
【クラスタ︓E1  グレード︓H】 47名 2019/4/10

No JCF ID ⽒名 カナ 登録地 チーム名
401 1000463 ⽯井 祥平 ｲｼｲ ｼｮｳﾍｲ 神奈川 アーティファクトレーシングチーム
402 1200140 海保 洋平 ｶｲﾎ ﾖｳﾍｲ 千葉 AQULS内房レーシング
403 1400051 佐藤 耕司 ｻﾄｳ ｺｳｼﾞ ⼤阪 イナーメ信濃⼭形-EFT
404 0800429 菅根 利明 ｽｶﾞﾈ ﾄｼｱｷ 群⾺ イナーメ信濃⼭形-EFT
405 0400076 中井 光博 ﾅｶｲ ﾐﾂﾋﾛ 岐⾩ イナーメ信濃⼭形-EFT
406 1200649 野⼝ 岳志 ﾉｸﾞﾁ ﾀｹｼ ⻑野 VCMS GRIDE
407 0900156 浅野 真則 ｱｻﾉ ﾏｻﾉﾘ 三重 VC VELOCE
408 9700734 井上 登⼠哉 ｲﾉｳｴ ﾄｼﾔ 愛媛 VC VELOCE
409 1201718 ⾦⼦ 陽⼀ ｶﾈｺ ﾖｳｲﾁ ⼤阪 VC VELOCE
410 1802568 原⽥ 将⼈ ﾊﾗﾀﾞ ﾏｻﾄ 兵庫 ALL OUT reric
411 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
412 1600449 柴沼 ⽞⼈ ｼﾊﾞﾇﾏ ｹﾞﾝﾄ 茨城 GROWING Racing Team
413 1700871 中川 真也 ﾅｶｶﾞﾜ ｼﾝﾔ ⽯川 Kochel V.C. Sputnik
414 1500603 森本 ⽞達 ﾓﾘﾓﾄ ﾋﾛﾐﾁ 岡⼭ code 33
415 1400079 島⽥ 英樹 ｼﾏﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ ⼤阪 Sakatani Racing
416 1502291 ⽷川 典住 ｲﾄｶﾜ ﾉﾘｽﾐ 兵庫 CIERVO NARA ELITE
417 1100640 ⾼野 翔太 ﾀｶﾉ ｼｮｳﾀ ⼤阪 シマノドリンキング
418 9701890 ⾼橋 聡⼀ ﾀｶﾊｼ ｿｳｲﾁ ⼤阪 シマノドリンキング
419 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
420 1500114 ⽥⼝ 紀昭 ﾀｸﾞﾁ ﾉﾘｱｷ 埼⽟ シャークアイランド
421 1500111 中村 義之 ﾅｶﾑﾗ ﾖｼﾕｷ 埼⽟ シャークアイランド
422 1301588 ⼤杉 直敬 ｵｵｽｷﾞ ﾅｵﾀｶ 静岡 SPADE・ACE
423 1500885 塩澤 魁 ｼｵｻﾞﾜ ｶｲ 愛知 SPADE・ACE
424 9901846 ⼤倉 健⼀ ｵｵｸﾗ ｹﾝｲﾁ 東京 セオレーシング
425 1502197 桐野 ⼀道 ｷﾘﾉ ｶｽﾞﾐﾁ 京都 ZERO
426 1802143 坂⼝ 裕芳 ｻｶｸﾞﾁ ﾋﾛﾖｼ 兵庫 soleil de lest
427 1700578 ⼀丸 裕介 ｲﾁﾏﾙ ﾕｳｽｹ 徳島 TeamUKYO Reve
428 1501770 岩本 克也 ｲﾜﾓﾄ ｶﾂﾔ ⼭⼝ TeamUKYO Reve
429 1500211 ⾼橋 叶平 ﾀｶﾊｼ ｷｮｳﾍｲ 広島 TeamUKYO Reve
430 1500505 築⼭ 元樹 ﾂｷﾔﾏ ｹﾞﾝｷ 岡⼭ Team Grandi Petit
431 1100563 真嶋 伸⼀郎 ﾏｼﾞﾏ ｼﾝｲﾁﾛｳ 広島 チーム・ケンズ
432 0700204 ⼤原 勇⽣ ｵｵﾊﾗ ﾕｳｷ ⼤阪 チーム  スクアドラ
433 0900367 隅原 秀年 ｽﾐﾊﾗ ﾋﾃﾞﾄｼ ⼤阪 チーム  スクアドラ
434 1600502 宮本 訓寛 ﾐﾔﾓﾄ ｸﾆﾋﾛ ⼤阪 チーム  スクアドラ
435 0000251 佐々⽊ 健 ｻｻｷ ﾀｹｼ 愛知 天狗党
436 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
437 1601955 本間 豪紀 ﾎﾝﾏ ﾋﾃﾞﾄｼ 東京 NAK Racing
438 1800462 佐々⽊ 遼 ｻｻｷ ﾘｮｳ 神奈川 PHANTOM 湘南
439 1500813 堀⽥ 耕司 ﾎｯﾀ ｺｳｼﾞ 愛知 BREZZA-KAMIHAGI
440 1502775 古川 裕真 ﾌﾙｶﾜ ﾕｳﾏ 静岡 ボンシャンス
441 1200156 天春 雄也 ｱﾏｶﾞｽ ﾕｳﾔ 三重 MAX SPEED 97
442 1400047 菅⾕ 修 ｽｶﾞﾔ ｵｻﾑ 東京 MIVRO
443 1600646 Tom BOSSIS ﾄﾑ ﾎﾞｼｽ 神奈川 Yamanakako Cyclisme Formation 
444 1801013 榊原 航太 ｻｶｷﾊﾞﾗ ｺｳﾀ 神奈川 Racing CUBE
445 1500264 折橋 孝治 ｵﾘﾊｼ ｺｳｼﾞ 千葉 湾岸サイクリング・ユナイテッド
446 1800170 七井 勇之介 ﾅﾅｲ ﾕｳﾉｽｹ 千葉 BMレーシングZUNOW
447 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】 32名 2019/4/10

No JCF ID ⽒名 カナ 登録地 チーム名
501 1700031 中治 綱太 ﾅｶｼﾞ ｺｳﾀ ⼤阪 イナーメ信濃⼭形-EFT
502 1300541 村⽥ 哲寛 ﾑﾗﾀ ﾃﾂﾋﾛ ⽯川 イナーメ信濃⼭形-EFT
503 1700730 櫻井 俊太朗 ｻｸﾗｲ ｼｭﾝﾀﾛｳ 茨城 ウィンディー筑波
504 1200390 ⽯井 智 ｲｼｲ ﾄﾓ ⼤阪 VC VELOCE
505 0400143 梅林 康典 ｳﾒﾊﾞﾔｼ ﾔｽﾉﾘ 愛知 KINAN AACA
506 1000195 川上 晃史 ｶﾜｶﾐ ｺｳｼﾞ 愛知 ｸﾗﾌﾞGiro
507 9702810 ⾼梨 真幸⼈ ﾀｶﾅｼ ﾏｺﾄ 茨城 GROWING Racing Team
508 1701575 永塩 幸之介 ﾅｶﾞｼｵ ｺｳﾉｽｹ 群⾺ 群⾺グリフィンエリート
509 1502126 杭⽥ 翔太 ｸｴﾀﾞ ｼｮｳﾀ 岡⼭ code 33
510 1000051 武平 純⼀ ﾀｹﾋﾗ ｼﾞｭﾝｲﾁ ⼤阪 Sakatani Racing
511 1703521 神⾕ 正紀 ｶﾐﾔ ﾏｻﾉﾘ 静岡 シマノドリンキング
512 0001146 福島 陽児 ﾌｸｼﾏ ﾖｳｼﾞ ⼤阪 シマノドリンキング
513 1800396 坂本 裕輔 ｻｶﾓﾄ ﾕｳｽｹ 埼⽟ シャークアイランド
514 1300028 ⻘野 淳⼀ ｱｵﾉ ｼﾞｭﾝｲﾁ 静岡 Squadra di LAVORANTE
515 1300031 増⽥ 弘誠 ﾏｽﾀﾞ ﾋﾛﾅｶﾞ 静岡 SPADE・ACE
516 1800204 安⽥ 拓也 ﾔｽﾀﾞ ﾀｸﾔ 島根 Team Kermis Cross
517 1300204 岩崎 弘幸 ｲﾜｻｷ ﾋﾛﾕｷ 富⼭ チーム ローマン
518 0900795 守⼝ 海 ﾓﾘｸﾞﾁ ｶｲ ⻑野 チームサイクルマインド
519 1201903 杉村 敏章 ｽｷﾞﾑﾗ ﾄｼｱｷ 愛媛 チーム⼤永⼭
520 0900283 徳永 易丈 ﾄｸﾅｶﾞ ﾔｽﾀｹ 愛媛 チーム⼤永⼭
521 1800097 ⽟仙 健⼀ ｷﾞｮｸｾﾝ ｹﾝｲﾁ 広島 DREAMER
522 0501388 奥⽥ 瑛史 ｵｸﾀﾞ ｴｲｼﾞ 兵庫 BC.ANELLO
523 0400052 前川 元 ﾏｴｶﾜ ﾊｼﾞﾑ 兵庫 BC.ANELLO
524 1700457 濱野 巧勝 ﾊﾏﾉ ﾖｼﾉﾘ 愛知 BREZZA-KAMIHAGI
525 0300140 佐藤 善⼤ ｻﾄｳ ﾖｼﾋﾛ 愛知 Verdad
526 9701965 ⼭⽥ 哲志 ﾔﾏﾀﾞ ｻﾄｼ ⼤阪 本町クラブ
527 1200467 ⽣越 康之 ｵｺﾞｼ ｺｳｼﾞ 島根 MAX SPEED 97
528 1602681 原⽥ 裕貴 ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾛｷ 神奈川 YOKOSUKA UNO RACING
529 1000471 ⼤島 理彦 ｵｵｼﾏ ﾐﾁﾋｺ ⻑野 ラヴニールあづみの
530 1600153 ⼭名 拳太郎 ﾔﾏﾅ ｹﾝﾀﾛｳ 和歌⼭ LALPE KF RACING
531 1700993 宇賀持 凌 ｳｶﾞﾓﾁ ﾘｮｳ 栃⽊ リベルタスTOCHIGI BICYCLE CLUB
532 1600459 伊賀 幹 ｲｶﾞ ﾂﾖｼ 千葉 湾岸サイクリング・ユナイテッド
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【クラスタ︓E3  グレード︓H-3】 50名 2019/4/10

No JCF ID ⽒名 カナ 登録地 チーム名
601 1602244 上妻 卓⽮ ｳｴﾂﾏ ﾀｸﾔ 京都 AVANCE PLUS
602 1800038 伊奈 孝浩 ｲﾅ ﾀｶﾋﾛ 愛知 イナーメ信濃⼭形-EFT
603 1300476 佐藤 圭⼀ ｻﾄｳ ｹｲｲﾁ 愛知 イナーメ信濃⼭形-EFT
604 1900199 中野 圭 ﾅｶﾉ ｹｲ 愛知 イナーメ信濃⼭形-EFT
605 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
606 1900654 原 良太 ﾊﾗ ﾘｮｳﾀ 愛知 インパルス
607 1301547 藤⽥ 新⼆ ﾌｼﾞﾀ ｼﾝｼﾞ 愛知 インパルス
608 1702110 藤⽥ ⻯也 ﾌｼﾞﾀ ﾀﾂﾔ 愛知 インパルス
609 1500049 末冨 拓 ｽｴﾄﾐ ﾀｸ 滋賀 VC VELOCE
610 0700131 ⽇野 桂 ﾋﾉ ｶﾂﾗ 兵庫 VC VELOCE
611 1600432 藤岡 泰之 ﾌｼﾞｵｶ ﾔｽﾕｷ 広島 eNShare Cycling Team
612 1502740 ⾼⽥ 幸朗 ﾀｶﾀﾞ ﾕｷｵ 京都 ALL OUT reric
613 1700358 中林 翔 ﾅｶﾊﾞﾔｼ ｼｮｳ 愛知 KINAN AACA
614 1803012 鍛治ヶ澤 光紀 ｶｼﾞｶﾞｻﾜ ﾐﾂﾉﾘ 群⾺ 群⾺グリフィンエリート
615 1802426 ⼩村 悠樹 ｺﾑﾗ ﾊﾙｷ ⽯川 Kochel V.C. Sputnik
616 1600691 外川 伸介 ﾄｶﾞﾜ ｼﾝｽｹ ⽯川 Kochel V.C. Sputnik
617 1700869 中村 勝彦 ﾅｶﾑﾗ ｶﾂﾋｺ ⽯川 Kochel V.C. Sputnik
618 1900550 ⾼橋 恭平 ﾀｶﾊｼ ｷｮｳﾍｲ 岐⾩ KOGMA Racing
619 1800435 岸 央展 ｷｼ ﾋﾛﾉﾌﾞ ⼤阪 Sakatani Racing
620 1401920 ⽥代 亘 ﾀｼﾛ ﾜﾀﾙ ⼤阪 シマノドリンキング
621 1300017 内⼭ 紀寿 ｳﾁﾔﾏ ﾉﾘﾋｻ 静岡 SPADE・ACE
622 1600070 内藤 厚典 ﾅｲﾄｳ ｱﾂﾉﾘ 静岡 SPADE・ACE
623 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
624 1600808 ⽥中 典⾏ ﾀﾅｶ ﾉﾘﾕｷ 兵庫 Team ZERO UNO FRONTIER
625 1700751 ⼩⼭⽥ 亮 ｵﾔﾏﾀﾞ ﾘｮｳ 静岡 TEAM YOU CAN
626 1900392 ⽥村 雄助 ﾀﾑﾗ ﾕｳｽｹ 岡⼭ Team Grandi Petit
627 1900389 中村 ⼀登 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞﾄ 岡⼭ Team Grandi Petit
628 1401651 新居 志信 ﾆｲ ﾕｷﾉﾌﾞ 岡⼭ Team Grandi Petit
629 1800405 藤岡 信太郎 ﾌｼﾞｵｶ ｼﾝﾀﾛｳ 岡⼭ Team Grandi Petit
630 1501201 森井 浩明 ﾓﾘｲ ﾋﾛｱｷ 岡⼭ Team Grandi Petit
631 1600157 畑上 壽太 ﾊﾀｶﾞﾐ ﾋｻﾀ 和歌⼭ TEAM SANREMO
632 1703499 加藤 浩晃 ｶﾄｳ ﾋﾛｱｷ 愛知 DESTRA
633 1800269 中尾 太郎 ﾅｶｵ ﾀﾛｳ 神奈川 TONY Racing
634 1600580 中野 智弘 ﾅｶﾉ ﾄﾓﾋﾛ ⼤阪 ナカガワAS・Kʼデザイン
635 1601609 廣井 誠 ﾋﾛｲ ﾏｺﾄ 東京 なるしまフレンド
636 1802500 上野 真 ｳｴﾉ ｼﾝ 東京 VIVA☆ZAPPEI極
637 1900257 梅原 朱熙 ｳﾒﾊﾗ ｼｭｷ 神奈川 PHANTOM 湘南
638 1900115 佐々⽊ 海 ｻｻｷ ｶｲ 神奈川 PHANTOM 湘南
639 1900300 宮崎 晃司 ﾐﾔｻﾞｷ ｺｳｼﾞ 兵庫 VC AVANZARE
640 1900083 中島 雅⼈ ﾅｶｼﾏ ﾏｻﾄ 福岡 VC福岡（エリート）
641 1900219 ⻑汐 陽⼀郎 ﾅｶﾞｼｵ ﾖｳｲﾁﾛｳ 岡⼭ Forum racing
642 0500522 丹下 真⼈ ﾀﾝｹﾞ ﾏｻﾄ 滋賀 FUKADAまじりんぐ
643 1301947 福岡 智之 ﾌｸｵｶ ﾄﾓﾕｷ 滋賀 FUKADAまじりんぐ
644 1501826 松本 天照 ﾏﾂﾓﾄ ﾃﾝｼｮｳ 滋賀 FUKADAまじりんぐ
645 1600365 ⼤森 尉正 ｵｵﾓﾘ ﾔｽﾏｻ 三重 BREZZA-KAMIHAGI
646 1802376 和⽥ 集太 ﾜﾀﾞ ｼｭｳﾀ 岐⾩ BREZZA-KAMIHAGI
647 1901013 吉⽥ ⼀⼼ ﾖｼﾀﾞ ｲｯｼﾝ 三重 MAX SPEED 97
648 1800445 ⼤脇 勝俊 ｵｵﾜｷ ｶﾂﾄｼ 愛知 ラヴニールあづみの
649 1700640 花嶋 泰弘 ﾊﾅｼﾏ ﾔｽﾋﾛ 茨城 FLECHA
650 1700761 堀江 ⼀葉 ﾎﾘｴ ｶｽﾞﾊ 茨城 FLECHA
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【クラスタ︓F  グレード︓H-3】 12名 2019/4/10

No JCF ID ⽒名 カナ 登録地 チーム名
701 1800035 ⼩林 諒 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳ 京都 VC VELOCE
702 1600018 堀江 みちこ ﾎﾘｴ ﾐﾁｺ ⼤阪 VC VELOCE
703 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
704 1500149 島崎 典⼦ ｼﾏｻﾞｷ ﾉﾘｺ 埼⽟ シャークアイランド
705 1402101 ⽥島 洋⼦ ﾀｼﾞﾏ ﾖｳｺ 埼⽟ シャークアイランド
706 1800032 森本 保乃花 ﾓﾘﾓﾄ ﾎﾉｶ ⼤阪 ZERO
707 1700729 伊藤 優以 ｲﾄｳ ﾕｲ 兵庫 Team ZERO UNO FRONTIER
708 1700774 ⼤坂 智加 ｵｵｻｶ ﾄﾓｶ 滋賀 Team ZERO UNO FRONTIER
709 1602704 久⽊野 ⾐美 ｸｷﾉ ｴﾐ ⿅児島 TEAM YOU CAN
710 1700050 望⽉ 美和⼦ ﾓﾁﾂﾞｷ ﾐﾜｺ 静岡 フィッツ
711 1803042 早福 佳乃⼦ ｿｳﾌｸ ｶﾉｺ 東京 FORCE
712 1402074 ⼤堀 博美 ｵｵﾎﾘ ﾋﾛﾐ 神奈川 YOKOSUKA UNO RACING
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