
【クラスタ︓E1  グレード︓H】 24名 2019/7/24

No JCF ID ⽒名 カナ 登録地 チーム名

101 1200140 海保 洋平 ｶｲﾎ ﾖｳﾍｲ 千葉 AQULS内房レーシング
102 1400051 佐藤 耕司 ｻﾄｳ ｺｳｼﾞ 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 9700734 井上 登⼠哉 ｲﾉｳｴ ﾄｼﾔ 愛媛 VC VELOCE
105 1201718 ⾦⼦ 陽⼀ ｶﾈｺ ﾖｳｲﾁ ⼤阪 VC VELOCE
106 1600066 佐々⽊ 均 ｻｻｷ ﾋﾄｼ 広島 voyAge cycling team
107 1600352 服平 和樹 ﾌｸﾍﾞ ｶｽﾞｷ ⼤分 ALL OUT reric
108 1500603 森本 ⽞達 ﾓﾘﾓﾄ ﾋﾛﾐﾁ 岡⼭ code 33
109 0901407 今井 基裕 ｲﾏｲ ﾓﾄﾋﾛ 東京 サイタマサイクルプロジェクト
110 1000280 桑⼭ 和也 ｸﾜﾔﾏ ｶｽﾞﾔ ⼤阪 シマノドリンキング
111 1802143 坂⼝ 裕芳 ｻｶｸﾞﾁ ﾋﾛﾖｼ 兵庫 soleil de lest
112 1600075 坂川 達⾏ ｻｶｶﾞﾜ ﾀﾂﾕｷ 広島 Team Kermis Cross
113 1700578 ⼀丸 裕介 ｲﾁﾏﾙ ﾕｳｽｹ 徳島 TeamUKYO Reve
114 1501770 岩本 克也 ｲﾜﾓﾄ ｶﾂﾔ ⼭⼝ TeamUKYO Reve
115 1500211 ⾼橋 叶平 ﾀｶﾊｼ ｷｮｳﾍｲ 広島 TeamUKYO Reve
116 1100563 真嶋 伸⼀郎 ﾏｼﾞﾏ ｼﾝｲﾁﾛｳ 広島 チーム・ケンズ
117 0701230 岡本 康太郎 ｵｶﾓﾄ ｺｳﾀﾛｳ 和歌⼭ TEAM SANREMO
118 1100638 ⼭岡 健⼈ ﾔﾏｵｶ ｹﾝﾄ 愛媛 TEAM LUPPI
119 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
120 1601492 池⽥ 渓⼈ ｲｹﾀﾞ ｹｲﾄ 熊本 VC福岡（エリート）
121 1400141 ⻑妻 暁 ﾅｶﾞﾂﾏ ｱｷﾗ 神奈川 FORCE
122 0901303 ⻲岡 晋也 ｶﾒｵｶ ｼﾝﾔ 愛媛 masahikomifune.com CyclingTeam
123 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
124 1100076 ⾓⽥ 光隆 ｽﾐﾀﾞ ﾐﾂﾀｶ 奈良 EURO-WORKS Racing
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【クラスタ︓E2  グレード︓H-2】 24名 2019/7/24

No JCF ID ⽒名 カナ 登録地 チーム名

201 1301620 浜⽥ 健志 ﾊﾏﾀﾞ ｹﾝｼﾞ ⼤阪 VC VELOCE
202 1101515 平⽥ 匡史 ﾋﾗﾀ ﾏｻｼ ⼤阪 VC VELOCE
203 1501498 下⼭ 洋平 ｻｶﾞﾔﾏ ﾖｳﾍｲ 広島 エキップ ティラン
204 0300357 ⼀⾊ 寛之 ｲｯｼｷ ﾋﾛﾕｷ 奈良 CIERVO NARA ELITE
205 1502455 ⽥中 隆太 ﾀﾅｶ ﾘｭｳﾀ 広島 Team Kermis Cross
206 9702244 杉野 和宏 ｽｷﾞﾉ ｶｽﾞﾋﾛ 岡⼭ チーム岡⼭
207 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
208 0900283 徳永 易丈 ﾄｸﾅｶﾞ ﾔｽﾀｹ 愛媛 チーム⼤永⼭
209 9702601 津末 浩平 ﾂｽｴ ｺｳﾍｲ ⼤分 津末レーシング
210 1801266 宮崎 泰史 ﾐﾔｻﾞｷ ﾀｲｼ 熊本 津末レーシング
211 1800097 ⽟仙 健⼀ ｷﾞｮｸｾﾝ ｹﾝｲﾁ 広島 DREAMER
212 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
213 1700199 深堀 理 ﾌｶﾎﾘ ﾏｻﾙ 福岡 PARABOLAイワイシーガル
214 0501388 奥⽥ 瑛史 ｵｸﾀﾞ ｴｲｼﾞ 兵庫 BC.ANELLO
215 0400052 前川 元 ﾏｴｶﾜ ﾊｼﾞﾑ 兵庫 BC.ANELLO
216 1600786 松⽥ 健太 ﾏﾂﾀﾞ ｹﾝﾀ 神奈川 PHANTOM 湘南
217 1500347 川上 豪仁 ｶﾜｶﾐ ﾀｹﾋﾄ 福岡 VC福岡（エリート）
218 1900083 中島 雅⼈ ﾅｶｼﾏ ﾏｻﾄ 福岡 VC福岡（エリート）
219 1601622 野間⽥ ⼀浩 ﾉﾏﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 和歌⼭ ミルキーウェイ和歌⼭
220 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
221 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
222 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
223 1600153 ⼭名 拳太郎 ﾔﾏﾅ ｹﾝﾀﾛｳ 和歌⼭ LALPE KF RACING
224 0700657 河合 達朗 ｶﾜｲ ﾀﾂﾛｳ 宮崎 Ｙʼｓ Ｒｏａｄ
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【クラスタ︓E3  グレード︓H-3】 26名 2019/7/24

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 1900270 中原 湊 ﾅｶﾊﾗ ﾐﾅﾄ 熊本 SSPC-アスリート・熊本
303 1703540 福永 隼⼈ ﾌｸﾅｶﾞ ﾊﾔﾄ 熊本 SSPC-アスリート・熊本
304 1702809 岩尾 ⼤河 ｲﾜｵ ﾀｲｶﾞ ⼤分 ALL OUT reric
305 1800122 ⼩笠原 輝彦 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾃﾙﾋｺ ⼤分 ALL OUT reric
306 1502221 周藤 優⽃ ｽﾄｳ ﾕｳﾄ 島根 KamiAllez IZUMO
307 1902342 ⼭⼝ 崚介 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳｽｹ 島根 KamiAllez IZUMO
308 1901277 湯⼭ 幸輝 ﾕﾔﾏ ｺｳｷ 島根 KamiAllez IZUMO
309 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
310 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
311 1602040 ⽜⼭ 恭⼀ ｳｼﾔﾏ ｷｮｳｲﾁ ⿅児島 セレクシオン南九州
312 1802140 塩出 皓成 ｼｵﾃﾞ ｺｳｾｲ 広島 崇徳⾼等学校
313 1900253 野⽥ 恭平 ﾉﾀﾞ ｷｮｳﾍｲ 兵庫 soleil de lest
314 1800171 ⽊村 友亮 ｷﾑﾗ ﾕｳｽｹ 和歌⼭ TEAM SANREMO
315 1800317 河村 明信 ｶﾜﾑﾗ ｱｷﾉﾌﾞ ⼤分 Team Sciroco
316 1700806 神尊 隆治 ｺｳｿ ﾘｭｳｼﾞ ⼤分 津末レーシング
317 1502583 佐藤 弘典 ｻﾄｳ ﾋﾛﾉﾘ ⼤分 津末レーシング
318 1700734 畑 洋介 ﾊﾀ ﾖｳｽｹ ⼤分 津末レーシング
319 1502587 本⽥ ⼀樹 ﾎﾝﾀﾞ ｶｽﾞｷ ⼤分 津末レーシング
320 1900089 ⽥中 良介 ﾀﾅｶ ﾘｮｳｽｹ 熊本 VC福岡（エリート）
321 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
322 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
323 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
324 1802119 原 直⼈ ﾊﾗ ﾅｵﾄ ⼭⼝ ⼭⼝県⾃転⾞競技連盟・GRP
325 1900079 ⾼橋 楽⽣ ﾀｶﾊｼ ﾖｼﾕｷ 宮崎 エイル宮崎
326 1900515 岩男 ⼤輔 ｲﾜｵ ﾀﾞｲｽｹ ⻑崎 NEST nagasaki

【クラスタ︓F  グレード︓H-3】 2名 2019/7/24

No JCF ID ⽒名 カナ 登録地 チーム名

351 1602704 久⽊野 ⾐美 ｸｷﾉ ｴﾐ ⿅児島 TEAM YOU CAN
352 1900263 中川 由美 ﾅｶｶﾞﾜ ﾕﾐ ⼤阪 ナカガワAS・Kʼデザイン
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