
【クラスタ︓E3-1組  グレード︓Cr-3】 61名 14:25スタート 2019/5/7

No JCF ID ⽒名 カナ 登録地 チーム名

751 1700601 川⽥ 翔太 ｶﾜﾀﾞ ｼｮｳﾀ 東京 AVENTURA AIKOH TOYO VICTORIA RACING
753 1901338 斎藤 健 ｻｲﾄｳ ﾀｹｼ 東京 atelierFLEUVE Racing
757 1700504 平澤 聖⼈ ﾋﾗｻﾜ ｻﾄﾙ 埼⽟ あらかわZoo Racing
759 1900338 井⼝ 靖⼤ ｲｸﾞﾁ ﾔｽﾋﾛ 東京 イナーメ信濃⼭形-EFT
761 1702547 ⿊須 翔吾 ｸﾛｽ ｼｮｳｺﾞ 埼⽟ イナーメ信濃⼭形-EFT
763 1703267 櫻澤 元彬 ｻｸﾗｻﾞﾜ ﾓﾄｱｷ 栃⽊ イナーメ信濃⼭形-EFT
768 1800101 ⼭崎 寧⼤ ﾔﾏｻﾞｷ ﾈｵ 茨城 ウィンディー筑波
772 1801390 ⼩林 和真 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾏ 東京 VENTOS FRECCIA
777 1800673 仲 ⼤介 ﾅｶ ﾀﾞｲｽｹ 埼⽟ EXTENDED VAX SAYAMA
779 1803049 ⽯川 昌憲 ｲｼｶﾜ ﾏｻﾉﾘ 東京 FM730
787 1001625 ⼩野 太 ｵﾉ ﾌﾄｼ 栃⽊ OYAMA STARPLEX
790 1901044 熊⽊ 裕紀 ｸﾏｷ ﾋﾛｶｽﾞ 栃⽊ Horizonte Amateur Cycling Team
792 1502336 橋本 嶺登 ﾊｼﾓﾄ ﾚｲﾄ ⻑野 カンクリサイクリングチーム
799 1200411 酒井 宏幸 ｻｶｲ ﾋﾛﾕｷ 群⾺ 群⾺グリフィンエリート
804 1900428 酒井 凛 ｻｶｲ ﾘﾝ 千葉 サイクルフリーダム・レーシング
807 1502750 ⻄本 宗史 ﾆｼﾓﾄ ﾑﾈﾌﾐ 埼⽟ 鮫
809 0800776 照屋 貴⼰ ﾃﾙﾔ ｱﾂｷ 東京 サンクスサイクルラボ
812 1800263 笠原 涼太 ｶｻﾊﾗ ﾘｮｳﾀ 栃⽊ じてんしゃの杜
816 1800346 ⼤塚 翔太 ｵｵﾂｶ ｼｮｳﾀ 静岡 Squadra di LAVORANTE
818 0900900 中島 健次 ﾅｶｼﾞﾏ ｹﾝｼﾞ 東京 SNEL CYCLOCROSS TEAM
822 1101595 藤澤 浩 ﾌｼﾞｻﾜ ﾋﾛｼ 栃⽊ SUBARU Cycling Team
824 0800041 ⼤⽯ 圭介 ｵｵｲｼ ｹｲｽｹ 静岡 SPADE・ACE
826 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
829 1900315 ⿅⼭ 晃志 ｶﾔﾏ ｺｳｼﾞ 東京 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ
832 9901056 宮本 学 ﾐﾔﾓﾄ ﾏﾅﾌﾞ 千葉 セオレーシング
836 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
842 1700751 ⼩⼭⽥ 亮 ｵﾔﾏﾀﾞ ﾘｮｳ 静岡 TEAM YOU CAN
845 1900035 ⽥上 建 ﾀｶﾞﾐ ﾀﾂﾙ 栃⽊ Team Ashiviva
848 1900101 宮本 真吾 ﾐﾔﾓﾄ ｼﾝｺﾞ 栃⽊ Team Ashiviva
850 1700692 藤本 怜 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾚｲ 千葉 TEAM GIRO 360
852 1900524 佐藤 渉 ｻﾄｳ ﾜﾀﾙ 宮城 Team nacree
856 1703508 飯⽥ 航 ｲｲﾀﾞ ﾜﾀﾙ 栃⽊ チームWADA
858 1703510 中⽥ 京志郎 ﾅｶﾀﾞ ｷｮｳｼﾛｳ 栃⽊ チームWADA
861 1703523 宮崎 直樹 ﾐﾔｻﾞｷ ﾅｵｷ 栃⽊ チームWADA
863 0500666 和⽥ 良太 ﾜﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 栃⽊ チームWADA
866 1900293 近藤 剛 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｹｼ 群⾺ TRC PANAMAREDS
869 1702089 ⽯川 ⿓我 ｲｼｶﾜ ﾘｮｳｶﾞ 栃⽊ 栃⽊県⽴真岡⼯業⾼等学校⾃転⾞競技部
871 1801451 北村 佳重 ｷﾀﾑﾗ ﾖｼﾉﾌﾞ 栃⽊ 栃⽊県⽴真岡⼯業⾼等学校⾃転⾞競技部
873 1801452 原⽥ ⾶翔 ﾊﾗﾀﾞ ﾂﾊﾞｻ 栃⽊ 栃⽊県⽴真岡⼯業⾼等学校⾃転⾞競技部
880 1900474 永井 光 ﾅｶﾞｲ ﾋｶﾙ 千葉 那須ハイランドパークレーシングチーム
882 1800113 ⽥中 昇 ﾀﾅｶ ﾉﾎﾞﾙ 栃⽊ NAMAZU PLUS TOCHIGI
886 1901184 ⾕津 東⾺ ﾔﾂ ﾄｳﾏ 東京 なるしまフレンド
889 1501933 杉本 直樹 ｽｷﾞﾓﾄ ﾅｵｷ 群⾺ パラティアムTOKYO
900 1900334 内⼭ ⼤輔 ｳﾁﾔﾏ ﾀﾞｲｽｹ 神奈川 FORCE
903 1900193 ⻘井 誠也 ｱｵｲ ｾｲﾔ 栃⽊ ブラウ・ブリッツェン
905 1900371 栗原 蓮⾳ ｸﾘﾊﾗ ﾚｵﾝ 栃⽊ ブラウ・ブリッツェン
907 1900192 猿⼭ 英⽣ ｻﾙﾔﾏ ﾋﾃﾞｵ 栃⽊ ブラウ・ブリッツェン
909 1401312 鈴⽊ 悠介 ｽｽﾞｷ ﾕｳｽｹ 栃⽊ ブラウ・ブリッツェン
911 1602578 ⽔上 央渉 ﾐｽﾞｶﾐ ｶﾅﾙ 栃⽊ ブラウ・ブリッツェン
913 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
917 1802376 和⽥ 集太 ﾜﾀﾞ ｼｭｳﾀ 岐⾩ BREZZA-KAMIHAGI
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920 1901159 ⼩澤 康⼈ ｵｻﾞﾜ ﾔｽﾋﾄ 栃⽊ Honda栃⽊ JET
922 1900657 ⾼橋 健 ﾀｶﾊｼ ｹﾝ 栃⽊ Honda栃⽊ JET
924 1700541 ⻑尾 知宏 ﾅｶﾞｵ ﾄﾓﾋﾛ 栃⽊ Honda栃⽊ JET
927 1800310 関 純夫 ｾｷ ﾏｻｵ 神奈川 YOKOSUKA UNO RACING
929 1800253 ⻑⾕川 智浩 ﾊｾｶﾞﾜ ﾄﾓﾋﾛ 神奈川 YOKOSUKA UNO RACING
937 1800739 増⽥ ⻯⼤ ﾏｽﾀﾞ ﾘｭｳﾀ 東京 Rapha Cycling Club
939 9700528 横⽥ 正美 ﾖｺﾀ ﾏｻﾐ 栃⽊ リベルタスTOCHIGI BICYCLE CLUB
941 1702903 ⾦⽥ 歩夢 ｶﾈﾀﾞ ｱﾕﾑ 埼⽟ LINKVISION GIRASOLE CYCLING
944 1702967 中村 元紀 ﾅｶﾑﾗ ﾓﾄｷ 埼⽟ LINKVISION GIRASOLE CYCLING
948 1900444 下⼭⽥ 航太 ｼﾓﾔﾏﾀﾞ ｺｳﾀ 千葉 Ｙʼｓ Ｒｏａｄ



【クラスタ︓E3-2組  グレード︓Cr-3】 61名 15:05スタート 2019/5/7

No JCF ID ⽒名 カナ 登録地 チーム名

752 0101339 江藤 真輔 ｴﾄｳ ｼﾝｼｹ 東京 ACQUA TAMA
754 1901176 澤原 翔 ｻﾜﾊﾗ ｼｮｳ 神奈川 atelierFLEUVE Racing
758 1900290 井⼝ ⾼志 ｲｸﾞﾁ ﾀｶｼ 東京 イナーメ信濃⼭形-EFT
760 0900610 岩下 直貴 ｲﾜｼﾀ ﾅｵｷ ⻑野 イナーメ信濃⼭形-EFT
762 1702116 ⼩林 樹⽣ ｺﾊﾞﾔｼ ｲﾂｷ 静岡 イナーメ信濃⼭形-EFT
765 1501576 平林 武流 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾀｹﾙ ⻑野 イナーメ信濃⼭形-EFT
769 1702902 江⾓ 駿 ｴｽﾐ ｼｭﾝ 東京 VENTOS FRECCIA
778 1502789 ⼤澤 淳真 ｵｵｻﾜ ｱﾂﾏｻ 東京 SBC Vertex Racing Team
783 1700323 坂本 恭平 ｻｶﾓﾄ ｷｮｳﾍｲ 徳島 ALL OUT reric
789 1802620 唐澤 ⼀瑠 ｶﾗｻﾜ ｲﾁﾙ 群⾺ Horizonte Amateur Cycling Team
791 1802380 室賀 貴仁 ﾑﾛｶﾞ ﾀｶﾋﾄ 栃⽊ Horizonte Amateur Cycling Team
795 1502415 古⾕ 寛世 ﾌﾙﾔ ｶﾝｾｲ 茨城 GROWING Racing Team
803 1700697 ⾦井 優 ｶﾅｲ ﾕｳ 千葉 サイクルフリーダム・レーシング
805 1700430 武⽥ 博司 ﾀｹﾀﾞ ﾋﾛｼ 千葉 サイクルフリーダム・レーシング
808 9800130 鈴⽊ 良則 ｽｽﾞｷ ﾖｼﾉﾘ 東京 サンクスサイクルラボ
811 1700531 影⼭ 翔⽣ ｶｹﾞﾔﾏ ｼｮｳｲ 栃⽊ じてんしゃの杜
814 1900271 池内 真治 ｲｹｳﾁ ｼﾝｼﾞ 埼⽟ シャークアイランド
817 1900086 島⼝ 絢伍 ｼﾏｸﾞﾁ ｹﾝｺﾞ 静岡 Squadra di LAVORANTE
819 1800306 相澤 亮佑 ｱｲｻﾞﾜ ﾘｮｳｽｹ 群⾺ SUBARU Cycling Team
823 1800409 ⽯⽥ 豊 ｲｼﾀﾞ ﾕﾀｶ 栃⽊ SPADE・ACE
825 1900012 ⽥中 智也 ﾀﾅｶ ﾄﾓﾔ 静岡 SPADE・ACE
827 0200113 ⽯川 紀隆 ｲｼｶﾜ ﾉﾘﾀｶ 東京 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ
831 0001649 福⼠ 達朗 ﾌｸｼ ﾀﾂﾛｳ 東京 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ
833 1900016 川崎 亮 ｶﾜｻｷ ﾘｮｳ 兵庫 soleil de lest
839 1501122 齋藤 宏樹 ｻｲﾄｳ ｺｳｷ 東京 Team ⾃転⾞処 ⾵輪
843 1900100 柏 真輔 ｶｼﾜ ｼﾝｽｹ 栃⽊ Team Ashiviva
846 1900194 ⼿塚 純樹 ﾃﾂﾞｶ ｼﾞｭﾝｷ 栃⽊ Team Ashiviva
849 1702907 岡本 秀明 ｵｶﾓﾄ ﾋﾃﾞｱｷ 千葉 TEAM GIRO 360
851 1900545 緒⽅ 稔 ｵｶﾞﾀ ﾐﾉﾙ 宮城 Team nacree
853 1901286 永⽥ 恵太 ﾅｶﾞﾀ ｹｲﾀ 宮城 Team nacree
857 1703519 中嶋 秀成 ﾅｶｼﾞﾏ ﾋﾃﾞﾅﾘ 栃⽊ チームWADA
859 1900311 中⼭ 淳 ﾅｶﾔﾏ ｱﾂｼ 栃⽊ チームWADA
862 1001748 本柳 隆志 ﾓﾄﾔﾅｷﾞ ﾀｶｼ 栃⽊ チームWADA
864 1703336 飯塚 和弘 ｲｲﾂﾞｶ ｶｽﾞﾋﾛ 埼⽟ チバポンズ
867 1601984 豊崎 正裕 ﾄﾖｻｷ ﾏｻﾋﾛ 岐⾩ DESTRA
870 1702091 ⼩⿊ 海世 ｵｸﾞﾛ ｶｲｾｲ 栃⽊ 栃⽊県⽴真岡⼯業⾼等学校⾃転⾞競技部
872 1702090 ⾼⽥ 楓雅 ﾀｶﾀﾞ ﾌｳｶﾞ 栃⽊ 栃⽊県⽴真岡⼯業⾼等学校⾃転⾞競技部
874 1900114 清親 佑太 ｷﾖﾁｶ ﾕｳﾀ 神奈川 TONY Racing
881 1900210 岩本 直樹 ｲﾜﾓﾄ ﾅｵｷ 栃⽊ NAMAZU PLUS TOCHIGI
884 1703219 塚越 ⼀⽣ ﾂｶｺﾞｼ ｲｯｾｲ 東京 なるしまフレンド
888 0900273 中⼭ 恭介 ﾅｶﾔﾏ ｷｮｳｽｹ 神奈川 HAMMER!!BROS
899 1401122 平澤 輝⼀ ﾋﾗｻﾜ ｷｲﾁ 静岡 フィッツ
901 1802049 ⼩泉 啓仁 ｺｲｽﾞﾐ ﾀｶﾋﾄ 東京 FORCE
904 1900244 鎌倉 武⼠ ｶﾏｸﾗ ﾀｹｼ 栃⽊ ブラウ・ブリッツェン
906 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
908 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
910 1900282 廣⽊ 峻平 ﾋﾛｷ ｼｭﾝﾍﾟｲ 栃⽊ ブラウ・ブリッツェン
912 1800264 村井 佑圭 ﾑﾗｲ ﾕｳｷ 栃⽊ ブラウ・ブリッツェン
914 1601630 秋⽥ 圭佑 ｱｷﾀ ｹｲｽｹ 茨城 FLECHA
919 1702062 ⾅井 ⼀雅 ｳｽｲ ｶｽﾞﾏｻ 栃⽊ Honda栃⽊ JET
921 1700542 ジョンオン パク ｼﾞｮﾝｵﾝ ﾊﾟｸ 栃⽊ Honda栃⽊ JET
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923 1800361 ⽥代 丈幸 ﾀｼﾛ ﾋﾛﾕｷ 栃⽊ Honda栃⽊ JET
925 1900883 加藤 功也 ｶﾄｳ ﾖｼﾅﾘ 三重 MAX SPEED 97
928 1501094 ⻑澤 和樹 ﾅｶﾞｻﾜ ｶｽﾞｷ 神奈川 YOKOSUKA UNO RACING
934 1702799 落合 拓郎 ｵﾁｱｲ ﾀｸﾛｳ 千葉 Rapha Cycling Club
938 1901446 吉川 ⼤地 ﾖｼｶﾜ ﾀﾞｲﾁ 神奈川 Rapha Cycling Club
940 1800418 ⾦⾕ 崇系 ｶﾅﾀﾆ ﾀｶﾂｸﾞ 東京 LINKVISION GIRASOLE CYCLING
943 1601982 櫻井 秀治 ｻｸﾗｲ ﾋﾃﾞﾊﾙ 東京 LINKVISION GIRASOLE CYCLING
947 1401253 ⼩川 泰征 ｵｶﾞﾜ ﾀｲｾｲ 埼⽟ Ｙʼｓ Ｒｏａｄ
949 1800194 中島 ⼤季 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀﾞｲｷ 埼⽟ Ｙʼｓ Ｒｏａｄ
952 1501749 渡辺 智則 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓﾉﾘ 千葉 Clichy Cycling Club


