
【クラスタ︓P1  グレード︓ブロンズ】 88名 2019/9/17

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 ｽｽﾞｷ 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
21 4655945 フランシスコ マンセボ ﾌﾗﾝｼｽｺ ﾏﾝｾﾎﾞ スペイン マトリックスパワータグ
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
24 1500367 アイラン フェルナンデス ｱｲﾗﾝ ﾌｪﾙﾅﾝﾃﾞｽ 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
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
63 0801011 ⽯橋 学 ｲｼﾊﾞｼ ﾏﾅﾌﾞ ⻘森 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
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
83 1100580 樋⼝ 峻明 ﾋｸﾞﾁ ﾀｶｱｷ 神奈川 那須ブラーゼン
84 1301587 柴⽥ 雅之 ｼﾊﾞﾀ ﾏｻﾕｷ 京都 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
86 1300365 ⼩野寺 慶 ｵﾉﾃﾞﾗ ｹｲ 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
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
131 1502777 ⽣⽥⽬ 修 ﾅﾏﾀﾒ ｵｻﾑ 栃⽊ イナーメ信濃⼭形
132 1000725 ポール ソールズベリー ﾎﾟｰﾙ ｿｰﾙｽﾞﾍﾞﾘｰ 東京 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
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
162 0601352 織⽥ 聖 ｵﾀﾞ ﾋｼﾞﾘ 埼⽟ 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
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
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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
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
227 1100483 若杉 圭祐 ﾜｶｽｷﾞ ｹｲｽｹ 愛知 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
230 9702852 藤⽥ 勉 ﾌｼﾞﾀ ﾂﾄﾑ 東京 FIETS GROEN ⽇本ロボティクス
232 1502783 宇賀 隆貴 ｳｶﾞ ﾘｭｳｷ 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
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
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
268 1301663 ⽯原 悠希 ｲｼﾊﾗ ﾕｳｷ 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
285 1500427 松井 敏⽂ ﾏﾂｲ ﾄｼﾌﾐ 埼⽟ なるしまフレンド レーシングチーム
287 0200172 平林 昌樹 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾏｻｷ 神奈川 なるしまフレンド レーシングチーム
301 1400279 宇⽥川 陽平 ｳﾀﾞｶﾞﾜ ﾖｳﾍｲ 千葉 群⾺グリフィン
302 1600445 平塚 佑亮 ﾋﾗﾂｶ ﾕｳｽｹ 栃⽊ 群⾺グリフィン
303 1401959 佐藤 遼 ｻﾄｳ ﾘｮｳ 東京 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
305 1700565 本⽥ 将⽮ ﾎﾝﾀﾞ ﾏｻﾔ 栃⽊ 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
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
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
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【クラスタ︓E1  グレード︓H】 71名 2019/9/17

No JCF ID ⽒名 カナ 登録地 チーム名

603 0701310 管 洋介 ｽｶﾞ ﾖｳｽｹ 茨城 AVENTURA AIKOH TOYO VICTORIA RACING
604 1700690 村⼭ 悠平 ﾑﾗﾔﾏ ﾕｳﾍｲ 千葉 AVENTURA AIKOH TOYO VICTORIA RACING
606 1301736 ⻑⾕川 武敏 ﾊｾｶﾞﾜ ﾀｹﾄｼ ⻑野 ACQUA TAMA
607 0100833 船⼭ 崇 ﾌﾅﾔﾏ ﾀｶｼ 東京 ACQUA TAMA
608 9702875 ⼭⼝ 博久 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛﾋｻ 東京 ACQUA TAMA
609 1200140 海保 洋平 ｶｲﾎ ﾖｳﾍｲ 千葉 AQULS内房レーシング
610 1200130 ⼩林 貴⼤ ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶﾋﾛ 千葉 AQULS内房レーシング
614 0400076 中井 光博 ﾅｶｲ ﾐﾂﾋﾛ 岐⾩ イナーメ信濃⼭形-EFT
615 1300056 ⽐護 任 ﾋｺﾞ ｱﾀﾙ ⼤阪 イナーメ信濃⼭形-EFT
617 1200649 野⼝ 岳志 ﾉｸﾞﾁ ﾀｹｼ ⻑野 VCMS GRIDE
618 1502190 齋藤 寛太 ｻｲﾄｳ ｶﾝﾀ 茨城 ウィンディー筑波
619 9700734 井上 登⼠哉 ｲﾉｳｴ ﾄｼﾔ 愛媛 VC VELOCE
620 1201718 ⾦⼦ 陽⼀ ｶﾈｺ ﾖｳｲﾁ ⼤阪 VC VELOCE
622 9700200 梶⽊ 恒介 ｶｼﾞｷ ｺｳｽｹ 宮城 eNShare Cycling Team
624 1802568 原⽥ 将⼈ ﾊﾗﾀﾞ ﾏｻﾄ 兵庫 ALL OUT reric
625 0301731 ⾦⽥ ⼀ ｶﾈﾀﾞ ﾊｼﾞﾒ 茨城 OYAMA STARPLEX
626 1500423 ⽚桐 真⼀ ｶﾀｷﾞﾘ ｼﾝｲﾁ 群⾺ Horizonte Amateur Cycling Team
627 0900227 鮎澤 誠治 ｱｲｻﾞﾜ ｾｲｼﾞ ⻑野 カンクリサイクリングチーム
629 0200198 村⽥ 隆 ﾑﾗﾀ ﾀｶｼ ⻑野 カンクリサイクリングチーム
631 1600308 ⼤内 淳司 ｵｵｳﾁ ｱﾂｼ 茨城 GROWING Racing Team
632 1600449 柴沼 ⽞⼈ ｼﾊﾞﾇﾏ ｹﾞﾝﾄ 茨城 GROWING Racing Team
633 9900113 ⾼橋 利明 ﾀｶﾊｼ ﾄｼｱｷ 茨城 GROWING Racing Team
634 1502415 古⾕ 寛世 ﾌﾙﾔ ｶﾝｾｲ 茨城 GROWING Racing Team
637 1200536 ⼩⼝ 慎雄 ｺｸﾞﾁ ﾐﾂｵ 東京 航空電⼦⾃転⾞競技部
639 1600750 阿部 直幸 ｱﾍﾞ ﾅｵﾕｷ 神奈川 サイクルフリーダム・レーシング
640 1500324 佐野 勇⼈ ｻﾉ ﾊﾔﾄ 千葉 サイクルフリーダム・レーシング
642 0901458 尾形 尚紀 ｵｶﾞﾀ ﾅｵｷ 埼⽟ サイタマサイクルプロジェクト
644 1500593 奈良 祥吾 ﾅﾗ ｼｮｳｺﾞ 埼⽟ サイタマサイクルプロジェクト
645 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
647 1800163 若⽉ 隆真 ﾜｶﾂｷ ﾀｸﾏ 埼⽟ 彩北ツブラーゼ
648 1700502 鷲野 向⼀ ﾜｼﾉ ｺｳｲﾁ 埼⽟ 彩北ツブラーゼ
649 1701155 ⼾塚 裕⼀ ﾄﾂｶ ﾕｳｲﾁ 群⾺ COW GUMMA
650 1000280 桑⼭ 和也 ｸﾜﾔﾏ ｶｽﾞﾔ ⼤阪 シマノドリンキング
652 1602486 瀬⽥ 昌彦 ｾﾀ ﾏｻﾋｺ 埼⽟ シャークアイランド
653 1500114 ⽥⼝ 紀昭 ﾀｸﾞﾁ ﾉﾘｱｷ 埼⽟ シャークアイランド
655 0400882 加賀 ⿓治 ｶｶﾞ ﾘｭｳｼﾞ 広島 SUBARU Cycling Team
656 1500665 ⽊村 盛義 ｷﾑﾗ ﾓﾘﾖｼ 群⾺ SUBARU Cycling Team
657 1300295 ⼩林 成輔 ｺﾊﾞﾔｼ ｾｲｽｹ 東京 SUBARU Cycling Team
658 0400358 鈴⽊ ⼤忠 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾀﾀﾞ 群⾺ SUBARU Cycling Team
659 9901846 ⼤倉 健⼀ ｵｵｸﾗ ｹﾝｲﾁ 東京 セオレーシング
660 1301936 野中 秀樹 ﾉﾅｶ ﾋﾃﾞｷ 東京 セオレーシング
661 1502700 塚本 隼 ﾂｶﾓﾄ ﾊﾔﾄ ⼤阪 ZERO
662 1802143 坂⼝ 裕芳 ｻｶｸﾞﾁ ﾋﾛﾖｼ 兵庫 soleil de lest
663 0600618 飯沼 誠憲 ｲｲﾇﾏ ﾏｻﾉﾘ 東京 Team CUORE
664 1200538 平賀 康⼀ ﾋﾗｶﾞ ｺｳｲﾁ 東京 Team CUORE
665 1700273 齋藤 健太朗 ｻｲﾄｳ ｹﾝﾀﾛｳ 神奈川 チーム・ウォークライド
666 9702201 ⼭根 理史 ﾔﾏﾈ ﾏｻﾌﾐ 島根 チーム・ウォークライド
668 1400631 中井 雄策 ﾅｶｲ ﾕｳｻｸ 群⾺ TRC PANAMAREDS
670 1301464 中村 潤 ﾅｶﾑﾗ ｼﾞｭﾝ 東京 docomo RT
671 1602287 新開 隆⼈ ｼﾝｶｲ ﾘｭｳｼﾞ 兵庫 那須ハイランドパークレーシングチーム
672 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
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674 1101882 ⻘⼭ ⾼⼠ ｱｵﾔﾏ ﾀｶﾋﾄ 宮城 ハヤサカサイクルレーシングチーム
675 1402116 ⽊村 豊 ｷﾑﾗ ﾕﾀｶ 宮城 ハヤサカサイクルレーシングチーム
676 1602258 ⻫藤 侑⽣ ｻｲﾄｳ ﾕｳｷ 宮城 ハヤサカサイクルレーシングチーム
677 1500560 舘岡 賢弥 ﾀﾃｵｶ ﾀｶﾋﾛ 茨城 ハヤサカサイクルレーシングチーム
678 1000400 ⼩林 秀雄 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞｵ 東京 FAST LANE Racing
680 1000071 古屋 穂⾼ ﾌﾙﾔ ﾎﾀﾞｶ 神奈川 FAST LANE Racing
681 1800462 佐々⽊ 遼 ｻｻｷ ﾘｮｳ 神奈川 PHANTOM 湘南
682 1100350 加納 篤 ｶﾉｳ ｱﾂｼ 栃⽊ VC福岡（エリート）
686 1500192 ⽩井 真⼈ ｼﾗｲ ﾏｻﾄ 東京 FORCE
687 1300264 中川 祐輝 ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳｷ 東京 FORCE
689 1700556 浅野 涼太 ｱｻﾉ ﾘｮｳﾀ 栃⽊ ブラウ・ブリッツェン
690 1602084 海藤 颯 ｶｲﾄﾞｳ ﾊﾔﾃ 栃⽊ ブラウ・ブリッツェン
691 1600451 ⽊村 紀仁 ｷﾑﾗ ﾉﾘﾋﾄ 茨城 ブラウ・ブリッツェン
692 1800308 鈴⽊ 道也 ｽｽﾞｷ ﾐﾁﾔ 栃⽊ ブラウ・ブリッツェン
693 1400772 宮⽥ 琢視 ﾐﾔﾀ ﾀｸﾐ 栃⽊ ブラウ・ブリッツェン
694 1001579 若林 幹夫 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾐｷｵ 栃⽊ ブラウ・ブリッツェン
698 1502775 古川 裕真 ﾌﾙｶﾜ ﾕｳﾏ 静岡 ボンシャンス
700 1300346 河合 貴明 ｶﾜｲ ﾀｶｱｷ 栃⽊ Honda栃⽊ JET
702 1400047 菅⾕ 修 ｽｶﾞﾔ ｵｻﾑ 東京 MIVRO
704 1500648 福吉 紳悟 ﾌｸﾖｼ ｼﾝｺﾞ 神奈川 YOKOSUKA UNO RACING
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【クラスタ︓E2  グレード︓H-2】 61名 2019/9/17

No JCF ID ⽒名 カナ 登録地 チーム名

801 1400425 相場 康雄 ｱｲﾊﾞ ﾔｽｵ 東京 AVENTURA AIKOH TOYO VICTORIA RACING
802 9900092 後藤 輝朗 ｺﾞﾄｳ ﾃﾙｱｷ 千葉 AQULS内房レーシング
803 1800038 伊奈 孝浩 ｲﾅ ﾀｶﾋﾛ 愛知 イナーメ信濃⼭形-EFT
804 1702116 ⼩林 樹⽣ ｺﾊﾞﾔｼ ｲﾂｷ 静岡 イナーメ信濃⼭形-EFT
805 1902071 佐藤 拓海 ｻﾄｳ ﾀｸﾐ 千葉 イナーメ信濃⼭形-EFT
806 1300559 柴⽥ 直樹 ｼﾊﾞﾀ ﾅｵｷ ⻑野 イナーメ信濃⼭形-EFT
807 1700031 中治 綱太 ﾅｶｼﾞ ｺｳﾀ ⼤阪 イナーメ信濃⼭形-EFT
808 1300541 村⽥ 哲寛 ﾑﾗﾀ ﾃﾂﾋﾛ ⽯川 イナーメ信濃⼭形-EFT
809 1602690 吉江 元 ﾖｼｴ ﾊｼﾞﾒ 茨城 イナーメ信濃⼭形-EFT
810 1400617 ⼤内 明寿 ｵｵｳﾁ ｱｷﾄｼ 茨城 WE LOVE O2
811 1702724 ⾼橋 勇⼆ ﾀｶﾊｼ ﾕｳｼﾞ 栃⽊ ウィンディー筑波
812 1000512 佐井 輝久 ｻｲ ﾃﾙﾋｻ 京都 VC VELOCE
813 1101515 平⽥ 匡史 ﾋﾗﾀ ﾏｻｼ ⼤阪 VC VELOCE
814 0601123 斎藤 光⼀ ｻｲﾄｳ ｺｳｲﾁ 茨城 F(t)麒麟⼭ Racing
815 1301405 本⽥ ⻯介 ﾎﾝﾀﾞ ﾘｭｳｽｹ 新潟 F(t)麒麟⼭ Racing
816 1800272 彦久保 優紀 ﾋｺｸﾎﾞ ﾕｳｷ 神奈川 MGM GROMA RACING TEAM
817 1500511 北浦 暁 ｷﾀｳﾗ ｱｷﾗ 宮城 エルドラード東北
818 1802270 清⽔ 嘉⼈ ｼﾐｽﾞ ﾖｼﾄ 兵庫 eNShare Cycling Team
819 1800079 相原 良⼀ ｱｲﾊﾗ ﾘｮｳｲﾁ 千葉 オッティモ・JMSDF下総
820 1700532 藤家 広⼤ ﾄｳｹｳ ｺｳﾀﾞｲ 栃⽊ OYAMA STARPLEX
821 1600765 永⽥ 豪 ﾅｶﾞﾀ ｺﾞｳ 千葉 Clichy Cycling Club
822 9702810 ⾼梨 真幸⼈ ﾀｶﾅｼ ﾏｺﾄ 茨城 GROWING Racing Team
823 1400139 ⽊下 翔平 ｷﾉｼﾀ ｼｮｳﾍｲ 埼⽟ コムリン 
824 1500222 ⻫藤 茂 ｻｲﾄｳ ｼｹﾞﾙ 東京 コムリン 
825 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
826 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
827 1602630 ⽯塚 優太 ｲｼﾂﾞｶ ﾕｳﾀ 埼⽟ 彩北ツブラーゼ
828 1900271 池内 真治 ｲｹｳﾁ ｼﾝｼﾞ 埼⽟ シャークアイランド
829 1800396 坂本 裕輔 ｻｶﾓﾄ ﾕｳｽｹ 埼⽟ シャークアイランド
830 1700492 柴野 剛永 ｼﾊﾞﾉ ﾀｶﾉﾘ 埼⽟ シャークアイランド
831 1200352 清野 淳 ｾｲﾉ ｱﾂｼ 群⾺ SUBARU Cycling Team
832 1300141 東 健司 ﾋｶﾞｼ ｹﾝｼﾞ 神奈川 ⽵芝サイクルレーシング
833 1400805 忍⽥ 基明 ｵｼﾀﾞ ﾓﾄｱｷ 東京 Team CUORE
834 1500198 國定 洋光 ｸﾆｻﾀﾞ ﾋﾛﾐﾂ 東京 Team CUORE
835 1400174 ⽯川 靖洋 ｲｼｶﾜ ﾔｽﾋﾛ 神奈川 チーム・ウォークライド
836 0500321 江⾒ 之広 ｴﾐ ﾕｷﾋﾛ 東京 チーム オーベスト
837 1900545 緒⽅ 稔 ｵｶﾞﾀ ﾐﾉﾙ 宮城 Team nacree
838 1502785 渡辺 耶⽃ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾔﾄ 東京 Team FITTE
839 1300368 関⼝ 秀正 ｾｷｸﾞﾁ ﾋﾃﾞﾏｻ 栃⽊ チバポンズ
840 1900483 棈⽊ 関⼆ ｱﾍﾞｷ ｶﾝｼﾞ 神奈川 Champion System Japan Test Team
841 1800097 ⽟仙 健⼀ ｷﾞｮｸｾﾝ ｹﾝｲﾁ 広島 DREAMER
842 1400180 今関 稔 ｲﾏｾﾞｷ ﾐﾉﾙ 栃⽊ 夏草サイクリングチーム
843 1400178 巽 克哉 ﾀﾂﾐ ｶﾂﾔ 栃⽊ 夏草サイクリングチーム
844 1802602 物井 ⾢ ﾓﾉｲ ﾕｳ 栃⽊ 夏草サイクリングチーム
845 1200346 若松 武史 ﾜｶﾏﾂ ﾀｹｼ 栃⽊ 夏草サイクリングチーム
846 1600254 佐々⽊ 智史 ｻｻｷ ｻﾄｼ 東京 なるしまフレンド
847 1600267 諸⽥ 昌平 ﾓﾛﾀﾞ ｼｮｳﾍｲ 東京 なるしまフレンド
848 1502759 ⽯神 宇 ｲｼｶﾞﾐ ﾀｶｼ 東京 パラティアムTOKYO
849 1700242 梅津 祐希 ｳﾒﾂ ﾕｳｷ 東京 BICI CERCATORE
850 1700612 ⽥中 兼太郎 ﾀﾅｶ ｹﾝﾀﾛｳ 東京 VIVA☆ZAPPEI極
851 1000013 吉村 裕 ﾖｼﾑﾗ ﾕﾀｶ ⼤阪 VC AVANZARE
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852 1700457 濱野 巧勝 ﾊﾏﾉ ﾖｼﾉﾘ 愛知 BREZZA-KAMIHAGI
853 0300140 佐藤 善⼤ ｻﾄｳ ﾖｼﾋﾛ 愛知 Verdad
854 1800383 ⿊川 学 ｸﾛｶﾜ ﾏﾅﾌﾞ 栃⽊ Honda栃⽊ JET
855 1700993 宇賀持 凌 ｳｶﾞﾓﾁ ﾘｮｳ 栃⽊ リベルタスTOCHIGI BICYCLE CLUB
856 0600125 岡野 賢司 ｵｶﾉ ｹﾝｼﾞ 栃⽊ リベルタスTOCHIGI BICYCLE CLUB
857 1101583 ⾦井 光春 ｶﾅｲ ﾐﾂﾊﾙ 東京 Ｙʼｓ Ｒｏａｄ
858 0800224 川原 建太郎 ｶﾜﾊﾗ ｹﾝﾀﾛｳ 東京 Ｙʼｓ Ｒｏａｄ
859 1201601 鈴⽊ 克明 ｽｽﾞｷ ｶﾂｱｷ 埼⽟ Ｙʼｓ Ｒｏａｄ
860 1800748 増⽥ 佑哉 ﾏｽﾀﾞ ﾕｳﾔ 埼⽟ Ｙʼｓ Ｒｏａｄ
861 1101602 若林 貴広 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾀｶﾋﾛ 東京 Ｙʼｓ Ｒｏａｄ
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【クラスタ︓E3  グレード︓H-3】 63名 2019/9/17

No JCF ID ⽒名 カナ 登録地 チーム名

901 1700601 川⽥ 翔太 ｶﾜﾀﾞ ｼｮｳﾀ 東京 AVENTURA AIKOH TOYO VICTORIA RACING
902 1900199 中野 圭 ﾅｶﾉ ｹｲ 愛知 イナーメ信濃⼭形-EFT
903 1800887 永野 昇海 ﾅｶﾞﾉ ｼｮｳﾐ 神奈川 イナーメ信濃⼭形-EFT
904 1900654 原 良太 ﾊﾗ ﾘｮｳﾀ 愛知 インパルス
905 1702110 藤⽥ ⻯也 ﾌｼﾞﾀ ﾀﾂﾔ 愛知 インパルス
906 1600309 ⼩暮 智和 ｺｸﾞﾚ ﾄﾓｶｽﾞ 茨城 WE LOVE O2
907 1702902 江⾓ 駿 ｴｽﾐ ｼｭﾝ 東京 VENTOS FRECCIA
908 1702160 圓⼭ 浩晃 ﾏﾙﾔﾏ ﾋﾛｱｷ 新潟 F(t)麒麟⼭ Racing
909 1800385 蛭⽥ 智啓 ﾋﾙﾀ ﾄｼﾋﾛ 東京 MGM GROMA RACING TEAM
910 1800400 藤巻 仁 ﾌｼﾞﾏｷ ﾋﾄｼ 神奈川 MGM GROMA RACING TEAM
911 1400595 岩井 ⼤秀 ｲﾜｲ ﾀｲｼｭｳ 宮城 エルドラード東北
912 1601441 加藤 嵩裕 ｶﾄｳ ﾀｶﾋﾛ 宮城 エルドラード東北
913 1902350 野畑 太志 ﾉﾊﾞﾀ ﾀｲｼ ⼤阪 ALL OUT reric
914 0700308 ⼋重澤 明広 ﾔｴｻﾞﾜ ｱｷﾋﾛ 千葉 オッティモ・JMSDF下総
915 1001625 ⼩野 太 ｵﾉ ﾌﾄｼ 栃⽊ OYAMA STARPLEX
916 1500425 ⼭⽥ 哲也 ﾔﾏﾀﾞ ﾃﾂﾔ 栃⽊ OYAMA STARPLEX
917 1802380 室賀 貴仁 ﾑﾛｶﾞ ﾀｶﾋﾄ 栃⽊ Horizonte Amateur Cycling Team
918 1700595 岩澤 庸介 ｲﾜｻﾜ ﾖｳｽｹ 東京 彩北ツブラーゼ
919 1502750 ⻄本 宗史 ﾆｼﾓﾄ ﾑﾈﾌﾐ 埼⽟ 鮫
920 1800059 上野 武義 ｳｴﾉ ﾀｹﾖｼ 東京 サンクスサイクルラボ
921 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
922 1800306 相澤 亮佑 ｱｲｻﾞﾜ ﾘｮｳｽｹ 群⾺ SUBARU Cycling Team
923 1800251 陶⼭ 貴司 ｽﾔﾏ ﾀｶｼ 群⾺ SUBARU Cycling Team
924 1900302 ⽯⽥ 真⼤ ｲｼﾀﾞ ﾏﾋﾛ 東京 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ
925 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
926 1900364 神村 泰輝 ｶﾐﾑﾗ ﾀｲｷ 東京 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ
927 1900233 ⾼井 順平 ﾀｶｲ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 東京 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ
928 1900253 野⽥ 恭平 ﾉﾀﾞ ｷｮｳﾍｲ 兵庫 soleil de lest
929 1601948 豊⽥ 豊 ﾄﾖﾀﾞ ﾕﾀｶ 東京 Team CUORE
930 1900524 佐藤 渉 ｻﾄｳ ﾜﾀﾙ 宮城 Team nacree
931 1900468 林⽥ 瑛⼼ ﾊﾔｼﾀﾞ ｴｲｼﾝ 宮城 Team nacree
932 1900996 LEIN max ﾗｲﾝ ﾏｯｸｽ 宮城 Team nacree
933 1502293 五⼗嵐 ⿓ ｲｶﾞﾗｼ ﾘｭｳ 埼⽟ docomo RT
934 1900196 原⽥ 卓幸 ﾊﾗﾀ ﾀｶﾕｷ 東京 DREAMER
935 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
936 1900365 ⼭⽥ ⻯輔 ﾔﾏﾀﾞ ﾘｭｳｽｹ 東京 なるしまフレンド
937 1501933 杉本 直樹 ｽｷﾞﾓﾄ ﾅｵｷ 群⾺ パラティアムTOKYO
938 1700543 阿久津 直樹 ｱｸﾂ ﾅｵｷ 千葉 BMレーシングZUNOW
939 1900429 多⽥ 啓太 ﾀﾀﾞ ｹｲﾀ 千葉 BMレーシングZUNOW
940 1000022 徳野 拓史 ﾄｸﾉ ﾀｸｼ 千葉 BMレーシングZUNOW
941 1500712 ⼭路 幸洋 ﾔﾏｼﾞ ﾕｷﾋﾛ 千葉 BMレーシングZUNOW
942 1800061 稲本 潤⼀ ｲﾅﾓﾄ ｼﾞｭﾝｲﾁ 東京 BICI CERCATORE
943 1900257 梅原 朱熙 ｳﾒﾊﾗ ｼｭｷ 神奈川 PHANTOM 湘南
944 1900115 佐々⽊ 海 ｻｻｷ ｶｲ 神奈川 PHANTOM 湘南
945 1700218 ⽵内 碧海 ﾀｹｳﾁ ｱｵｲ 福岡 VC福岡（エリート）
946 1800460 吉安 広⼤ ﾖｼﾔｽ ｺｳﾀﾞｲ 埼⽟ VC福岡（エリート）
947 1900243 秋元 碧 ｱｷﾓﾄ ｱｵ 栃⽊ ブラウ・ブリッツェン
948 0300207 岡本 和也 ｵｶﾓﾄ ｶｽﾞﾔ 栃⽊ ブラウ・ブリッツェン
949 1900244 鎌倉 武⼠ ｶﾏｸﾗ ﾀｹｼ 栃⽊ ブラウ・ブリッツェン
950 1602581 ⼩林 政博 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾋﾛ 埼⽟ ブラウ・ブリッツェン
951 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
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952 1900190 ⾈迫 颯 ﾌﾅﾊﾞｻﾏ ﾊﾔﾃ 栃⽊ ブラウ・ブリッツェン
953 1602578 ⽔上 央渉 ﾐｽﾞｶﾐ ｶﾅﾙ 栃⽊ ブラウ・ブリッツェン
954 1800264 村井 佑圭 ﾑﾗｲ ﾕｳｷ 栃⽊ ブラウ・ブリッツェン
955 1900281 本井 ⼤裕 ﾓﾄｲ ﾀﾞｲｽｹ 栃⽊ ブラウ・ブリッツェン
956 1601630 秋⽥ 圭佑 ｱｷﾀ ｹｲｽｹ 茨城 FLECHA
957 1700540 菅⾕ 真⾏ ｽｶﾞﾔ ﾏｻﾕｷ 栃⽊ Honda栃⽊ JET
958 1800361 ⽥代 丈幸 ﾀｼﾛ ﾋﾛﾕｷ 栃⽊ Honda栃⽊ JET
959 1700541 ⻑尾 知宏 ﾅｶﾞｵ ﾄﾓﾋﾛ 栃⽊ Honda栃⽊ JET
960 1700737 新井 良平 ｱﾗｲ ﾘｮｳﾍｲ 東京 LINKVISION GIRASOLE CYCLING
961 1900399 築城 賢司 ﾂｲｷ ｹﾝｼﾞ 埼⽟ LINKVISION GIRASOLE CYCLING
962 1300201 今井 明 ｲﾏｲ ｱｷﾗ 神奈川 Ｙʼｓ Ｒｏａｄ
963 0401036 並⽊ 皓⼈ ﾅﾐｷ ｱｷﾄ 埼⽟ Ｙʼｓ Ｒｏａｄ
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【クラスタ︓F  グレード︓H-3】 9名 2019/9/17

No JCF ID ⽒名 カナ 登録地 チーム名

751 1900318 佐野 歩 ｻﾉ ｱﾕﾐ ⼤阪 イナーメ信濃⼭形-F
752 1501885 スティーブンソン ケイｽﾃｨｰﾌﾞﾝｿﾝ ｹｲﾄ 東京 イナーメ信濃⼭形-F
753 1800718 千野 あゆみ ﾁﾉ ｱﾕﾐ 埼⽟ サイタマサイクルプロジェクト
754 1700745 ⻄倉 陽⼦ ﾆｼｸﾗ ﾖｳｺ 埼⽟ サイタマサイクルプロジェクト
755 1700509 橋本 弘⼦ ﾊｼﾓﾄ ﾋﾛｺ 埼⽟ サイタマサイクルプロジェクト
756 1200092 苅⽥ 磨⼰ ｶﾘﾀ ﾏﾐ 神奈川 ⽵芝サイクルレーシング
757 1803042 早福 佳乃⼦ ｿｳﾌｸ ｶﾉｺ 東京 FORCE
758 1900279 岡本 彩那 ｵｶﾓﾄ ｱﾔﾅ 栃⽊ ブラウ・ブリッツェン
759 1702829 植⽵ 海貴 ｳｴﾀｹ ﾐｷ 東京 Ｙʼｓ Ｒｏａｄ
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