
【クラスタ︓E1  グレード︓Cr】 70名 2019/5/7

No JCF ID ⽒名 カナ 登録地 チーム名

201 9801919 中⽥ 真琴 ﾅｶﾀ ﾏｺﾄ 京都 ACQUA TAMA
202 1300056 ⽐護 任 ﾋｺﾞ ｱﾀﾙ ⼤阪 イナーメ信濃⼭形-EFT
203 1800085 池川 ⾠哉 ｲｹｶﾞﾜ ﾀﾂﾔ ⼤阪 VC VELOCE
204 0500349 井上 ⼈志 ｲﾉｳｴ ﾋﾄｼ 滋賀 VC VELOCE
205 0800194 上⽥ 貴史 ｳｴﾀﾞ ﾀｶｼ ⼤阪 VC VELOCE
206 1500068 ⼩原 洋未 ｵﾊﾗ ﾋﾛﾐ ⼤阪 VC VELOCE
207 0800652 辻 邦浩 ﾂｼﾞ ｸﾆﾋﾛ 京都 VC VELOCE
208 1100274 藤⽥ 耕志 ﾌｼﾞﾀ ﾀｶｼ ⼤阪 VC VELOCE
209 0701108 古⾕ 勇輝 ﾌﾙﾀﾆ ﾕｳｷ ⼤阪 VC VELOCE
210 1501960 村井 寛 ﾑﾗｲ ﾋﾛｼ ⼤阪 VC VELOCE
211 1800028 佐藤 俊雄 ｻﾄｳ ﾄｼｵ 兵庫 ALL OUT reric
212 1800057 中村 将也 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾔ ⼤阪 ALL OUT reric
213 1400079 島⽥ 英樹 ｼﾏﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ ⼤阪 Sakatani Racing
214 1500414 ⾕⼝ 勝 ﾀﾆｸﾞﾁ ｼｮｳ ⼤阪 CWASPアタリ前⽥
215 1101605 元⼭ ⾼嶺 ﾓﾄﾔﾏ ﾀｶﾈ ⼤阪 シマノドリンキング
216 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
217 1602486 瀬⽥ 昌彦 ｾﾀ ﾏｻﾋｺ 埼⽟ シャークアイランド
218 0800023 和⽥⼭ 尚史 ﾜﾀﾞﾔﾏ ﾀｶﾌﾐ ⼤阪 侵略︕︕︕
219 0900006 杉原 和剛 ｽｷﾞﾊﾗ ｶｽﾞﾋｻ 静岡 SPADE・ACE
220 0001593 杉本 敦志 ｽｷﾞﾓﾄ ｱﾂｼ 静岡 SPADE・ACE
221 9901846 ⼤倉 健⼀ ｵｵｸﾗ ｹﾝｲﾁ 東京 セオレーシング
222 1502197 桐野 ⼀道 ｷﾘﾉ ｶｽﾞﾐﾁ 京都 ZERO
223 1502700 塚本 隼 ﾂｶﾓﾄ ﾊﾔﾄ ⼤阪 ZERO
224 1700035 花⽥ ⾦之介 ﾊﾅﾀﾞ ｷﾝﾉｽｹ ⼤阪 ZERO
225 1600085 ⽯井 久雄 ｲｼｲ ﾋｻｵ 兵庫 soleil de lest
226 1800333 ⼩林 亮 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳ 兵庫 soleil de lest
227 1501045 ⽊原 与志寛 ｷﾊﾗ ﾖｼﾋﾛ 広島 Team Kermis Cross
228 1700578 ⼀丸 裕介 ｲﾁﾏﾙ ﾕｳｽｹ 徳島 TeamUKYO Reve
229 1500211 ⾼橋 叶平 ﾀｶﾊｼ ｷｮｳﾍｲ 広島 TeamUKYO Reve
230 1600606 ⻑⾕川 彰浩 ﾊｾｶﾞﾜ ｱｷﾋﾛ ⼤阪 TeamUKYO Reve
231 1401377 夛⽥ 裕樹 ﾀﾀﾞ ﾕｳｷ 岡⼭ Team Grandi Petit
232 1500505 築⼭ 元樹 ﾂｷﾔﾏ ｹﾞﾝｷ 岡⼭ Team Grandi Petit
233 0900367 隅原 秀年 ｽﾐﾊﾗ ﾋﾃﾞﾄｼ ⼤阪 チーム  スクアドラ
234 1600502 宮本 訓寛 ﾐﾔﾓﾄ ｸﾆﾋﾛ ⼤阪 チーム  スクアドラ
235 1100638 ⼭岡 健⼈ ﾔﾏｵｶ ｹﾝﾄ 愛媛 TEAM LUPPI
236 1200035 三上 勇輝 ﾐｶﾐ ﾕｳｷ ⼤阪 Defardi
237 1301727 内丸 達也 ｳﾁﾏﾙ ﾀﾂﾔ 愛知 DESTRA
238 1100431 ⼆俣 雄哉 ﾌﾀﾏﾀ ﾕｳﾔ 愛知 DESTRA
239 0000251 佐々⽊ 健 ｻｻｷ ﾀｹｼ 愛知 天狗党
240 1201705 中屋 貴義 ﾅｶﾔ ﾀｶﾖｼ ⾼知 徳島サイクルレーシング
241 1700538 ⼋⽊ 健太 ﾔｷﾞ ｹﾝﾀ ⾼知 徳島サイクルレーシング
242 1600036 井清 ⼤樹 ｲｾｲ ﾀﾞｲｷ ⼤阪 TRAILBLAZER
243 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
244 1600013 森⽥ 正徳 ﾓﾘﾀ ﾏｻﾉﾘ ⼤阪 ナカガワAS・Kʼデザイン
245 1600007 橋本 陽介 ﾊｼﾓﾄ ﾖｳｽｹ ⼤阪 ネクストリーム・うどん虹や
246 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
247 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
248 1300114 ⼭⼝ 雄⼤ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｹﾋﾛ 神奈川 パナソニックレーシング
249 0001623 坂本 恵⼀ ｻｶﾓﾄ ｹｲｲﾁ ⼤阪 BC.ANELLO
250 1000400 ⼩林 秀雄 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞｵ 東京 FAST LANE Racing
251 9800748 仲松 康太 ﾅｶﾏﾂ ﾔｽﾋﾛ ⼤阪 VC福岡（エリート）
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252 1600888 ⼤澤 昌輝 ｵｵｻﾜ ﾏｻｷ 愛知 BREZZA-KAMIHAGI
253 0901303 ⻲岡 晋也 ｶﾒｵｶ ｼﾝﾔ 愛媛 masahikomifune.com CyclingTeam
254 1400047 菅⾕ 修 ｽｶﾞﾔ ｵｻﾑ 東京 MIVRO
255 1001917 ⼩林 孝⾂ ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶｵﾐ 和歌⼭ ミルキーウェイ和歌⼭
256 1700353 ⽥中 ⿓太朗 ﾀﾅｶ ﾘｭｳﾀﾛｳ 京都 モジュマ エリアゼロナナゴ
257 1700354 城島 ⼤樹 ｼﾞｮｳｼﾞﾏ ﾀﾞｲｷ 京都 モジュマ エリアゼロナナゴ
258 0900441 所司 純⼀ ｼｮｼ ｼﾞｭﾝｲﾁ 京都 モジュマ エリアゼロナナゴ
259 0200369 熊本 ⼤五郎 ｸﾏﾓﾄ ﾀﾞｲｺﾞﾛｳ 兵庫 ⼋ヶ岳 CYCLING CLUB
260 1502478 神野 悠作 ｼﾞﾝﾉ ﾕｳｻｸ ⼤阪 ⼋ヶ岳 CYCLING CLUB
261 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
262 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
263 1000714 佐々⽊ 暖 ｻｻｷ ﾀﾞﾝ 奈良 EURO-WORKS Racing
264 1100076 ⾓⽥ 光隆 ｽﾐﾀﾞ ﾐﾂﾀｶ 奈良 EURO-WORKS Racing
265 1000285 背⼾ 貴之 ｾﾄ ﾀｶﾕｷ 奈良 EURO-WORKS Racing
266 1100087 ⽥中 信⾏ ﾀﾅｶ ﾉﾌﾞﾕｷ 奈良 EURO-WORKS Racing
267 1702976 中森 雅⼈ ﾅｶﾓﾘ ﾏｻﾄ ⼤阪 EURO-WORKS Racing
268 1001922 森 俊夫 ﾓﾘ ﾄｼｵ 奈良 EURO-WORKS Racing
269 1702045 ⾦⼦ 隆亮 ｶﾈｺ ﾘｭｳｽｹ ⼤阪 Rapha Cycling Club
270 9700503 ⼩⼝ 英之 ｺｸﾞﾁ ﾋﾃﾞﾕｷ 栃⽊ リベルタスTOCHIGI BICYCLE CLUB



【クラスタ︓F  グレード︓Cr-2】 15名 2019/5/7

No JCF ID ⽒名 カナ 登録地 チーム名

301 1800035 ⼩林 諒 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳ 京都 VC VELOCE
302 1600018 堀江 みちこ ﾎﾘｴ ﾐﾁｺ ⼤阪 VC VELOCE
303 1500149 島崎 典⼦ ｼﾏｻﾞｷ ﾉﾘｺ 埼⽟ シャークアイランド
304 1800049 中屋 菜緒 ﾅｶﾔ ﾅｵ 和歌⼭ SWEEP
305 1800032 森本 保乃花 ﾓﾘﾓﾄ ﾎﾉｶ ⼤阪 ZERO
306 1700729 伊藤 優以 ｲﾄｳ ﾕｲ 兵庫 Team ZERO UNO FRONTIER
307 1700774 ⼤坂 智加 ｵｵｻｶ ﾄﾓｶ 滋賀 Team ZERO UNO FRONTIER
308 1502316 奥平 厚⼦ ｵｸﾀﾞｲﾗ ｱﾂｺ 兵庫 Team ZERO UNO FRONTIER
309 1402380 島袋 陽⼦ ｼﾏﾌﾞｸﾛ ﾖｳｺ 兵庫 Team ZERO UNO FRONTIER
310 1500022 安藤 奏⼦ ｱﾝﾄﾞｳ ｶﾅｺ ⼤阪 チーム  スクアドラ
311 1700537 宮本 奏穂 ﾐﾔﾓﾄ ｶﾅﾎ ⼤阪 チーム  スクアドラ
312 1800071 久保⽥ ⼣夏 ｸﾎﾞﾀ ﾕｶ ⼤阪 ネクストリーム・うどん虹や
313 0800153 宮⽥ 菜摘 ﾐﾔﾀ ﾅﾂﾐ 岐⾩ フィトンチッドRT
314 1201916 ⽮野 智⼦ ﾔﾉ ﾄﾓｺ 京都 モジュマ エリアゼロナナゴ
315 1502195 藤原 優⼦ ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｳｺ 兵庫 EURO-WORKS Racing
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