
【クラスタ︓E1  グレード︓A】125名 2019.3.11
No JCF ID ⽒名 カナ 登録地 チーム名
1 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
2 1600260 海⽼名 歩 ｴﾋﾞﾅ ｱﾕﾑ 東京 アーティファクトレーシングチーム
3 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
4 1700251 ⽻上⽥ 明彦 ﾊｼﾞｮｳﾀﾞ ｱｷﾋｺ 神奈川 アーティファクトレーシングチーム
5 1700690 村⼭ 悠平 ﾑﾗﾔﾏ ﾕｳﾍｲ 千葉 AVENTURA AIKOH TOYO VICTORIA RACING
6 1301908 ⼭⼝ 和来 ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｽﾞｷ 東京 AVENTURA AIKOH TOYO VICTORIA RACING
7 1700507 奥澤 優也 ｵｸｻﾞﾜ ﾕｳﾔ 埼⽟ AutoBahnGotemba
8 9702875 ⼭⼝ 博久 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛﾋｻ 東京 ACQUA TAMA
9 1200140 海保 洋平 ｶｲﾎ ﾖｳﾍｲ 千葉 AQULS内房レーシング
10 1800331 ⾼橋 英⽂ ﾀｶﾊｼ ﾋﾃﾞﾌﾐ 群⾺ ALLEGRO
11 1702239 河⽥ 恭司郎 ｶﾜﾀﾞ ｷｮｳﾛｳ 愛知 イナーメ信濃⼭形-EFT
12 1402251 ⽩⽯ 光 ｼﾗｲｼ ﾋｶﾙ 神奈川 イナーメ信濃⼭形-EFT
13 1301393 森 光流 ﾓﾘ ﾋｶﾙ 千葉 イナーメ信濃⼭形-EFT
14 1200649 野⼝ 岳志 ﾉｸﾞﾁ ﾀｹｼ ⻑野 VCMS GRIDE
15 1800085 池川 ⾠哉 ｲｹｶﾞﾜ ﾀﾂﾔ ⼤阪 VC VELOCE
16 1100274 藤⽥ 耕志 ﾌｼﾞﾀ ﾀｶｼ ⼤阪 VC VELOCE
17 1800213 今井 ⼤悟 ｲﾏｲ ﾀﾞｲｺﾞ 東京 VENTOS FRECCIA
18 1301128 ⼩野寺 望 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾉｿﾞﾑ 東京 VENTOS FRECCIA
19 1602211 永富 ⼀騎 ﾅｶﾞﾄﾐ ｶｽﾞｷ 東京 VENTOS FRECCIA
20 1700059 平井 光介 ﾋﾗｲ ｺｳｽｹ ⼭梨 EQADS
21 1300487 ⼭本 敦 ﾔﾏﾓﾄ ｱﾂｼ 神奈川 SBC Vertex Racing Team
22 1501977 渡辺 拓也 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｸﾔ 愛知 SBC Vertex Racing Team
23 1800057 中村 将也 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾔ ⼤阪 ALL OUT reric
24 1802568 原⽥ 将⼈ ﾊﾗﾀﾞ ﾏｻﾄ 兵庫 ALL OUT reric
25 0900227 鮎澤 誠治 ｱｲｻﾞﾜ ｾｲｼﾞ ⻑野 カンクリサイクリングチーム
26 1500234 ⾼橋 滉太郎 ﾀｶﾊｼ ｺｳﾀﾛｳ 東京 Clichy Cycling Club
27 1600308 ⼤内 淳司 ｵｵｳﾁ ｱﾂｼ 茨城 GROWING Racing Team
28 1600449 柴沼 ⽞⼈ ｼﾊﾞﾇﾏ ｹﾞﾝﾄ 茨城 GROWING Racing Team
29 9900113 ⾼橋 利明 ﾀｶﾊｼ ﾄｼｱｷ 茨城 GROWING Racing Team
30 1600332 佐藤 駿 ｻﾄｳ ｼｭﾝ 群⾺ 群⾺グリフィンエリート
31 1700871 中川 真也 ﾅｶｶﾞﾜ ｼﾝﾔ ⽯川 Kochel V.C. Sputnik
32 1600750 阿部 直幸 ｱﾍﾞ ﾅｵﾕｷ 神奈川 サイクルフリーダム・レーシング
33 1300237 岩佐 昭⼀ ｲﾜｻ ｼｨｳｲﾁ 千葉 サイクルフリーダム・レーシング
34 1300024 佐藤 秀和 ｻﾄｳ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 埼⽟ サイクルフリーダム・レーシング
35 1300232 醍醐 貴徳 ﾀﾞｲｺﾞ ﾀｶﾉﾘ 千葉 サイクルフリーダム・レーシング
36 1500593 奈良 祥吾 ﾅﾗ ｼｮｳｺﾞ 埼⽟ サイタマサイクルプロジェクト
37 0001698 福原 ⼤ ﾌｸﾊﾗ ﾀﾞｲ 埼⽟ サイタマサイクルプロジェクト
38 1700557 松﨑 琢仁 ﾏﾂｻﾞｷ ﾀｸﾐ 埼⽟ サイタマサイクルプロジェクト
39 1402357 吉⽥ 勝彦 ﾖｼﾀﾞ ｶﾂﾋｺ 埼⽟ 彩北ツブラーゼ
40 1001777 伊藤 晋⼀ ｲﾄｳ ｼﾝｲﾁ 神奈川 G.S.POSITIVO
41 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
42 1500114 ⽥⼝ 紀昭 ﾀｸﾞﾁ ﾉﾘｱｷ 埼⽟ シャークアイランド
43 1500111 中村 義之 ﾅｶﾑﾗ ﾖｼﾕｷ 埼⽟ シャークアイランド
44 1300007 ⾼清⽔ 天翔 ﾀｶｼﾐｽﾞ ﾃﾝｼｮｳ 静岡 GIANT INTERNAL FELLOWS TEAM
45 0400882 加賀 ⿓治 ｶｶﾞ ﾘｭｳｼﾞ 広島 SUBARU Cycling Team
46 1500665 ⽊村 盛義 ｷﾑﾗ ﾓﾘﾖｼ 群⾺ SUBARU Cycling Team
47 1300295 ⼩林 成輔 ｺﾊﾞﾔｼ ｾｲｽｹ 東京 SUBARU Cycling Team
48 1301588 ⼤杉 直敬 ｵｵｽｷﾞ ﾅｵﾀｶ 静岡 SPADE・ACE
49 1402063 岡 理裕 ｵｶ ﾏｻﾋﾛ 静岡 SPADE・ACE
50 0800118 岸本 侑⼤ ｷｼﾓﾄ ﾕｷﾋﾛ 栃⽊ SPADE・ACE
51 1401674 檜村 奏太 ﾋﾑﾗ ｿｳﾀ 東京 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ
52 9901846 ⼤倉 健⼀ ｵｵｸﾗ ｹﾝｲﾁ 東京 セオレーシング
53 1301936 野中 秀樹 ﾉﾅｶ ﾋﾃﾞｷ 東京 セオレーシング
54 1502197 桐野 ⼀道 ｷﾘﾉ ｶｽﾞﾐﾁ 京都 ZERO
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55 1502700 塚本 隼 ﾂｶﾓﾄ ﾊﾔﾄ ⼤阪 ZERO
56 1700035 花⽥ ⾦之助 ﾊﾅﾀﾞ ｷﾝﾉｽｹ ⼤阪 ZERO
57 1000436 ⾼⽥ 雄太 ﾀｶﾀﾞ ﾕｳﾀ 東京 たかだフレンドレーシング
58 0301108 岩倉 航太郎 ｲﾜｸﾗ ｺｳﾀﾛｳ 神奈川 ⽵芝サイクルレーシング
59 0600618 飯沼 誠憲 ｲｲﾇﾏ ﾏｻﾉﾘ 東京 Team CUORE
60 1200538 平賀 康⼀ ﾋﾗｶﾞ ｺｳｲﾁ 東京 Team CUORE
61 1700273 齋藤 健太朗 ｻｲﾄｳ ｹﾝﾀﾛｳ 神奈川 チーム・ウォークライド
62 0701230 岡本 康太郎 ｵｶﾓﾄ ｺｳﾀﾛｳ 和歌⼭ TEAM SANREMO
63 1602414 吉澤 祐介 ﾖｼｻﾞﾜ ﾕｳｽｹ 東京 Team SHIDO
64 1100038 ⾹⻄ 真介 ｺｳｻﾞｲ ｼﾝｽｹ 神奈川 チバポンズ
65 1400631 中井 雄策 ﾅｶｲ ﾕｳｻｸ 群⾺ TRC PANAMAREDS
67 1301727 内丸 達也 ｳﾁﾏﾙ ﾀﾂﾔ 愛知 DESTRA
68 1201709 川瀬 章史 ｶﾜｾ ｱｷﾌﾐ 愛知 DESTRA
69 1200315 鈴⽊ 聖⼠ ｽｽﾞｷ ｾｲｼﾞ 愛知 DESTRA
70 1703532 須藤 ⼤喜 ｽﾄﾞｳ ﾀﾞｲｷ 愛知 DESTRA
71 1100431 ⼆俣 雄哉 ﾌﾀﾏﾀ ﾕｳﾔ 愛知 DESTRA
72 0000251 佐々⽊ 健 ｻｻｷ ﾀｹｼ 愛知 天狗党
73 1300379 棚橋 峻也 ﾀﾅﾊｼ ｼｭﾝﾔ 愛知 天狗党
74 1301786 野上 太⼀ ﾉｶﾞﾐ ﾀｲﾁ 愛知 天狗党
75 1601955 本間 豪紀 ﾎﾝﾏ ﾋﾃﾞﾄｼ 東京 NAK Racing
76 0500037 櫻井 ⼀輝 ｻｸﾗｲ ｶｽﾞｷ 静岡 なるしまフレンド
77 1501424 菅⾕ 照⽣ ｽｶﾞﾔ ﾃﾙｷ ⼭梨 なるしまフレンド
78 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
79 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
80 1602258 ⻫藤 侑⽣ ｻｲﾄｳ ﾕｳｷ 宮城 ハヤサカサイクルレーシングチーム
81 1201351 簑原 ⼤介 ﾐﾉﾊﾗ ﾀｲｽｹ 福岡 ハヤサカサイクルレーシングチーム
82 1700686 井狩 聖貴 ｲｶﾘ ﾄｼｷ 千葉 BMレーシングZUNOW
83 1800170 七井 勇之介 ﾅﾅｲ ﾕｳﾉｽｹ 千葉 BMレーシングZUNOW
84 1000400 ⼩林 秀雄 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞｵ 東京 FAST LANE Racing
85 1000071 古屋 穂⾼ ﾌﾙﾔ ﾎﾀﾞｶ 神奈川 FAST LANE Racing
86 1301694 ⼩貫 智紀 ｵﾇｷ ﾄﾓﾉﾘ 神奈川 PHANTOM 湘南
87 1100350 加納 篤 ｶﾉｳ ｱﾂｼ 栃⽊ VC福岡（エリート）
88 1502196 中森 ⼤樹 ﾅｶﾓﾘ ﾀｲｷ 福岡 VC福岡（エリート）
89 1600276 ⾹川 宏太 ｶｶﾞﾜ ｺｳﾀ 東京 フィッツ
90 1601774 三⽥村 ⻯太 ﾐﾀﾑﾗ ﾘｭｳﾀ 東京 フィッツ
91 1500164 吉⽥ 泰⼤ ﾖｼﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ 神奈川 フィッツ
92 1400141 ⻑妻 暁 ﾅｶﾞﾂﾏ ｱｷﾗ 神奈川 FORCE
93 1600278 御堂 ⼒哉 ﾐﾄﾞｳ ﾘｷﾔ 東京 FORCE
94 1801200 元⽊ 晶央 ﾓﾄｷ ｱｷｵ 東京 FORCE
95 1700556 浅野 涼太 ｱｻﾉ ﾘｮｳﾀ 栃⽊ ブラウ・ブリッツェン
96 1001728 ⾬澤 弘機 ｱﾒｻﾞﾜ ﾋﾛｷ 栃⽊ ブラウ・ブリッツェン
97 1602084 海藤 颯 ｶｲﾄﾞｳ ﾊﾔﾃ 栃⽊ ブラウ・ブリッツェン
98 1600451 ⽊村 紀仁 ｷﾑﾗ ﾉﾘﾋﾄ 茨城 ブラウ・ブリッツェン
99 1800308 鈴⽊ 道也 ｽｽﾞｷ ﾐﾁﾔ 栃⽊ ブラウ・ブリッツェン
100 1400772 宮⽥ 琢視 ﾐﾔﾀ ﾀｸﾐ 栃⽊ ブラウ・ブリッツェン
101 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
102 1600888 ⼤澤 昌輝 ｵｵｻﾜ ﾏｻｷ 愛知 BREZZA-KAMIHAGI
103 1600889 ⻄川 徹 ﾆｼｶﾜ ﾄｵﾙ 愛知 BREZZA-KAMIHAGI
104 1500813 堀⽥ 耕司 ﾎｯﾀ ｺｳｼﾞ 愛知 BREZZA-KAMIHAGI
105 1502775 古川 裕真 ﾌﾙｶﾜ ﾕｳﾏ 静岡 ボンシャンス
106 1001863 ⼩林 宏志 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｼ 栃⽊ Honda栃⽊ JET
107 1200156 天春 雄也 ｱﾏｶﾞｽ ﾕｳﾔ 三重 MAX SPEED 97
108 1401536 ⼩川 修 ｵｶﾞﾜ ｵｻﾑ 三重 MAX SPEED 97
109 0600447 岩島 啓太 ｲﾜｼﾏ ｹｲﾀ 東京 MIVRO
110 1400047 菅⾕ 修 ｽｶﾞﾔ ｵｻﾑ 東京 MIVRO
111 1301795 塚本 ⼀樹 ﾂｶﾓﾄ ｲﾂｷ 静岡 Yamanakako Cyclisme Formation 
112 1600646 Tom BOSSIS ﾄﾑ ﾎﾞｼｽ 神奈川 Yamanakako Cyclisme Formation 



113 1601498 森崎 英登 ﾓﾘｻｷ ﾋﾃﾞﾄ 愛知 Yamanakako Cyclisme Formation 
114 1602061 ⼭之内 壮真 ﾔﾏﾉｳﾁ ｼｮｳﾏ 神奈川 Yamanakako Cyclisme Formation 
115 1000714 佐々⽊ 暖 ｻｻｷ ﾀﾞﾝ 奈良 EURO-WORKS Racing
116 1600304 神原 真⼈ ｶﾝﾊﾞﾗ ﾏｻﾄ 茨城 Unity
117 1500648 福吉 紳悟 ﾌｸﾖｼ ｼﾝｺﾞ 神奈川 YOKOSUKA UNO RACING
118 0600361 中⾥ 仁 ﾅｶｻﾞﾄ ﾏｻﾙ 群⾺ Rapha Cycling Club
119 1600285 ⼭⽥ 貴⼀ ﾔﾏﾀﾞ ｷｲﾁ 東京 LINKVISION GIRASOLE CYCLING
120 1300216 ⽯橋 利晃 ｲｼﾊﾞｼ ﾄｼｱｷ 千葉 湾岸サイクリング・ユナイテッド
121 1800241 鵜澤 慶徳 ｳｻﾞﾜ ﾖｼﾉﾘ 千葉 湾岸サイクリング・ユナイテッド
122 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
123 1500251 ⽵内 貴紀 ﾀｹｳﾁ ﾀｶﾉﾘ 千葉 湾岸サイクリング・ユナイテッド
124 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
125 1600456 ⼭崎 博志 ﾔﾏｻﾞｷ ﾋﾛｼ 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︓A-3】119名 2019.3.11
No JCF ID ⽒名 カナ 登録地 チーム名
201 1700601 川⽥ 翔太 ｶﾜﾀﾞ ｼｮｳﾀ 東京 AVENTURA AIKOH TOYO VICTORIA RACING
202 1601247 辻野 ⻯輝 ﾂｼﾞﾉ ﾀﾂｷ 埼⽟ AutoBahnGotemba
203 1802698 永淵 陸 ﾅｶﾞﾌﾞﾁ ﾘｸ 千葉 AutoBahnGotemba
204 0101339 江藤 真輔 ｴﾄｳ ｼﾝｼｹ 東京 ACQUA TAMA
207 1702116 ⼩林 樹⽣ ｺﾊﾞﾔｼ ｲﾂｷ 静岡 イナーメ信濃⼭形-EFT
208 1900199 中野 圭 ﾅｶﾉ ｹｲ 愛知 イナーメ信濃⼭形-EFT
209 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
210 1402194 浜⽥ ⼤雅 ﾊﾏﾀﾞ ﾀｲｶﾞ ⼤阪 イナーメ信濃⼭形-EFT
211 9701455 夜野 正紀 ﾖﾉ ﾏｻﾉﾘ 静岡 イナーメ信濃⼭形-EFT
212 1301547 藤⽥ 新⼆ ﾌｼﾞﾀ ｼﾝｼﾞ 愛知 インパルス
213 1702110 藤⽥ ⻯也 ﾌｼﾞﾀ ﾀﾂﾔ 愛知 インパルス
214 1702902 江⾓ 駿 ｴｽﾐ ｼｭﾝ 東京 VENTOS FRECCIA
215 1802984 ⼩貫 耕平 ｵﾇｷ ｺｳﾍｲ 東京 VENTOS FRECCIA
216 1801390 ⼩林 和真 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾏ 東京 VENTOS FRECCIA
217 1703441 塩野 淳平 ｼｵﾉ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 東京 VENTOS FRECCIA
218 1900482 ⻄村 基 ﾆｼﾑﾗ ﾓﾄｲ 神奈川 VENTOS FRECCIA
219 1900510 三澤 翔⼤ ﾐｻﾜ ｼｮｳﾀ 東京 VENTOS FRECCIA
220 1502789 ⼤澤 淳真 ｵｵｻﾜ ｱﾂﾏｻ 東京 SBC Vertex Racing Team
221 1900118 ⼩南舘 純 ｺﾐﾅﾐﾀﾞﾃ ｼﾞｭﾝ 神奈川 MGM GROMA RACING TEAM
222 1800325 ⾼⽊ 友明 ﾀｶｷﾞ ﾄﾓｱｷ 神奈川 MGM GROMA RACING TEAM
223 1900113 ⼾⽥ 裕⼀ ﾄﾀﾞ ﾕｳｲﾁ 神奈川 MGM GROMA RACING TEAM
224 1800385 蛭⽥ 智啓 ﾋﾙﾀ ﾄｼﾋﾛ 東京 MGM GROMA RACING TEAM
225 1800400 藤巻 仁 ﾌｼﾞﾏｷ ﾋﾄｼ 神奈川 MGM GROMA RACING TEAM
226 0400054 正⽊ 浩史 ﾏｻｷ ﾋﾛｼ 兵庫 グランデパール播磨
227 1900430 ⾼橋 義政 ﾀｶﾊｼ ﾖｼﾏｻ 千葉 Clichy Cycling Club
229 1701575 永塩 幸之介 ﾅｶﾞｼｵ ｺｳﾉｽｹｽｹ 群⾺ 群⾺グリフィンエリート
230 1802426 ⼩村 悠樹 ｺﾑﾗ ﾊﾙｷ ⽯川 Kochel V.C. Sputnik
235 1700699 波⽥野 達 ﾊﾀﾉ ｲﾀﾙ 千葉 サイクルフリーダム・レーシング
236 1700595 岩澤 庸介 ｲﾜｻﾜ ﾖｳｽｹ 東京 彩北ツブラーゼ
237 1900204 宮本 博之 ﾐﾔﾓﾄ ﾋﾛﾕｷ 埼⽟ 彩北ツブラーゼ
239 1401083 及川 ⼀総 ｵｲｶﾜ ｶｽﾞｻ 岩⼿ 作新学院⼤学
240 1401433 床井 亮太 ﾄｺｲ ﾘｮｳﾀ 栃⽊ 作新学院⼤学
241 1801341 中村 優太 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾀ 栃⽊ 作新学院⼤学
242 1501411 村⼭ 浩司 ﾑﾗﾔﾏ ｺｳｼ 栃⽊ 作新学院⼤学
245 1401920 ⽥代 亘 ﾀｼﾛ ﾜﾀﾙ ⼤阪 シマノドリンキング
246 1700506 新井 学 ｱﾗｲ ﾏﾅﾌﾞ 埼⽟ シャークアイランド
248 1800346 ⼤塚 翔太 ｵｵﾂｶ ｼｮｳﾀ 静岡 Squadra di LAVORANTE
249 1900086 島⼝ 絢伍 ｼﾏｸﾞﾁ ｹﾝｺﾞ 静岡 Squadra di LAVORANTE
250 1300495 積⽥ 連 ﾂﾐﾀ ﾚﾝ 福島 SNEL CYCLOCROSS TEAM
251 1800251 陶⼭ 貴司 ｽﾔﾏ ﾀｶｼ 群⾺ SUBARU Cycling Team
253 1900018 恩⽥ 拓 ｵﾝﾀﾞ ﾀｸ 愛知 SPADE・ACE
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254 1801902 北村 晋太郎 ｷﾀﾑﾗ ｼﾝﾀﾛｳ 静岡 SPADE・ACE
255 1800364 越坂 育英 ｺｼｻｶ ｲｸﾋﾃﾞ 静岡 SPADE・ACE
256 1900012 ⽥中 智也 ﾀﾅｶ ﾄﾓﾔ 静岡 SPADE・ACE
257 1700066 辻本 ⻘⽮ ﾂｼﾞﾓﾄ ｾｲﾔ 静岡 SPADE・ACE
259 1900085 松永 正敏 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾏｻﾄｼ 静岡 SPADE・ACE
260 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
261 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
262 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
263 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
264 1900233 ⾼井 順平 ﾀｶｲ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 東京 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ
265 1401605 ⻑尾 宏樹 ﾅｶﾞｵ ﾋﾛｷ 東京 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ
266 1900278 荒尾 康平 ｱﾗｵ ｺｳﾍｲ ⼤阪 ZERO
267 1702002 早瀬 利宇 ﾊﾔｾ ﾘｭｳ 岐⾩ ZERO
268 1701129 ⼩澤 拓⼈ ｵｻﾞﾜ ﾀｸﾄ 東京 たかだフレンドレーシング
269 1001835 関⼝ 美⾏ ｾｷｸﾞﾁ ﾖｼﾕｷ 東京 たかだフレンドレーシング
270 1300083 五⼗嵐 誠⼈ ｲｶﾞﾗｼ ﾏｺﾄ 神奈川 ⽵芝サイクルレーシング
271 1601957 猶原 聡 ﾅｵﾊﾗ ｻﾄｼ 愛媛 ⽵芝サイクルレーシング
272 1001932 ⾚⽯ 和彦 ｱｶｲｼ ｶｽﾞﾋｺ 東京 Team CUORE
274 0801883 ⾕本 健 ﾀﾆﾓﾄ ﾀｹｼ 神奈川 Team BFY Racing
275 1700751 ⼩⼭⽥ 亮 ｵﾔﾏﾀﾞ ﾘｮｳ 静岡 TEAM YOU CAN
276 1900039 古賀 圭佑 ｺｶﾞ ｹｲｽｹ 東京 TEAM YOU CAN
277 1900378 ⽥中 光瑠 ﾀﾅｶ ﾋｶﾙ 東京 TEAM YOU CAN
278 1900041 ⼟井 陽⼀ ﾄﾞｲ ﾖｳｲﾁ 東京 チーム オーベスト
279 9702838 ⻄⾕ 雅史 ﾆｼﾀﾆ ﾏｻﾌﾐ 東京 チーム オーベスト
280 1702907 岡本 秀明 ｵｶﾓﾄ ﾋﾃﾞｱｷ 千葉 TEAM GIRO 360
281 1700692 藤本 怜 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾚｲ 千葉 TEAM GIRO 360
284 1900483 棈⽊ 関⼆ ｱﾍﾞｷ ｶﾝｼﾞ 神奈川 Champion System Japan Test Team
286 1900112 曽我 啓⼀郎 ｿｶﾞ ｹｲｲﾁﾛｳ 神奈川 Defardi
287 1900212 滝 祐介 ﾀｷ ﾕｳｽｹ 茨城 Defardi
288 1900019 鎌⽥ 響 ｶﾏﾀﾞ ﾋﾋﾞｷ 愛知 DESTRA
289 1601984 豊崎 正裕 ﾄﾖｻｷ ﾏｻﾋﾛ 岐⾩ DESTRA
290 1802868 斎藤 啓太 ｻｲﾄｳ ｹｲﾀ 神奈川 天狗党
291 1500280 安江 拓⾺ ﾔｽｴ ﾀｸﾏ 神奈川 天狗党
293 1802602 物井 ⾢ ﾓﾉｲ ﾕｳ 栃⽊ 夏草サイクリングチーム
294 1900210 岩本 直樹 ｲﾜﾓﾄ ﾅｵｷ 栃⽊ NAMAZU PLUS TOCHIGI
295 1800176 ⼭⼝ ⼤祐 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾞｲｽｹ 神奈川 NAMAZU PLUS TOCHIGI
296 1900636 神⽥ 光幸 ｺｳﾀﾞ ﾐﾂﾕｷ ⼭⼝ なるしまフレンド
298 1301583 ⼩嶋 太郎 ｺｼﾞﾏ ﾀﾛｳ 東京 ⽇本ろう⾃転⾞競技協会
299 1200516 箭内 秀平 ﾔﾅｲ ｼｭｳﾍｲ 東京 ⽇本ろう⾃転⾞競技協会
300 1502746 中野 雄太 ﾅｶﾉ ﾕｳﾀ ⼤阪 Hakusei Cycling Team 
301 1101042 新村 拓也 ｼﾝﾑﾗ ﾀｸﾔ 東京 パナソニックレーシング
302 1200183 川島 綾太 ｶﾜｼﾏ ﾘｮｳﾀ 神奈川 HAMMER!!BROS
303 1803030 松本 陸 ﾏﾂﾓﾄ ﾘｸ 神奈川 HAMMER!!BROS
308 1900429 多⽥ 啓太 ﾀﾀﾞ ｹｲﾀ 千葉 BMレーシングZUNOW
309 1900551 益⼭ 悠 ﾏｽﾔﾏ ﾕｳ 千葉 BMレーシングZUNOW
312 1800041 横⽮ 峻 ﾖｺﾔ ｼｭﾝ 千葉 BMレーシングZUNOW
313 1601770 宮野 ⼤地 ﾐﾔﾉ ﾀﾞｲﾁ 東京 Pinazou Test Team
320 1701988 東 優仁 ｱｽﾞﾏ ﾕｳﾄ ⼤阪 VC福岡（エリート）
321 1703339 鎌⽥ 晃輝 ｶﾏﾀﾞ ｺｳｷ ⼤阪 VC福岡（エリート）
322 1601355 望⽉ 瑞記 ﾓﾁｽﾞｷ ﾐｽﾞｷ 静岡 フィッツ
323 1802049 ⼩泉 啓仁 ｺｲｽﾞﾐ ﾀｶﾋﾄ 東京 FORCE
324 1800088 横塚 暁⼈ ﾖｺﾂｶ ｱｷﾋﾄ 東京 FORCE
325 1900193 ⻘井 誠也 ｱｵｲ ｾｲﾔ 栃⽊ ブラウ・ブリッツェン
326 1900244 鎌倉 武⼠ ｶﾏｸﾗ ﾀｹｼ 栃⽊ ブラウ・ブリッツェン
327 1602581 ⼩林 政博 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾋﾛ 埼⽟ ブラウ・ブリッツェン
328 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
330 1800841 ⼭⼝ 椋末 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳﾏ 栃⽊ ブラウ・ブリッツェン



334 1802680 井⼾⽥ 直樹 ｲﾄﾞﾀ ﾅｵｷ 愛知 BREZZA-KAMIHAGI
335 1600730 筒井 海翔 ﾂﾂｲ ｶｲﾄ 愛知 BREZZA-KAMIHAGI
336 1900285 平⼭ 勝基 ﾋﾗﾔﾏ ｶﾂｷ 千葉 Heitanhompo
337 1800428 藤島 悠平 ﾌｼﾞｼﾏ ﾕｳﾍｲ 神奈川 ボンシャンス
338 1702062 ⾅井 ⼀雅 ｳｽｲ ｶｽﾞﾏｻ 栃⽊ Honda栃⽊ JET
341 1800062 ⽔⾕ 淳 ﾐｽﾞﾀﾆ ｼﾞｭﾝ 東京 MIVRO
342 1900661 三橋 ⼤治郎 ﾐﾂﾊｼ ﾀﾞｲｼﾞﾛｳ 東京 MIVRO
343 1600008 ⾼⼭ 秀樹 ﾀｶﾔﾏ ﾋﾃﾞｷ ⼤阪 MUUR
344 1800360 磯部 武蔵 ｲｿﾍﾞ ﾑｻｼ 神奈川 YOKOSUKA UNO RACING
346 1702433 伊⾖野 廉 ｲｽﾞﾉ ﾚﾝ 神奈川 横浜⾼校⾃転⾞競技部
347 1801675 ⾼橋 明 ﾀｶﾊｼ ｱｷﾗ 神奈川 横浜⾼校⾃転⾞競技部
348 1802100 藤野 英志 ﾌｼﾞﾉ ｴｲｼ 神奈川 横浜⾼校⾃転⾞競技部
349 1001028 ⾬宮 渡 ｱﾒﾐﾔ ﾜﾀﾙ ⼭梨 Rapha Cycling Club
350 1702799 落合 拓郎 ｵﾁｱｲ ﾀｸﾛｳ 千葉 Rapha Cycling Club
351 1702448 ⽻⽥ 健太 ﾊﾈﾀﾞ ｹﾝﾀ 東京 Rapha Cycling Club
352 1500320 三井 裕樹 ﾐﾂｲ ﾋﾛｷ 千葉 Rapha Cycling Club
353 1201905 渡邊 友⼀ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓｶｽﾞ 神奈川 LinkTOHOKU
354 1700737 新井 良平 ｱﾗｲ ﾘｮｳﾍｲ 東京 LINKVISION GIRASOLE CYCLING
355 1600746 ⼩⻄ ⼀星 ｺﾆｼ ｲｯｾｲ 東京 LINKVISION GIRASOLE CYCLING
356 1702546 齋藤 孝⾼ ｻｲﾄｳ ﾖｼﾀｶ 埼⽟ LINKVISION GIRASOLE CYCLING
358 1900339 南⽥ 昌輝 ﾐﾅﾐﾀﾞ ﾏｻｷ 東京 LINKVISION GIRASOLE CYCLING


