
【クラスタ︓E1  グレード︓Cr】 50名 2019/10/21

No JCF ID ⽒名 カナ 登録地 チーム名

401 1800655 楠⽥ 渓太 ｸｽﾀﾞ ｹｲﾀ 神奈川 アーティファクトレーシングチーム
402 0700758 ⻄沢 倭義 ﾆｼｻﾞﾜ ｲﾖﾘ 京都 AVENTURA AIKOH TOYO VICTORIA RACING
403 1700690 村⼭ 悠平 ﾑﾗﾔﾏ ﾕｳﾍｲ 千葉 AVENTURA AIKOH TOYO VICTORIA RACING
404 1301908 ⼭⼝ 和来 ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｽﾞｷ 東京 AVENTURA AIKOH TOYO VICTORIA RACING
405 1700507 奥澤 優也 ｵｸｻﾞﾜ ﾕｳﾔ 埼⽟ AutoBahnGotemba
406 1601008 岩佐 信吾 ｲﾜｻ ｼﾝｺﾞ ⻑野 イナーメ信濃⼭形-EFT
407 1402251 ⽩⽯ 光 ｼﾗｲｼ ﾋｶﾙ 神奈川 イナーメ信濃⼭形-EFT
408 0800429 菅根 利明 ｽｶﾞﾈ ﾄｼｱｷ 群⾺ イナーメ信濃⼭形-EFT
409 1300056 ⽐護 任 ﾋｺﾞ ｱﾀﾙ ⼤阪 イナーメ信濃⼭形-EFT
410 1301393 森 光流 ﾓﾘ ﾋｶﾙ 千葉 イナーメ信濃⼭形-EFT
411 9900113 ⾼橋 利明 ﾀｶﾊｼ ﾄｼｱｷ 茨城 GROWING Racing Team
412 1100570 光⼭ 英典 ﾐﾂﾔﾏ ﾋﾃﾞﾉﾘ 千葉 GROWING Racing Team
413 1201250 古⽥ 潤 ﾌﾙﾀ ｼﾞｭﾝ 東京 群⾺グリフィンエリート
414 1400191 植⽥ 春樹 ｳｴﾀﾞ ﾊﾙｷ 埼⽟ コムリン 
415 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
416 1800163 若⽉ 隆真 ﾜｶﾂｷ ﾀｸﾏ 埼⽟ 彩北ツブラーゼ
417 1700502 鷲野 向⼀ ﾜｼﾉ ｺｳｲﾁ 埼⽟ 彩北ツブラーゼ
418 1101633 沼 幸夫 ﾇﾏ ﾕｷｵ 新潟 サガミレーシング
419 1700210 皆川 孝 ﾐﾅｶﾞﾜ ﾀｶｼ 新潟 サガミレーシング
420 1500153 島崎 ⼀也 ｼﾏｻﾞｷ ｶｽﾞﾔ 埼⽟ シャークアイランド
421 1500114 ⽥⼝ 紀昭 ﾀｸﾞﾁ ﾉﾘｱｷ 埼⽟ シャークアイランド
422 1500665 ⽊村 盛義 ｷﾑﾗ ﾓﾘﾖｼ 群⾺ SUBARU Cycling Team
423 1502700 塚本 隼 ﾂｶﾓﾄ ﾊﾔﾄ ⼤阪 ZERO
424 1400631 中井 雄策 ﾅｶｲ ﾕｳｻｸ 群⾺ TRC PANAMAREDS
425 1300379 棚橋 峻也 ﾀﾅﾊｼ ｼｭﾝﾔ 愛知 天狗党
426 1301786 野上 太⼀ ﾉｶﾞﾐ ﾀｲﾁ 愛知 天狗党
427 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
428 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
429 1602688 森榮 晃彦 ﾓﾘｻｶ ｱｷﾋｺ 岡⼭ パラティアムTOKYO
430 1700686 井狩 聖貴 ｲｶﾘ ﾄｼｷ 千葉 BMレーシングZUNOW
431 1800170 七井 勇之介 ﾅﾅｲ ﾕｳﾉｽｹ 千葉 BMレーシングZUNOW
432 1000400 ⼩林 秀雄 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞｵ 東京 FAST LANE Racing
433 1000397 清⽔ 洋⼀ ｼﾐｽﾞ ﾖｳｲﾁ 東京 FAST LANE Racing
434 1000071 古屋 穂⾼ ﾌﾙﾔ ﾎﾀﾞｶ 神奈川 FAST LANE Racing
435 1702396 斎藤 剛 ｻｲﾄｳ ﾂﾖｼ 東京 FORCE
436 1300264 中川 祐輝 ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳｷ 東京 FORCE
437 1600278 御堂 ⼒哉 ﾐﾄﾞｳ ﾘｷﾔ 東京 FORCE
438 1600888 ⼤澤 昌輝 ｵｵｻﾜ ﾏｻｷ 愛知 BREZZA-KAMIHAGI
439 1100087 ⽥中 信⾏ ﾀﾅｶ ﾉﾌﾞﾕｷ 奈良 EURO-WORKS Racing
440 1001922 森 俊夫 ﾓﾘ ﾄｼｵ 奈良 EURO-WORKS Racing
441 1500648 福吉 紳悟 ﾌｸﾖｼ ｼﾝｺﾞ 神奈川 YOKOSUKA UNO RACING
442 1800557 相楽 誠 ｻｶﾞﾗ ﾏｺﾄ 東京 Rapha Cycling Club
443 1800240 安宅 将貴 ｱﾀｶ ﾏｻﾀｶ 千葉 湾岸サイクリング・ユナイテッド
444 1500253 ⽯塚 将⼈ ｲｼﾂﾞｶ ﾏｻﾄ 千葉 湾岸サイクリング・ユナイテッド
445 1400096 雑賀 ⼤輔 ｻｲｶ ﾀﾞｲｽｹ 千葉 湾岸サイクリング・ユナイテッド
446 1702582 佐藤 ⻯也 ｻﾄｳ ﾀﾂﾔ 千葉 湾岸サイクリング・ユナイテッド
447 1600457 嶋津 翔天 ｼﾏﾂﾞ ｹﾝﾀ 千葉 湾岸サイクリング・ユナイテッド
448 1600257 野⼝ 直也 ﾉｸﾞﾁ ﾅｵﾔ 東京 湾岸サイクリング・ユナイテッド
449 1500258 前川 太⼀ ﾏｴｶﾜ ﾀｲﾁ 千葉 湾岸サイクリング・ユナイテッド
450 0500821 ⼭⼝ 史明 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾌﾐｱｷ 千葉 湾岸サイクリング・ユナイテッド
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【クラスタ︓E2  グレード︓Cr-2】 50名 2019/10/21

No JCF ID ⽒名 カナ 登録地 チーム名

501 1400425 相場 康雄 ｱｲﾊﾞ ﾔｽｵ 東京 AVENTURA AIKOH TOYO VICTORIA RACING
502 1801296 三宅 太⽣ ﾐﾔｹ ﾀｲｾｲ 茨城 AVENTURA AIKOH TOYO VICTORIA RACING
503 1700700 ⽇暮 将和 ﾋｸﾞﾗｼ ﾏｻｶｽﾞ 千葉 AutoBahnGotemba
504 1501577 渡邉 鈴 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾚｲ ⻑野 イナーメ信濃⼭形-EFT
505 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
506 1101767 ⼩林 研太 ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝﾀ 北海道 NSR
507 1800272 彦久保 優紀 ﾋｺｸﾎﾞ ﾕｳｷ 神奈川 MGM GROMA RACING TEAM
508 1802270 清⽔ 嘉⼈ ｼﾐｽﾞ ﾖｼﾄ 兵庫 eNShare Cycling Team
509 1800079 相原 良⼀ ｱｲﾊﾗ ﾘｮｳｲﾁ 千葉 オッティモ・JMSDF下総
510 1600467 岡⽥ 優 ｵｶﾀﾞ ﾏｻﾙ 千葉 オッティモ・JMSDF下総
511 1600461 ⼩林 崇 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶｼ 千葉 オッティモ・JMSDF下総
512 1900323 原 幹⼈ ﾊﾗ ﾐｷﾄ 東京 CROWN ROAD
513 1000195 川上 晃史 ｶﾜｶﾐ ｺｳｼﾞ 愛知 ｸﾗﾌﾞGiro
514 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
515 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
516 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
517 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
518 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
519 1602630 ⽯塚 優太 ｲｼﾂﾞｶ ﾕｳﾀ 埼⽟ 彩北ツブラーゼ
520 1900204 宮本 博之 ﾐﾔﾓﾄ ﾋﾛﾕｷ 埼⽟ 彩北ツブラーゼ
521 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
522 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
523 0800776 照屋 貴⼰ ﾃﾙﾔ ｱﾂｷ 東京 サンクスサイクルラボ
524 1900271 池内 真治 ｲｹｳﾁ ｼﾝｼﾞ 埼⽟ シャークアイランド
525 1800396 坂本 裕輔 ｻｶﾓﾄ ﾕｳｽｹ 埼⽟ シャークアイランド
526 1700492 柴野 剛永 ｼﾊﾞﾉ ﾀｶﾉﾘ 埼⽟ シャークアイランド
527 1900086 島⼝ 絢伍 ｼﾏｸﾞﾁ ｹﾝｺﾞ 静岡 Squadra di LAVORANTE
528 1700702 峯岸 祐太 ﾐﾈｷﾞｼ ﾕｳﾀ 千葉 Team ⾃転⾞処 ⾵輪
529 1900545 緒⽅ 稔 ｵｶﾞﾀ ﾐﾉﾙ 宮城 Team nacree
530 1300368 関⼝ 秀正 ｾｷｸﾞﾁ ﾋﾃﾞﾏｻ 栃⽊ チバポンズ
531 1602057 河野 仁 ｺｳﾉ ﾋﾄｼ ⻑野 チャクボタレーシング
532 1700683 吉⽥ 健太郎 ﾖｼﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 群⾺ TRC PANAMAREDS
533 0101229 井上 裕太郎 ｲﾉｳｴ ﾕｳﾀﾛｳ 神奈川 TONY Racing
534 1800097 ⽟仙 健⼀ ｷﾞｮｸｾﾝ ｹﾝｲﾁ 広島 DREAMER
535 1400135 川島 健⼈ ｶﾜｼﾏ ｹﾝﾄ 東京 なるしまフレンド
536 1901184 ⾕津 東⾺ ﾔﾂ ﾄｳﾏ 東京 なるしまフレンド
537 1502759 ⽯神 宇 ｲｼｶﾞﾐ ﾀｶｼ 東京 パラティアムTOKYO
538 1700242 梅津 祐希 ｳﾒﾂ ﾕｳｷ 東京 BICI CERCATORE
539 0701060 増⽥ 輝之 ﾏｽﾀﾞ ﾃﾙﾕｷ 千葉 FAST LANE Racing
540 1703528 鈴⽊ ⼀磨 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾏ 神奈川 フィッツ
541 1700394 ⻄川 直希 ﾆｼｶﾜ ﾅｵｷ 東京 FORCE
542 1502719 篠原 輝利 ｼﾉﾊﾗ ｷﾘ 茨城 ボンシャンス
543 1500415 島⽴ 孫⾏ ｼﾏﾀﾞﾃ ﾏｺﾞﾕｷ 栃⽊ Honda栃⽊ JET
544 1800282 三橋 隼⼈ ﾐﾂﾊｼ ﾊﾔﾄ 栃⽊ Honda栃⽊ JET
545 1200351 ⼩峰 ⼤丞 ｺﾐﾈ ﾀﾞｲｽｹ 栃⽊ My Pace Cycling
546 1800360 磯部 武蔵 ｲｿﾍﾞ ﾑｻｼ 神奈川 YOKOSUKA UNO RACING
547 1902096 皆川 晃法 ﾐﾅｶﾞﾜ ｱｷﾉﾘ 東京 Rapha Cycling Club
548 1800472 相原 武 ｱｲﾊﾗ ﾀｹｼ 埼⽟ Ｙʼｓ Ｒｏａｄ
549 0800224 川原 建太郎 ｶﾜﾊﾗ ｹﾝﾀﾛｳ 東京 Ｙʼｓ Ｒｏａｄ
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550 1400094 ⼩⽥島 篤 ｵﾀﾞｼﾏ ｱﾂｼ 千葉 湾岸サイクリング・ユナイテッド

【クラスタ︓E3  グレード︓Cr-3】 47名 2019/10/21

No JCF ID ⽒名 カナ 登録地 チーム名

601 1201560 鈴⽊ 雅⼤ ｽｽﾞｷ ﾏｻﾋﾛ 東京 AutoBahnGotemba
602 1601247 辻野 ⻯輝 ﾂｼﾞﾉ ﾀﾂｷ 埼⽟ AutoBahnGotemba
603 1802698 永淵 陸 ﾅｶﾞﾌﾞﾁ ﾘｸ 千葉 AutoBahnGotemba
604 0900610 岩下 直貴 ｲﾜｼﾀ ﾅｵｷ ⻑野 イナーメ信濃⼭形-EFT
605 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
606 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
607 1800673 仲 ⼤介 ﾅｶ ﾀﾞｲｽｹ 埼⽟ EXTENDED VAX SAYAMA
608 1800385 蛭⽥ 智啓 ﾋﾙﾀ ﾄｼﾋﾛ 東京 MGM GROMA RACING TEAM
609 1800897 中川 良昭 ﾅｶｶﾞﾜ ﾖｼｱｷ 千葉 オッティモ・JMSDF下総
610 1703408 ⻑⾕川 尚⼤ ﾊｾｶﾞﾜ ｼｮｳﾀ 埼⽟ Horizonte Amateur Cycling Team
611 1802380 室賀 貴仁 ﾑﾛｶﾞ ﾀｶﾋﾄ 栃⽊ Horizonte Amateur Cycling Team
612 1800197 ⾚峰 宏典 ｱｶﾐﾈ ﾋﾛﾉﾘ 千葉 サイクルフリーダム・レーシング
613 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
614 1800346 ⼤塚 翔太 ｵｵﾂｶ ｼｮｳﾀ 静岡 Squadra di LAVORANTE
615 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
616 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
617 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
618 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
619 1501122 齋藤 宏樹 ｻｲﾄｳ ｺｳｷ 東京 Team ⾃転⾞処 ⾵輪
620 1800293 ⼭⽥ 詞結 ﾔﾏﾀﾞ ｼﾕｳ 千葉 Team ⾃転⾞処 ⾵輪
621 1700751 ⼩⼭⽥ 亮 ｵﾔﾏﾀﾞ ﾘｮｳ 静岡 TEAM YOU CAN
622 1702907 岡本 秀明 ｵｶﾓﾄ ﾋﾃﾞｱｷ 千葉 TEAM GIRO 360
623 1700692 藤本 怜 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾚｲ 千葉 TEAM GIRO 360
624 1901286 永⽥ 恵太 ﾅｶﾞﾀ ｹｲﾀ 宮城 Team nacree
625 1900246 桝井 悠翔 ﾏｽｲ ﾕｳﾄ 栃⽊ チームWADA
626 1703523 宮崎 直樹 ﾐﾔｻﾞｷ ﾅｵｷ 栃⽊ チームWADA
627 1703336 飯塚 和弘 ｲｲﾂﾞｶ ｶｽﾞﾋﾛ 埼⽟ チバポンズ
628 1500280 安江 拓⾺ ﾔｽｴ ﾀｸﾏ 神奈川 天狗党
629 1800053 ⼭岸 信久 ﾔﾏｷﾞｼ ﾉﾌﾞﾋｻ 東京 TONY Racing
630 1900365 ⼭⽥ ⻯輔 ﾔﾏﾀﾞ ﾘｭｳｽｹ 東京 なるしまフレンド
631 9702115 佐⽵ 亮太 ｻﾀｹ ﾘｮｳﾀ 東京 パナソニックレーシング
632 1801918 ⼭⽥ 浩⽂ ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛﾌﾐ 東京 パラティアムTOKYO
633 1901027 澁⾕ 健太郎 ｼﾌﾞﾔ ｹﾝﾀﾛｳ 千葉 BMレーシングZUNOW
634 1900551 益⼭ 悠 ﾏｽﾔﾏ ﾕｳ 千葉 BMレーシングZUNOW
635 1800362 柳瀬 任章 ﾔﾅｾ ﾋﾃﾞｱｷ 千葉 BMレーシングZUNOW
636 0300042 島﨑 晃⼀ ｼﾏｻﾞｷ ｺｳｲﾁ 東京 ⽇野⾃動⾞レーシングチーム
637 1902060 細⽥ 素弘 ﾎｿﾀﾞ ﾓﾄﾋﾛ 東京 FAST LANE Racing
638 1900334 内⼭ ⼤輔 ｳﾁﾔﾏ ﾀﾞｲｽｹ 神奈川 FORCE
639 1500966 倉⽥ 育実 ｸﾗﾀ ｲｸﾐ 愛知 BREZZA-KAMIHAGI
640 1800471 佐々⽊ 啄⼈ ｻｻｷ ﾀｸﾄ 宮城 ボンシャンス
641 1800428 藤島 悠平 ﾌｼﾞｼﾏ ﾕｳﾍｲ 神奈川 ボンシャンス
642 1800209 奥⽥ 尚哉 ｵｸﾀﾞ ﾅｵﾔ 東京 Rapha Cycling Club
643 1402095 井上 佳紀 ｲﾉｳｴ ﾖｼｷ 東京 Ｙʼｓ Ｒｏａｄ
644 1401253 ⼩川 泰征 ｵｶﾞﾜ ﾀｲｾｲ 埼⽟ Ｙʼｓ Ｒｏａｄ
645 1900444 下⼭⽥ 航太 ｼﾓﾔﾏﾀﾞ ｺｳﾀ 千葉 Ｙʼｓ Ｒｏａｄ
646 1200109 ⽥中 伸也 ﾀﾅｶ ｼﾝﾔ 埼⽟ Ｙʼｓ Ｒｏａｄ
647 1902419 渡邉 学 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏﾅﾌﾞ 埼⽟ Ｙʼｓ Ｒｏａｄ
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【クラスタ︓F  グレード︓Cr-3】 10名 2019/10/21

No JCF ID ⽒名 カナ 登録地 チーム名

701 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
702 1700698 野崎 桃世 ﾉｻﾞｷ ﾓﾓﾖ 千葉 Team ⾃転⾞処 ⾵輪
703 9701034 細⽮ 由美⼦ ﾎｿﾔ ﾕﾐｺ 神奈川 DREAMER
704 1200505 簑原 由加利 ﾐﾉﾊﾗ ﾕｶﾘ 東京 ⽇本ろう⾃転⾞競技協会
705 1402138 安藤 沙弥 ｱﾝﾄﾞｳ ｻﾔ 東京 フィッツ
706 1500296 伊藤 圭菜⼦ ｲﾄｳ ｶﾅｺ 神奈川 フィッツ
707 1201909 ⼩⽥ 恵利花 ｵﾀﾞ ｴﾘｶ 東京 フィッツ
708 1502401 野下 幸 ﾉｼﾀ ﾕｷ 東京 フィッツ
709 1700050 望⽉ 美和⼦ ﾓﾁﾂﾞｷ ﾐﾜｺ 静岡 フィッツ
710 1702829 植⽵ 海貴 ｳｴﾀｹ ﾐｷ 東京 Ｙʼｓ Ｒｏａｄ
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