
【クラスタ︓E1  グレード︓C】 47名 2019/8/9

No JCF ID ⽒名 カナ 登録地 チーム名

101 1301908 ⼭⼝ 和来 ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｽﾞｷ 東京 AVENTURA AIKOH TOYO VICTORIA RACING
102 1300056 ⽐護 任 ﾋｺﾞ ｱﾀﾙ ⼤阪 イナーメ信濃⼭形-EFT
103 1800085 池川 ⾠哉 ｲｹｶﾞﾜ ﾀﾂﾔ ⼤阪 VC VELOCE
104 1100274 藤⽥ 耕志 ﾌｼﾞﾀ ﾀｶｼ ⼤阪 VC VELOCE
105 1501960 村井 寛 ﾑﾗｲ ﾋﾛｼ ⼤阪 VC VELOCE
106 1502247 横⼿ 徳広 ﾖｺﾃ ﾄｸﾋﾛ 福岡 voyAge cycling team
107 1600649 ⽊本 譲司 ｷﾓﾄ ｼﾞｮｳｼﾞ 宮崎 エイル宮崎
109 1502726 松浦 正⼰ ﾏﾂｳﾗ ﾏｻｷ 広島 エキップ ティラン
110 1800028 佐藤 俊雄 ｻﾄｳ ﾄｼｵ 兵庫 ALL OUT reric
111 1800057 中村 将也 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾔ ⼤阪 ALL OUT reric
112 1802568 原⽥ 将⼈ ﾊﾗﾀﾞ ﾏｻﾄ 兵庫 ALL OUT reric
113 1600352 服平 和樹 ﾌｸﾍﾞ ｶｽﾞｷ ⼤分 ALL OUT reric
114 1600308 ⼤内 淳司 ｵｵｳﾁ ｱﾂｼ 茨城 GROWING Racing Team
115 9900113 ⾼橋 利明 ﾀｶﾊｼ ﾄｼｱｷ 茨城 GROWING Racing Team
116 1100570 光⼭ 英典 ﾐﾂﾔﾏ ﾋﾃﾞﾉﾘ 千葉 GROWING Racing Team
117 1101605 元⼭ ⾼嶺 ﾓﾄﾔﾏ ﾀｶﾈ ⼤阪 シマノドリンキング
118 9901846 ⼤倉 健⼀ ｵｵｸﾗ ｹﾝｲﾁ 東京 セオレーシング
119 1502700 塚本 隼 ﾂｶﾓﾄ ﾊﾔﾄ ⼤阪 ZERO
120 1001823 上⼿ 勇輝 ｶﾐﾃ ﾕｳｷ 広島 Team Kermis Cross
121 1501045 ⽊原 与志寛 ｷﾊﾗ ﾖｼﾋﾛ 広島 Team Kermis Cross
122 1600075 坂川 達⾏ ｻｶｶﾞﾜ ﾀﾂﾕｷ 広島 Team Kermis Cross
123 1700578 ⼀丸 裕介 ｲﾁﾏﾙ ﾕｳｽｹ 徳島 TeamUKYO Reve
124 1501770 岩本 克也 ｲﾜﾓﾄ ｶﾂﾔ ⼭⼝ TeamUKYO Reve
127 1100638 ⼭岡 健⼈ ﾔﾏｵｶ ｹﾝﾄ 愛媛 TEAM LUPPI
128 1400602 岩切 弘輝 ｲﾜｷﾘ ﾋﾛｷ ⼤分 津末レーシング
130 1700538 ⼋⽊ 健太 ﾔｷﾞ ｹﾝﾀ ⾼知 徳島サイクルレーシング
131 1301464 中村 潤 ﾅｶﾑﾗ ｼﾞｭﾝ 東京 docomo RT
132 1402092 川野 健太 ｶﾜﾉ ｹﾝﾀ 東京 ⽇本ろう⾃転⾞競技協会
133 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
134 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
135 0901548 海藤 稜⾺ ｶｲﾄﾞｳ ﾘｮｳﾏ ⼭形 パナソニックレーシング
136 1700198 川⼝ 照悟 ｶﾜｸﾞﾁ ｼｮｳｺﾞ 福岡 PARABOLAイワイシーガル
138 1000071 古屋 穂⾼ ﾌﾙﾔ ﾎﾀﾞｶ 神奈川 FAST LANE Racing
139 1802207 秋好 佑太 ｱｷﾖｼ ﾕｳﾀ 福岡 VC福岡（エリート）
140 1601492 池⽥ 渓⼈ ｲｹﾀﾞ ｹｲﾄ 熊本 VC福岡（エリート）
141 1201348 江川 哲治 ｴｶﾞﾜ ﾃﾂｼﾞ 福岡 VC福岡（エリート）
142 1500164 吉⽥ 泰⼤ ﾖｼﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ 神奈川 フィッツ
143 1400141 ⻑妻 暁 ﾅｶﾞﾂﾏ ｱｷﾗ 神奈川 FORCE
144 1500813 堀⽥ 耕司 ﾎｯﾀ ｺｳｼﾞ 愛知 BREZZA-KAMIHAGI
145 0901303 ⻲岡 晋也 ｶﾒｵｶ ｼﾝﾔ 愛媛 masahikomifune.com CyclingTeam
146 1400047 菅⾕ 修 ｽｶﾞﾔ ｵｻﾑ 東京 MIVRO
148 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
149 1100616 杉⼭ ⽂崇 ｽｷﾞﾔﾏ ﾌﾐﾀｶ ⼭⼝ ⼭⼝県⾃転⾞競技連盟・GRP
150 0800557 ⻄川 昌宏 ﾆｼｶﾜ ﾏｻﾋﾛ ⼭⼝ ⼭⼝県⾃転⾞競技連盟・GRP
151 1100076 ⾓⽥ 光隆 ｽﾐﾀﾞ ﾐﾂﾀｶ 奈良 EURO-WORKS Racing
153 1801013 榊原 航太 ｻｶｷﾊﾞﾗ ｺｳﾀ 神奈川 Racing CUBE
154 1801266 宮崎 泰史 ﾐﾔｻﾞｷ ﾀｲｼ 熊本 津末レーシング
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【クラスタ︓E2  グレード︓C-2】 37名 2019/8/9

No JCF ID ⽒名 カナ 登録地 チーム名

202 1100453 ⼭野井 哲実 ﾔﾏﾉｲ ｻﾄﾐ ⼤阪 VC VELOCE
203 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
204 1201133 ⽥崎 ⻯成 ﾀｻｷ ﾘｭｳｾｲ ⿅児島 エイル宮崎
205 1800452 ⾈⼭ 祥弘 ﾌﾅﾔﾏ ﾖｼﾋﾛ 東京 A-Pad CYCLING TEAM
206 1501498 下⼭ 洋平 ｻｶﾞﾔﾏ ﾖｳﾍｲ 広島 エキップ ティラン
208 1500390 ⼩林 達也 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾂﾔ 広島 eNShare Cycling Team
209 1600432 藤岡 泰之 ﾌｼﾞｵｶ ﾔｽﾕｷ 広島 eNShare Cycling Team
210 1800073 橋岡 宏茂 ﾊｼｵｶ ﾋﾛｼ 愛知 KINAN AACA
211 1801341 中村 優太 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾀ 栃⽊ 作新学院⼤学
212 0300357 ⼀⾊ 寛之 ｲｯｼｷ ﾋﾛﾕｷ 奈良 CIERVO NARA ELITE
213 1703521 神⾕ 正紀 ｶﾐﾔ ﾏｻﾉﾘ 静岡 シマノドリンキング
214 1400295 ⼤森 健⼀ ｵｵﾓﾘ ｹﾝｲﾁ 広島 Team Kermis Cross
215 1502455 ⽥中 隆太 ﾀﾅｶ ﾘｭｳﾀ 広島 Team Kermis Cross
216 1600071 柳楽 諭 ﾅｷﾞﾗ ｻﾄｼ 広島 Team Kermis Cross
217 1602669 武富 正芳 ﾀｹﾄﾐ ﾏｻﾖｼ 熊本 チームGINRIN熊本
218 1800379 古澤 卓哉 ﾌﾙｻﾜ ﾀｸﾔ 熊本 チームGINRIN熊本
220 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
221 1802534 岡崎 由幸 ｵｶｻﾞｷ ﾖｼﾕｷ 和歌⼭ TEAM SANREMO
222 1700736 江藤 潤 ｴﾄｳ ｼﾞｭﾝ ⼤分 津末レーシング
223 9702601 津末 浩平 ﾂｽｴ ｺｳﾍｲ ⼤分 津末レーシング
224 1700456 福永 将⼤ ﾌｸﾅｶﾞ ｼｮｳﾀ ⼤分 津末レーシング
226 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
227 1800268 三屋⽥ 健介 ﾐﾔﾀ ｹﾝｽｹ 徳島 徳島サイクルレーシング
228 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
229 1700662 檜室 建⽃ ﾋﾑﾛ ｹﾝﾄ 福岡 ネクストリーム・うどん虹や
231 1700199 深堀 理 ﾌｶﾎﾘ ﾏｻﾙ 福岡 PARABOLAイワイシーガル
232 1701988 東 優仁 ｱｽﾞﾏ ﾕｳﾄ ⼤阪 VC福岡（エリート）
233 1500347 川上 豪仁 ｶﾜｶﾐ ﾀｹﾋﾄ 福岡 VC福岡（エリート）
234 1900403 ⽥中 亮祐 ﾀﾅｶ ﾘｮｳｽｹ 福岡 VC福岡（エリート）
235 1900083 中島 雅⼈ ﾅｶｼﾏ ﾏｻﾄ 福岡 VC福岡（エリート）
236 1700546 中⽥ ⾠朗 ﾅｶﾀ ﾀﾂﾛｳ ⼭⼝ ⼭⼝県⾃転⾞競技連盟・GRP
237 1700388 平井 貴志 ﾋﾗｲ ﾀｶｼ ⼭⼝ ⼭⼝県⾃転⾞競技連盟・GRP
238 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
239 0100423 真鍋 英祐 ﾏﾅﾍﾞ ｴｲｽｹ ⼭⼝ ⼭⼝県⾃転⾞競技連盟・GRP
240 1600015 ⽯井 和明 ｲｼｲ ｶｽﾞｱｷ 兵庫 Rapha Cycling Club
241 0700657 河合 達朗 ｶﾜｲ ﾀﾂﾛｳ 宮崎 Ｙʼｓ Ｒｏａｄ
243 1702809 岩尾 ⼤河 ｲﾜｵ ﾀｲｶﾞ ⼤分 ALL OUT reric
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【クラスタ︓E3  グレード︓C-3】 55名 2019/8/9

No JCF ID ⽒名 カナ 登録地 チーム名

301 1800187 井上 尚也 ｲﾉｳｴ ﾅｵﾔ 広島 Aki Rising Bicycle team
302 1900769 松尾 侑喜 ﾏﾂｵ ﾕｳｷ 広島 voyAge cycling team
303 1400938 ⽯⼭ 和真 ｲｼﾔﾏ ｶｽﾞﾏ 宮崎 エイル宮崎
304 1900079 ⾼橋 楽⽣ ﾀｶﾊｼ ﾖｼﾕｷ 宮崎 エイル宮崎
305 1900355 鉄⼭ 智弘 ﾃﾂﾔﾏ ﾄﾓﾋﾛ 滋賀 エイル宮崎
306 1400938 泊 義浩 ﾄﾏﾘ ﾖｼﾋﾛ 宮崎 エイル宮崎
307 1601743 中武 ⼤地 ﾅｶﾀﾞｹ ﾀﾞｲﾁ 宮崎 エイル宮崎
309 1601629 祖⺟井 佑樹 ｳﾊﾞｶﾞｲ ﾕｳｷ 愛媛 エキップｕレーシング
315 1802354 前⽥ 颯⾳ ﾏｴﾀﾞ ﾊﾔﾄ 広島 eNShare Cycling Team
316 1802046 吉⽊ 匠 ﾖｼｷ ﾀｸﾐ 広島 eNShare Cycling Team
317 1800805 武⽒ ⼀真 ﾀｹｳｼﾞ ｶｽﾞﾏ ⼤分 ⼤分⼤学⾃転⾞部
319 1502273 ⼤⻄ 晃平 ｵｵﾆｼ ｺｳﾍｲ ⼤阪 ALL OUT reric
320 1800122 ⼩笠原 輝彦 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾃﾙﾋｺ ⼤分 ALL OUT reric
321 1700323 坂本 恭平 ｻｶﾓﾄ ｷｮｳﾍｲ 徳島 ALL OUT reric
322 1902302 志賀 隆⽂ ｼｶﾞ ﾀｶﾌﾐ ⼤分 ALL OUT reric
323 1900435 ⽥中 洋⾏ ﾀﾅｶ ﾋﾛﾕｷ ⼤阪 ALL OUT reric
324 9800271 南條 太郎 ﾅﾝｼﾞｮｳ ﾀﾛｳ ⼤阪 ALL OUT reric
325 1900664 ⾼⼭ 雅史 ﾀｶﾔﾏ ﾏｻﾌﾐ 岡⼭ サイファアスリートクラブ岡⼭
326 1600722 辻川 涼兵 ﾂｼﾞｶﾜ ﾘｮｳﾍｲﾍｲ 岡⼭ サイファアスリートクラブ岡⼭
327 1001200 難波 ⼤輔 ﾅﾝﾊﾞ ﾀﾞｲｽｹ 岡⼭ サイファアスリートクラブ岡⼭
328 1401920 ⽥代 亘 ﾀｼﾛ ﾜﾀﾙ ⼤阪 シマノドリンキング
329 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
330 1802703 ⼩池 貴⾏ ｺｲｹ ﾀｶﾕｷ 北海道 セレクシオン南九州
331 1402338 ⽐良 和⺒ ﾋﾗ ｶｽﾞﾐ ⿅児島 セレクシオン南九州
332 1802140 塩出 皓成 ｼｵﾃﾞ ｺｳｾｲ 広島 崇徳⾼等学校
333 1300234 阿部 哲也 ｱﾍﾞ ﾃﾂﾔ 兵庫 soleil de lest
334 1800047 笹原 純平 ｻｻﾊﾗ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 広島 Team Kermis Cross
336 1703457 ⻄川 ⼤介 ﾆｼｶﾜ ﾀﾞｲｽｹ 広島 Team Kermis Cross
337 1801465 濱⽥ ⼤海 ﾊﾏﾀﾞ ﾏｻﾐ 広島 Team Kermis Cross
338 1600641 武野 泰明 ﾀｹﾉ ﾔｽｱｷ 神奈川 Team BFY Racing
339 1800637 古⾕ 友⼀ ﾌﾙﾀﾆ ﾕｳｲﾁ 広島 TeamUKYO Reve
341 1900457 平⽥ 昌⼤ ﾋﾗﾀ ｱｷﾋﾛ 熊本 チームGINRIN熊本
342 1800317 河村 明信 ｶﾜﾑﾗ ｱｷﾉﾌﾞ ⼤分 Team Sciroco
343 1900110 津⽥ ⿓成 ﾂﾀﾞ ﾀﾂﾅﾘ ⼤分 Team Sciroco
345 1201696 ⾼橋 勇登 ﾀｶﾊｼ ｲｻﾄ 愛媛 チーム⼤永⼭
346 1802537 本庄 義⼈ ﾎﾝｼｮｳ ﾖｼﾋﾄ 愛媛 チーム⼤永⼭
347 1700586 甲斐 俊裕 ｶｲ ﾄｼﾋﾛ ⼤分 津末レーシング
348 1700806 神尊 隆治 ｺｳｿ ﾘｭｳｼﾞ ⼤分 津末レーシング
349 1502583 佐藤 弘典 ｻﾄｳ ﾋﾛﾉﾘ ⼤分 津末レーシング
350 1700734 畑 洋介 ﾊﾀ ﾖｳｽｹ ⼤分 津末レーシング
351 1502587 本⽥ ⼀樹 ﾎﾝﾀﾞ ｶｽﾞｷ ⼤分 津末レーシング
352 1900631 松本 佑⾺ ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳﾏ ⼤分 津末レーシング
353 1601921 ⼭下 健⼀ ﾔﾏｼﾀ ｹﾝｲﾁ ⼤分 津末レーシング
355 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
356 1802893 三井 克造 ﾐﾂｲ ｶﾂｿﾞｳ 徳島 徳島サイクルレーシング
357 1601609 廣井 誠 ﾋﾛｲ ﾏｺﾄ 東京 なるしまフレンド
360 1901321 ⽯井 康平 ｲｼｲ ｺｳﾍｲ 福岡 PARABOLAイワイシーガル
361 1900471 ⽊下 知哉 ｷﾉｼﾀ ﾄﾓﾔ 佐賀 PARABOLAイワイシーガル
362 0600408 ⽇野 開世 ﾋﾉ ｶｲｾｲ 宮崎 HINOサイクル
365 1900220 ⼩坂  睦哉 ｺｻｶ ﾄｷﾔ 岡⼭ Forum racing
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366 9802484 植⽊ 康⽂ ｳｴｷ ﾔｽﾌﾐ ⼭⼝ ⼭⼝県⾃転⾞競技連盟・GRP
367 1802627 ⼤久保 剛 ｵｵｸﾎﾞ ﾂﾖｼ ⼭⼝ ⼭⼝県⾃転⾞競技連盟・GRP
368 1900187 ⾼重 ⻯輔 ﾀｶｼｹﾞ ﾘｭｳｽｹ ⼭⼝ ⼭⼝県⾃転⾞競技連盟・GRP
369 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
370 1802119 原 直⼈ ﾊﾗ ﾅｵﾄ ⼭⼝ ⼭⼝県⾃転⾞競技連盟・GRP
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