
【クラスタ︓E1  グレード︓T】 71名 2019/9/2

No JCF ID ⽒名 カナ 登録地 チーム名

602 0100833 船⼭ 崇 ﾌﾅﾔﾏ ﾀｶｼ 東京 ACQUA TAMA
603 1601008 岩佐 信吾 ｲﾜｻ ｼﾝｺﾞ ⻑野 イナーメ信濃⼭形-EFT
604 1400051 佐藤 耕司 ｻﾄｳ ｺｳｼﾞ ⼤阪 イナーメ信濃⼭形-EFT
606 0800429 菅根 利明 ｽｶﾞﾈ ﾄｼｱｷ 群⾺ イナーメ信濃⼭形-EFT
607 0400076 中井 光博 ﾅｶｲ ﾐﾂﾋﾛ 岐⾩ イナーメ信濃⼭形-EFT
608 1300056 ⽐護 任 ﾋｺﾞ ｱﾀﾙ ⼤阪 イナーメ信濃⼭形-EFT
609 1301393 森 光流 ﾓﾘ ﾋｶﾙ 千葉 イナーメ信濃⼭形-EFT
610 0900156 浅野 真則 ｱｻﾉ ﾏｻﾉﾘ 三重 VC VELOCE
611 9700734 井上 登⼠哉 ｲﾉｳｴ ﾄｼﾔ 愛媛 VC VELOCE
612 0500349 井上 ⼈志 ｲﾉｳｴ ﾋﾄｼ 滋賀 VC VELOCE
613 0800194 上⽥ 貴史 ｳｴﾀﾞ ﾀｶｼ ⼤阪 VC VELOCE
614 1500068 ⼩原 洋未 ｵﾊﾗ ﾋﾛﾐ ⼤阪 VC VELOCE
616 1501960 村井 寛 ﾑﾗｲ ﾋﾛｼ ⼤阪 VC VELOCE
618 1800028 佐藤 俊雄 ｻﾄｳ ﾄｼｵ 兵庫 ALL OUT reric
619 1800057 中村 将也 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾔ ⼤阪 ALL OUT reric
620 1802568 原⽥ 将⼈ ﾊﾗﾀﾞ ﾏｻﾄ 兵庫 ALL OUT reric
621 0301731 ⾦⽥ ⼀ ｶﾈﾀﾞ ﾊｼﾞﾒ 茨城 OYAMA STARPLEX
622 1600308 ⼤内 淳司 ｵｵｳﾁ ｱﾂｼ 茨城 GROWING Racing Team
623 9900113 ⾼橋 利明 ﾀｶﾊｼ ﾄｼｱｷ 茨城 GROWING Racing Team
624 1100570 光⼭ 英典 ﾐﾂﾔﾏ ﾋﾃﾞﾉﾘ 千葉 GROWING Racing Team
625 1600693 荒⽊  樹 ｱﾗｷ ﾀｽﾞﾙ ⽯川 Kochel V.C. Sputnik
626 1200536 ⼩⼝ 慎雄 ｺｸﾞﾁ ﾐﾂｵ 東京 航空電⼦⾃転⾞競技部
628 1101633 沼 幸夫 ﾇﾏ ﾕｷｵ 新潟 サガミレーシング
629 1700210 皆川 孝 ﾐﾅｶﾞﾜ ﾀｶｼ 新潟 サガミレーシング
630 1001777 伊藤 晋⼀ ｲﾄｳ ｼﾝｲﾁ 神奈川 G.S.POSITIVO
631 1500414 ⾕⼝ 勝 ﾀﾆｸﾞﾁ ｼｮｳ ⼤阪 CWASPアタリ前⽥
632 1101605 元⼭ ⾼嶺 ﾓﾄﾔﾏ ﾀｶﾈ ⼤阪 シマノドリンキング
634 1602486 瀬⽥ 昌彦 ｾﾀ ﾏｻﾋｺ 埼⽟ シャークアイランド
635 1500114 ⽥⼝ 紀昭 ﾀｸﾞﾁ ﾉﾘｱｷ 埼⽟ シャークアイランド
636 1500111 中村 義之 ﾅｶﾑﾗ ﾖｼﾕｷ 埼⽟ シャークアイランド
637 1402063 岡 理裕 ｵｶ ﾏｻﾋﾛ 静岡 SPADE・ACE
638 0001593 杉本 敦志 ｽｷﾞﾓﾄ ｱﾂｼ 静岡 SPADE・ACE
639 9901846 ⼤倉 健⼀ ｵｵｸﾗ ｹﾝｲﾁ 東京 セオレーシング
641 1502700 塚本 隼 ﾂｶﾓﾄ ﾊﾔﾄ ⼤阪 ZERO
642 1700035 花⽥ ⾦之介 ﾊﾅﾀﾞ ｷﾝﾉｽｹ ⼤阪 ZERO
643 1600085 ⽯井 久雄 ｲｼｲ ﾋｻｵ 兵庫 soleil de lest
644 9702373 ⾦⼦ 彰 ｶﾈｺ ｱｷﾗ ⼭⼝ チームサイクルプラス
646 1600502 宮本 訓寛 ﾐﾔﾓﾄ ｸﾆﾋﾛ ⼤阪 チーム  スクアドラ
647 1100638 ⼭岡 健⼈ ﾔﾏｵｶ ｹﾝﾄ 愛媛 TEAM LUPPI
648 1200035 三上 勇輝 ﾐｶﾐ ﾕｳｷ ⼤阪 Defardi
649 1301727 内丸 達也 ｳﾁﾏﾙ ﾀﾂﾔ 愛知 DESTRA
650 1201709 川瀬 章史 ｶﾜｾ ｱｷﾌﾐ 愛知 DESTRA
652 1100431 ⼆俣 雄哉 ﾌﾀﾏﾀ ﾕｳﾔ 愛知 DESTRA
653 0000251 佐々⽊ 健 ｻｻｷ ﾀｹｼ 愛知 天狗党
655 1201705 中屋 貴義 ﾅｶﾔ ﾀｶﾖｼ ⾼知 徳島サイクルレーシング
656 1301464 中村 潤 ﾅｶﾑﾗ ｼﾞｭﾝ 東京 docomo RT
657 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
659 1601955 本間 豪紀 ﾎﾝﾏ ﾋﾃﾞﾄｼ 東京 NAK Racing
660 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
661 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
664 0001623 坂本 恵⼀ ｻｶﾓﾄ ｹｲｲﾁ ⼤阪 BC.ANELLO
665 1000400 ⼩林 秀雄 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞｵ 東京 FAST LANE Racing
666 1000397 清⽔ 洋⼀ ｼﾐｽﾞ ﾖｳｲﾁ 東京 FAST LANE Racing
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667 1000071 古屋 穂⾼ ﾌﾙﾔ ﾎﾀﾞｶ 神奈川 FAST LANE Racing
668 1201348 江川 哲治 ｴｶﾞﾜ ﾃﾂｼﾞ 福岡 VC福岡（エリート）
669 1500192 ⽩井 真⼈ ｼﾗｲ ﾏｻﾄ 東京 FORCE
670 1700556 浅野 涼太 ｱｻﾉ ﾘｮｳﾀ 栃⽊ ブラウ・ブリッツェン
671 1600451 ⽊村 紀仁 ｷﾑﾗ ﾉﾘﾋﾄ 茨城 ブラウ・ブリッツェン
672 1400772 宮⽥ 琢視 ﾐﾔﾀ ﾀｸﾐ 栃⽊ ブラウ・ブリッツェン
673 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
676 1500813 堀⽥ 耕司 ﾎｯﾀ ｺｳｼﾞ 愛知 BREZZA-KAMIHAGI
682 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
685 1502478 神野 悠作 ｼﾞﾝﾉ ﾕｳｻｸ ⼤阪 ⼋ヶ岳 CYCLING CLUB
686 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
687 1000714 佐々⽊ 暖 ｻｻｷ ﾀﾞﾝ 奈良 EURO-WORKS Racing
688 1100076 ⾓⽥ 光隆 ｽﾐﾀﾞ ﾐﾂﾀｶ 奈良 EURO-WORKS Racing
690 1702976 中森 雅⼈ ﾅｶﾓﾘ ﾏｻﾄ ⼤阪 EURO-WORKS Racing
692 1500648 福吉 紳悟 ﾌｸﾖｼ ｼﾝｺﾞ 神奈川 YOKOSUKA UNO RACING
694 1800557 相楽 誠 ｻｶﾞﾗ ﾏｺﾄ 東京 Rapha Cycling Club
695 1801013 榊原 航太 ｻｶｷﾊﾞﾗ ｺｳﾀ 神奈川 Racing CUBE
696 1500505 築⼭ 元樹 ﾂｷﾔﾏ ｹﾞﾝｷ 岡⼭ Team Grandi Petit
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【クラスタ︓E2  グレード︓T-2】 64名 2019/9/2

No JCF ID ⽒名 カナ 登録地 チーム名

701 1301007 奥村 祐希 ｵｸﾑﾗ ﾕｳｷ 岡⼭ イナーメ信濃⼭形-EFT
704 1501577 渡邉 鈴 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾚｲ ⻑野 イナーメ信濃⼭形-EFT
705 0800384 ⼩川 洸 ｵｶﾞﾜ ﾋｶﾙ 京都 VC VELOCE
707 1000512 佐井 輝久 ｻｲ ﾃﾙﾋｻ 京都 VC VELOCE
708 1301620 浜⽥ 健志 ﾊﾏﾀﾞ ｹﾝｼﾞ ⼤阪 VC VELOCE
710 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
713 9901555 岡野 陽⼀ ｵｶﾉ ﾖｳｲﾁ 栃⽊ エルニーニョ・ケンポク
717 1800091 新井 秀⼈ ｱﾗｲ ﾋﾃﾞﾄ 兵庫 ALL OUT reric
720 1800073 橋岡 宏茂 ﾊｼｵｶ ﾋﾛｼ 愛知 KINAN AACA
723 1502415 古⾕ 寛世 ﾌﾙﾔ ｶﾝｾｲ 茨城 GROWING Racing Team
724 9802045 宮川 淳 ﾐﾔｶﾜ ｼﾞｭﾝ ⽯川 Kochel V.C. Sputnik
725 1700870 ⼭崎 雅也 ﾔﾏｻﾞｷ ﾏｻﾔ ⽯川 Kochel V.C. Sputnik
726 1300377 ⼩林 直樹 ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵｷ 愛知 KOGMA Racing
727 1402361 ⿃屋部 樹 ﾄﾘﾔﾍﾞ ﾀﾂｷ 埼⽟ 彩北ツブラーゼ
730 0300357 ⼀⾊ 寛之 ｲｯｼｷ ﾋﾛﾕｷ 奈良 CIERVO NARA ELITE
731 1402214 藤⽥ 隼也 ﾌｼﾞﾀ ｼﾞｭﾝﾔ ⼤阪 ZIPPY CYCLE CLUB
732 1700189 松村 ⻑⼈ ﾏﾂﾑﾗ ﾅｶﾞﾄ 奈良 ZIPPY CYCLE CLUB
733 1703521 神⾕ 正紀 ｶﾐﾔ ﾏｻﾉﾘ 静岡 シマノドリンキング
734 1000283 進藤 裕史 ｼﾝﾄﾞｳ ﾕｳｼﾞ ⼤阪 シマノドリンキング
736 0001146 福島 陽児 ﾌｸｼﾏ ﾖｳｼﾞ ⼤阪 シマノドリンキング
738 1700492 柴野 剛永 ｼﾊﾞﾉ ﾀｶﾉﾘ 埼⽟ シャークアイランド
739 0000387 ⼤橋 克弘 ｵｵﾊｼ ｶﾂﾋﾛ 静岡 SPADE・ACE
740 9701444 三宅 悟史 ﾐﾔｹ ｻﾄｼ 静岡 SPADE・ACE
741 0400207 守屋 清国 ﾓﾘﾔ ｷﾖｸﾆ 静岡 SPADE・ACE
743 0601459 佐柄 勝弘 ｻｶﾞﾗ ｶﾂﾋﾛ 新潟 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ
745 0600912 ⽵内 正宏 ﾀｹｳﾁ ﾏｻﾋﾛ 神奈川 たかだフレンドレーシング
747 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
748 1802534 岡崎 由幸 ｵｶｻﾞｷ ﾖｼﾕｷ 和歌⼭ TEAM SANREMO
753 0800254 ⽯津 佳也 ｲｼﾂﾞ ﾖｼﾅﾘ 奈良 Team まんま
756 1602057 河野 仁 ｺｳﾉ ﾋﾄｼ ⻑野 チャクボタレーシング
757 1700683 吉⽥ 健太郎 ﾖｼﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 群⾺ TRC PANAMAREDS
758 1200418 ⼩暮 貴⼠ ｺｸﾞﾚ ﾀｶｼ 愛知 DESTRA
759 9700879 藤井 壮太 ﾌｼﾞｲ ｿｳﾀ ⻑野 東洋⽔産ロードレース部
761 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
763 0210383 下村 英男 ｼﾓﾑﾗ ﾋﾃﾞｵ ⼤阪 ナカガワAS・Kʼデザイン
764 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
766 1600273 藤井 敏郎 ﾌｼﾞｲ ﾄｼﾛｳ 東京 なるしまフレンド
767 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
769 1500001 後藤 東洋⼠ ｺﾞﾄｳ ﾋﾛｼ ⼤阪 ネクストリーム・うどん虹や
773 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
777 0400052 前川 元 ﾏｴｶﾜ ﾊｼﾞﾑ 兵庫 BC.ANELLO
779 1000013 吉村 裕 ﾖｼﾑﾗ ﾕﾀｶ ⼤阪 VC AVANZARE
781 1300050 村⽥ 修 ﾑﾗﾀ ｵｻﾑ ⼤阪 FortunaTredici
782 1000007 林 岳 ﾊﾔｼ ﾀｶｼ ⼤阪 FUKADAまじりんぐ
783 1100171 恒次 真 ﾂﾈﾂｸﾞ ﾏｺﾄ 岡⼭ FREESPEED
786 1001778 ⼤橋 聖⼆ ｵｵﾊｼ ｾｲｼﾞ 栃⽊ Honda栃⽊ JET
787 1001861 ⼩林 ⼀郎 ｺﾊﾞﾔｼ ｲﾁﾛｳ 栃⽊ Honda栃⽊ JET
788 1500415 島⽴ 孫⾏ ｼﾏﾀﾞﾃ ﾏｺﾞﾕｷ 栃⽊ Honda栃⽊ JET
789 1800282 三橋 隼⼈ ﾐﾂﾊｼ ﾊﾔﾄ 栃⽊ Honda栃⽊ JET
790 9701965 ⼭⽥ 哲志 ﾔﾏﾀﾞ ｻﾄｼ ⼤阪 本町クラブ
791 0700612 中野 政彦 ﾅｶﾉ ﾏｻﾋｺ ⼤阪 masahikomifune.com CyclingTeam
792 0300335 松並 俊雄 ﾏﾂﾅﾐ ﾄｼｵ ⼤阪 masahikomifune.com CyclingTeam
795 1101235 森 智⼤ ﾓﾘ ﾄﾓﾋﾛ 徳島 M.I.M
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797 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
799 1700388 平井 貴志 ﾋﾗｲ ﾀｶｼ ⼭⼝ ⼭⼝県⾃転⾞競技連盟・GRP
800 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
801 1300125 ⽯井 晋也 ｲｼｲ ｼﾝﾔ 奈良 EURO-WORKS Racing
802 1600095 前村 悟 ﾏｴﾑﾗ ｻﾄﾙ 兵庫 Life Ride
803 1600099 松井 克多 ﾏﾂｲ ﾖｼｶｽﾞ 兵庫 Life Ride
804 1600015 ⽯井 和明 ｲｼｲ ｶｽﾞｱｷ 兵庫 Rapha Cycling Club
806 1600153 ⼭名 拳太郎 ﾔﾏﾅ ｹﾝﾀﾛｳ 和歌⼭ LALPE KF RACING
807 1700056 渡瀬 義雄 ﾜﾀｾ ﾖｼｵ 静岡 Leap Hamamatsu Cycling Team
809 1100040 ⼩⼭ 洋平 ｺﾔﾏ ﾖｳﾍｲ 神奈川 Racing CUBE
810 0800224 川原 建太郎 ｶﾜﾊﾗ ｹﾝﾀﾛｳ 東京 Ｙʼｓ Ｒｏａｄ
811 1900398 Sandu Ionut ｻﾝﾄﾞｩ ﾖﾉﾂ 京都 モジュマ エリアゼロナナゴ
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【クラスタ︓E3  グレード︓T-3】 35名 2019/9/2

No JCF ID ⽒名 カナ 登録地 チーム名

851 1700685 菅村 篤 ｽｶﾞﾑﾗ ｱﾂｼ 広島 Aki Rising Bicycle team
853 1602244 上妻 卓⽮ ｳｴﾂﾏ ﾀｸﾔ 京都 AVANCE PLUS
854 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
855 1604019 ⼤原 陸 ｵｵﾊﾗ ﾘｸ ⼤阪 VC VELOCE
858 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
864 ＊＊＊＊ 堀井 卓 ﾎﾘｲ ﾀｸ 兵庫 ALL OUT reric
865 1801309 池上 徹 ｲｹｶﾞﾐ ﾄｵﾙ 和歌⼭ KINAN AACA
866 1700358 中林 翔 ﾅｶﾊﾞﾔｼ ｼｮｳ 愛知 KINAN AACA
868 1600694 遠⽥ 武志 ﾄｵﾀﾞ ﾀｹｼ ⽯川 Kochel V.C. Sputnik
869 1700869 中村 勝彦 ﾅｶﾑﾗ ｶﾂﾋｺ ⽯川 Kochel V.C. Sputnik
870 1400362 加塩 弘⼀ ｶｼｵ ｺｳｲﾁ 岐⾩ KOGMA Racing
877 1900271 池内 真治 ｲｹｳﾁ ｼﾝｼﾞ 埼⽟ シャークアイランド
879 1900012 ⽥中 智也 ﾀﾅｶ ﾄﾓﾔ 静岡 SPADE・ACE
882 1702002 早瀬 利宇 ﾊﾔｾ ﾘｭｳ 岐⾩ ZERO
886 1800842 辻 康成 ﾂｼﾞ ﾔｽﾅﾘ 兵庫 Team ZERO UNO FRONTIER
887 1400005 澤野 ⼀輝 ｻﾜﾉ ｶｽﾞｷ 富⼭ チーム ローマン
888 1300372 森川 裕太 ﾓﾘｶﾜ ﾕｳﾀ 富⼭ チーム ローマン
891 1800171 ⽊村 友亮 ｷﾑﾗ ﾕｳｽｹ 和歌⼭ TEAM SANREMO
892 1700533 ⽝伏 輝⽃ ｲﾇﾌﾞｾ ｷﾗﾄ ⼤阪 チーム  スクアドラ
902 1100552 ⽚⼭ 紳 ｶﾀﾔﾏ ｼﾝﾔ 徳島 徳島サイクルレーシング
904 1900675 南⾥ 勝由 ﾅﾝﾘ ｶﾂﾖｼ 徳島 徳島サイクルレーシング
909 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
918 1500030 ⽥中 契 ﾀﾅｶ ﾋｻｼ ⼤阪 BC.ANELLO
922 1900300 宮崎 晃司 ﾐﾔｻﾞｷ ｺｳｼﾞ 兵庫 VC AVANZARE
925 0500522 丹下 真⼈ ﾀﾝｹﾞ ﾏｻﾄ 滋賀 FUKADAまじりんぐ
928 1900244 鎌倉 武⼠ ｶﾏｸﾗ ﾀｹｼ 栃⽊ ブラウ・ブリッツェン
929 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
942 1800193 北出 雅也 ｷﾀﾃﾞ ﾏｻﾔ 和歌⼭ ミルキーウェイ和歌⼭
943 1502209 佐合 海⼤ ｻｺﾞｳ ﾋﾛﾄ 岐⾩ 名岐ベンド
946 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
948 1900436 松本 ⻯太朗 ﾏﾂﾓﾄ ﾘｭｳﾀﾛｳ 奈良 EURO-WORKS Racing
951 1702799 落合 拓郎 ｵﾁｱｲ ﾀｸﾛｳ 千葉 Rapha Cycling Club
953 1900247 寺本 達哉 ﾃﾗﾓﾄ ﾀﾂﾔ 京都 Rapha Cycling Club
954 1500320 三井 裕樹 ﾐﾂｲ ﾋﾛｷ 千葉 Rapha Cycling Club

【クラスタ︓F  グレード︓T-3】 6名 2019/9/2

No JCF ID ⽒名 カナ 登録地 チーム名

981 9701485 唐⾒ 実世⼦ ｶﾗﾐ ﾐﾖｺ 茨城 弱⾍ペダル サイクリングチーム
984 1701126 後藤 安佐 ｺﾞﾄｳ ｱｻ 東京 サイタマサイクルプロジェクト
985 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
986 1902247 松浦 珠絵 ﾏﾂｳﾗ ﾀﾏｴ ⼤阪 シマノドリンキング
990 1500022 安藤 奏⼦ ｱﾝﾄﾞｳ ｶﾅｺ ⼤阪 チーム  スクアドラ
995 1502195 藤原 優⼦ ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｳｺ 兵庫 EURO-WORKS Racing
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