏａｄ
564 1900112 曽我 啓⼀郎 ｿｶﾞ ｹｲｲﾁﾛｳ 神奈川 Defardi
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