
【クラスタ︓P1  グレード︓ブロンズ】 91名 2019/6/3

No JCF ID ⽒名 カナ 登録地 チーム名

1 0400861 増⽥ 成幸 ﾏｽﾀﾞ ﾅﾘﾕｷ 栃⽊ 宇都宮ブリッツェン
2 0400843 鈴⽊ 譲 ｽｽｷ ﾕｽﾞﾙ 栃⽊ 宇都宮ブリッツェン
3 0600844 阿部 嵩之 ｱﾍﾞ ﾀｶﾕｷ 栃⽊ 宇都宮ブリッツェン
5 1101581 鈴⽊ ⿓ ｽｽﾞｷ ﾘｭｳ 宮城 宇都宮ブリッツェン
7 1100355 ⼩野寺 玲 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾚｲ 栃⽊ 宇都宮ブリッツェン
8 1100488 岡 篤志 ｵｶ ｱﾂｼ 茨城 宇都宮ブリッツェン
21 4655945 フランシスコ マンセボ ﾌﾗﾝｼｽｺ ﾏﾝｾﾎﾞ スペイン マトリックスパワータグ
22 1500370 ホセ ビセンテ トリビオ ﾎｾﾋﾞｾﾝﾃ ﾄﾘﾋﾞｵ ⼤阪 マトリックスパワータグ
23 0301347 佐野 淳哉 ｻﾉ ｼﾞｭﾝﾔ 静岡 マトリックスパワータグ
25 0500960 ⼩森 亮平 ｺﾓﾘ ﾘｮｳﾍｲ 広島 マトリックスパワータグ
26 0700546 安原 ⼤貴 ﾔｽﾊﾗ ﾀﾞｲｷ ⼤阪 マトリックスパワータグ
27 9720491 オールイス アルベルト ｵｰﾙｲｽ ｱﾙﾍﾞﾙﾄ ベネズエラ  マトリックスパワータグ
41 0701113 ⼊部 正太朗 ｲﾘﾍﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ 滋賀 シマノレーシング
42 0500601 ⽊村 圭佑 ｷﾑﾗ ｹｲｽｹ 奈良 シマノレーシング
43 0900861 湊 諒 ﾐﾅﾄ ﾘｮｳ ⻘森 シマノレーシング
44 1201132 中井 唯晶 ﾅｶｲ ﾀﾀﾞｱｷ 滋賀 シマノレーシング
45 0900212 横⼭ 航太 ﾖｺﾔﾏ ｺｳﾀ ⻑野 シマノレーシング
47 1000442 ⼩⼭ 貴⼤ ｺﾔﾏ ﾀｶﾋﾛ 群⾺ シマノレーシング
61 0500798 窪⽊ ⼀茂 ｸﾎﾞｷ ｶｽﾞｼｹﾞ 福島 TEAM BRIDGESTONE Cycling
62 0700889 ⿊枝 ⼠揮 ｸﾛｴﾀﾞ ｼｷ ⼤分 TEAM BRIDGESTONE Cycling
64 0800444 孫崎 ⼤樹 ﾏｺﾞｻｷ ﾀﾞｲｷ 京都 TEAM BRIDGESTONE Cycling
67 0801159 近⾕ 涼 ﾁｶﾀﾆ ﾘｮｳ 富⼭ TEAM BRIDGESTONE Cycling
68 0900845 橋本 英也 ﾊｼﾓﾄ ｴｲﾔ 岐⾩ TEAM BRIDGESTONE Cycling
70 1301144 今村 駿介 ｲﾏﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ 福岡 TEAM BRIDGESTONE Cycling
81 0500716 飯野 智⾏ ｲｲﾉ ﾄﾓﾕｷ 栃⽊ 那須ブラーゼン
82 1201451 下島 将輝 ｼﾓｼﾞﾏ ﾏｻｷ 兵庫 那須ブラーゼン
83 1100580 樋⼝ 峻明 ﾋｸﾞﾁ ﾀｶｱｷ 神奈川 那須ブラーゼン
84 1301587 柴⽥ 雅之 ｼﾊﾞﾀ ﾏｻﾕｷ 京都 那須ブラーゼン
85 1201591 中村 魁⽃ ﾅｶﾑﾗ ｶｲﾄ 栃⽊ 那須ブラーゼン
86 1300365 ⼩野寺 慶 ｵﾉﾃﾞﾗ ｹｲ 栃⽊ 那須ブラーゼン
101 1601347 岩瀬 照 ｲﾜｾ ｼｮｳ 新潟 LEOMO Bellmare Racing Team
102 1000394 岸 崇仁 ｷｼ ﾀｶﾋﾄ 茨城 LEOMO Bellmare Racing Team
103 0801747 才⽥ 直⼈ ｻｲﾀ ﾅｵﾄ 宮城 LEOMO Bellmare Racing Team
104 1602702 中川 由⼈ ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳﾄ 神奈川 LEOMO Bellmare Racing Team
105 9701240 宮澤 崇史 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾀｶｼ JPCA LEOMO Bellmare Racing Team
121 0801291 紺野 元汰 ｺﾝﾉ ｹﾞﾝﾀ 神奈川 イナーメ信濃⼭形
124 0001389 遠藤 積穂 ｴﾝﾄﾞｳ ｾｷﾎ 千葉 イナーメ信濃⼭形
126 0800592 岡 泰誠 ｵｶ ﾔｽﾏｻ 茨城 イナーメ信濃⼭形
127 0501593 内野 直也 ｳﾁﾉ ﾅｵﾔ 埼⽟ イナーメ信濃⼭形
130 0901542 北野 普識 ｷﾀﾉ ﾕｷﾉﾘ 東京 イナーメ信濃⼭形
131 1502777 ⽣⽥⽬ 修 ﾅﾏﾀﾒ ｵｻﾑ 栃⽊ イナーメ信濃⼭形
141 0600791 藤岡 克磨 ﾌｼﾞｵｶ ｶﾂﾏ 徳島 VICTOIRE 広島
142 1000720 ⾺渡 伸弥 ﾏﾜﾀﾘ ｼﾝﾝﾔ 東京 VICTOIRE 広島
143 1500184 ⼩嶋 渓円 ｺｼﾞﾏ ｹｲｴﾝ 神奈川 VICTOIRE 広島
144 1200034 ⽩川 幸希 ｼﾗｶﾜ ｺｳｷ 岡⼭ VICTOIRE 広島
145 1400374 ⾕ 順成 ﾀﾆ ｼﾞｭﾝｾｲ 岐⾩ VICTOIRE 広島
146 1201456 中川 智 ﾅｶｶﾞﾜ ｻﾄｼ 奈良 VICTOIRE 広島
163 1001103 ⻑塚 寿⽣ ﾅｶﾞﾂｶ ﾄｼｷ 茨城 弱⾍ペダル サイクリングチーム
164 1200884 村⽥ 雄耶 ﾑﾗﾀ ﾕｳﾔ 福岡 弱⾍ペダル サイクリングチーム
166 1400152 江越 海玖也 ｴｺﾞｼ ﾐｸﾔ 神奈川 弱⾍ペダル サイクリングチーム
167 0600054 ⼤場 政登志 ｵｵﾊﾞ ﾏｻﾄｼ 茨城 弱⾍ペダル サイクリングチーム
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201 0900655 ⾼⽊ 三千成 ﾀｶｷﾞ ﾐﾁﾅﾘ 埼⽟ 東京ヴェントス
202 0801515 伊藤 舜紀 ｲﾄｳ ｼｭﾝｷ 北海道 東京ヴェントス
203 1400265 野宮 ⼀朗 ﾉﾐﾔ ｲﾁﾛｳ 栃⽊ 東京ヴェントス
204 1101875 藤⽥ 涼平 ﾌｼﾞﾀ ﾘｮｳﾍｲ 埼⽟ 東京ヴェントス
205 1501888 海野 晋作 ｳﾐﾉ ｼﾝｻｸ 東京 東京ヴェントス
221 0901755 野⼝ 悠真 ﾉｸﾞﾁ ﾕｳﾏ 東京 FIETS GROEN ⽇本ロボティクス
222 0600568 ⽔野 貴⾏ ﾐｽﾞﾉ ﾀｶﾕｷ 愛知 FIETS GROEN ⽇本ロボティクス
223 9702834 中村 ⽂武 ﾅｶﾑﾗ ﾌﾐﾀｹ 東京 FIETS GROEN ⽇本ロボティクス
228 9900169 ⻘⽊ 誠 ｱｵｷ ﾏｺﾄ 東京 FIETS GROEN ⽇本ロボティクス
229 1601219 松下 直暉 ﾏﾂｼﾀ ﾅｵｷ 東京 FIETS GROEN ⽇本ロボティクス
242 1000428 佐藤 信哉 ｻﾄｳ ｼﾝﾔ 福岡 VC福岡
244 1001679 早川 祐司 ﾊﾔｶﾜ ﾕｳｼﾞ 栃⽊ VC福岡
245 1300170 ⼭科 ⻯⼀郎 ﾔﾏｼﾅ ﾘｭｳｲﾁﾛｳ 兵庫 VC福岡
247 1500217 ⼋幡 光哉 ﾔﾊﾀ ﾐﾂﾔ 東京 VC福岡
248 1700238 武井 裕 ﾀｹｲ ﾕｳ 神奈川 VC福岡
261 1201592 阿部 航⼤ ｱﾍﾞ ｺｳﾀﾞｲ 栃⽊ Honda栃⽊
263 0901551 ⽔間 健 ﾐｽﾞﾏ ﾀｹｼ 栃⽊ Honda栃⽊
264 1602074 半⽥ ⼦⻯ ﾊﾝﾀﾞ ｼﾘｭｳ 栃⽊ Honda栃⽊
265 1502782 森崎 健⾂ ﾓﾘｻｷ ｹﾝｼﾝ 栃⽊ Honda栃⽊
267 1001863 ⼩林 宏志 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｼ 栃⽊ Honda栃⽊
281 9800459 ⼩畑 郁 ｵﾊﾞﾀ ｶｵﾙ 東京 なるしまフレンド レーシングチーム
282 1600259 ⼩川 恵祐 ｵｶﾞﾜ ｹｲｽｹ 東京 なるしまフレンド レーシングチーム
283 1602063 松島 拓⼈ ﾏﾂｼﾏ ﾀｸﾄ 神奈川 なるしまフレンド レーシングチーム
285 1500427 松井 敏⽂ ﾏﾂｲ ﾄｼﾌﾐ 埼⽟ なるしまフレンド レーシングチーム
286 1700593 荒瀧 隆公 ｱﾗﾀｷ ﾀｶﾋﾄ 東京 なるしまフレンド レーシングチーム
301 1400279 宇⽥川 陽平 ｳﾀﾞｶﾞﾜ ﾖｳﾍｲ 千葉 群⾺グリフィン
302 1600445 平塚 佑亮 ﾋﾗﾂｶ ﾕｳｽｹ 栃⽊ 群⾺グリフィン
303 1401959 佐藤 遼 ｻﾄｳ ﾘｮｳ 東京 群⾺グリフィン
321 0800639 河賀 雄⼤ ｶｶﾞ ﾕｳﾀﾞｲ 広島 eNShare-エルドラード
322 0901489 ⽔野 恭兵 ﾐｽﾞﾉ ｷｮｳﾍｲ ⼭梨 eNShare-エルドラード
324 0210120 佐藤 利英 ｻﾄｳ ﾄｼﾋﾃﾞ 岩⼿ eNShare-エルドラード
327 1400758 公⽂ 拓真 ｸﾓﾝ ﾀｸﾏ ⾼知 eNShare-エルドラード
328 1300766 茂越 ⿓哉 ﾓｺﾞｴ ﾀﾂﾔ 兵庫 eNShare-エルドラード
361 1301575 ⼤前 翔 ｵｵﾏｴ ｶｹﾙ 神奈川 ⽇本ナショナルチーム
362 1701257 川崎 三織 ｶﾜｻｷ ﾐｵﾘ 埼⽟ ⽇本ナショナルチーム
363 1500398 津⽥ 悠義 ﾂﾀﾞ ﾕｳｷﾞ 愛知 ⽇本ナショナルチーム
364 1400148 福⽥ 圭晃 ﾌｸﾀﾞ ﾖｼｱｷ 神奈川 ⽇本ナショナルチーム
365 1500848 松⽥ 祥位 ﾏﾂﾀﾞ ｼｮｳｲ 岐⾩ ⽇本ナショナルチーム
366 1601077 湯浅 博貴 ﾕｱｻ ﾋﾛﾀｶ 埼⽟ ⽇本ナショナルチーム
367 1101375 渡辺 歩 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾕﾑ 福島 ⽇本ナショナルチーム



【クラスタ︓E1  グレード︓Cr】 119名 2019/6/3

No JCF ID ⽒名 カナ 登録地 チーム名

101 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
102 0701310 管 洋介 ｽｶﾞ ﾖｳｽｹ 茨城 AVENTURA AIKOH TOYO VICTORIA RACING
103 1700690 村⼭ 悠平 ﾑﾗﾔﾏ ﾕｳﾍｲ 千葉 AVENTURA AIKOH TOYO VICTORIA RACING
104 1301908 ⼭⼝ 和来 ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｽﾞｷ 東京 AVENTURA AIKOH TOYO VICTORIA RACING
105 1700507 奥澤 優也 ｵｸｻﾞﾜ ﾕｳﾔ 埼⽟ AutoBahnGotemba
109 1200130 ⼩林 貴⼤ ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶﾋﾛ 千葉 AQULS内房レーシング
110 1601008 岩佐 信吾 ｲﾜｻ ｼﾝｺﾞ ⻑野 イナーメ信濃⼭形-EFT
111 1402251 ⽩⽯ 光 ｼﾗｲｼ ﾋｶﾙ 神奈川 イナーメ信濃⼭形-EFT
113 1300056 ⽐護 任 ﾋｺﾞ ｱﾀﾙ ⼤阪 イナーメ信濃⼭形-EFT
114 1602033 牧野 郁⽃ ﾏｷﾉ ｲｸﾄｲﾄﾄ 北海道 イナーメ信濃⼭形-EFT
115 1301393 森 光流 ﾓﾘ ﾋｶﾙ 千葉 イナーメ信濃⼭形-EFT
116 1200649 野⼝ 岳志 ﾉｸﾞﾁ ﾀｹｼ ⻑野 VCMS GRIDE
118 1800085 池川 ⾠哉 ｲｹｶﾞﾜ ﾀﾂﾔ ⼤阪 VC VELOCE
119 9700734 井上 登⼠哉 ｲﾉｳｴ ﾄｼﾔ 愛媛 VC VELOCE
120 0500349 井上 ⼈志 ｲﾉｳｴ ﾋﾄｼ 滋賀 VC VELOCE
121 0800652 辻 邦浩 ﾂｼﾞ ｸﾆﾋﾛ 京都 VC VELOCE
122 1501960 村井 寛 ﾑﾗｲ ﾋﾛｼ ⼤阪 VC VELOCE
123 1800213 今井 ⼤悟 ｲﾏｲ ﾀﾞｲｺﾞ 東京 VENTOS FRECCIA
124 1301128 ⼩野寺 望 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾉｿﾞﾑ 東京 VENTOS FRECCIA
125 1602211 永富 ⼀騎 ﾅｶﾞﾄﾐ ｶｽﾞｷ 東京 VENTOS FRECCIA
126 1501112 ⼩笠原 匠海 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾀｸﾐ 東京 EQADS
127 1201640 蠣崎 優仁 ｶｷｻﾞｷ ﾕｳｼﾞﾝ 静岡 EQADS
132 1501669 椎⾙ ⻯哉 ｼｲｶﾞｲ ﾘｭｳﾔﾔ 栃⽊ SBC Vertex Racing Team
133 1501977 渡辺 拓也 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｸﾔ 愛知 SBC Vertex Racing Team
134 1201603 淵⽥ 祐 ﾌﾁﾀ ﾕｳ 新潟 F(t)麒麟⼭ Racing
136 9700200 梶⽊ 恒介 ｶｼﾞｷ ｺｳｽｹ 宮城 eNShare Cycling Team
137 1800028 佐藤 俊雄 ｻﾄｳ ﾄｼｵ 兵庫 ALL OUT reric
138 1802568 原⽥ 将⼈ ﾊﾗﾀﾞ ﾏｻﾄ 兵庫 ALL OUT reric
139 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
140 1800322 野⼝ 清成 ﾉｸﾞﾁ ｷﾖﾅﾘ ⻑野 カンクリサイクリングチーム
141 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
143 1600308 ⼤内 淳司 ｵｵｳﾁ ｱﾂｼ 茨城 GROWING Racing Team
144 1600449 柴沼 ⽞⼈ ｼﾊﾞﾇﾏ ｹﾞﾝﾄ 茨城 GROWING Racing Team
145 9900113 ⾼橋 利明 ﾀｶﾊｼ ﾄｼｱｷ 茨城 GROWING Racing Team
146 1100570 光⼭ 英典 ﾐﾂﾔﾏ ﾋﾃﾞﾉﾘ 千葉 GROWING Racing Team
148 1600693 荒⽊  樹 ｱﾗｷ ﾀｽﾞﾙ ⽯川 Kochel V.C. Sputnik
149 1200364 ⼭⽥ 陽⼀ ﾔﾏﾀﾞ ﾖｳｲﾁ ⽯川 Kochel V.C. Sputnik
151 1400191 植⽥ 春樹 ｳｴﾀﾞ ﾊﾙｷ 埼⽟ コムリン 
154 1500324 佐野 勇⼈ ｻﾉ ﾊﾔﾄ 千葉 サイクルフリーダム・レーシング
156 1600679 ⾕脇 正⼀ ﾀﾆﾜｷ ﾏｻｶｽﾞ 千葉 サイクルフリーダム・レーシング
157 1700489 井出 貴⼠ ｲﾃﾞ ﾀｶｼ 埼⽟ サイタマサイクルプロジェクト
158 0901458 尾形 尚紀 ｵｶﾞﾀ ﾅｵｷ 埼⽟ サイタマサイクルプロジェクト
159 1001524 猿⽥ 匠 ｻﾙﾀ ﾀｸﾐ 埼⽟ サイタマサイクルプロジェクト
161 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
162 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
163 1800027 三⾓ 泰史 ﾐｽﾐ ﾔｽﾉﾌﾞ 埼⽟ サイタマサイクルプロジェクト
164 1700503 川久保 ⼤海 ｶﾜｸﾎﾞ ﾋﾛﾐ 埼⽟ 彩北ツブラーゼ
165 1800163 若⽉ 隆真 ﾜｶﾂｷ ﾀｸﾏ 埼⽟ 彩北ツブラーゼ
166 1700502 鷲野 向⼀ ﾜｼﾉ ｺｳｲﾁ 埼⽟ 彩北ツブラーゼ
167 1101633 沼 幸夫 ﾇﾏ ﾕｷｵ 新潟 サガミレーシング
168 1700210 皆川 孝 ﾐﾅｶﾞﾜ ﾀｶｼ 新潟 サガミレーシング
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169 1001777 伊藤 晋⼀ ｲﾄｳ ｼﾝｲﾁ 神奈川 G.S.POSITIVO
170 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
171 1602486 瀬⽥ 昌彦 ｾﾀ ﾏｻﾋｺ 埼⽟ シャークアイランド
172 1500114 ⽥⼝ 紀昭 ﾀｸﾞﾁ ﾉﾘｱｷ 埼⽟ シャークアイランド
173 1500111 中村 義之 ﾅｶﾑﾗ ﾖｼﾕｷ 埼⽟ シャークアイランド
175 1300007 ⾼清⽔ 天翔 ﾀｶｼﾐｽﾞ ﾃﾝｼｮｳ 静岡 GIANT INTERNAL FELLOWS TEAM
176 0400882 加賀 ⿓治 ｶｶﾞ ﾘｭｳｼﾞ 広島 SUBARU Cycling Team
177 1500665 ⽊村 盛義 ｷﾑﾗ ﾓﾘﾖｼ 群⾺ SUBARU Cycling Team
178 0400358 鈴⽊ ⼤忠 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾀﾀﾞ 群⾺ SUBARU Cycling Team
179 1301588 ⼤杉 直敬 ｵｵｽｷﾞ ﾅｵﾀｶ 静岡 SPADE・ACE
180 1900018 恩⽥ 拓 ｵﾝﾀﾞ ﾀｸ 愛知 SPADE・ACE
182 1500885 塩澤 魁 ｼｵｻﾞﾜ ｶｲ 愛知 SPADE・ACE
183 0900006 杉原 和剛 ｽｷﾞﾊﾗ ｶｽﾞﾋｻ 静岡 SPADE・ACE
184 0200553 ⼩沼 良 ｵﾇﾏ ﾘｮｳ 埼⽟ スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ
187 1502700 塚本 隼 ﾂｶﾓﾄ ﾊﾔﾄ ⼤阪 ZERO
188 1700035 花⽥ ⾦之介 ﾊﾅﾀﾞ ｷﾝﾉｽｹ ⼤阪 ZERO
195 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
196 1601683 阿部 賢明 ｱﾍﾞ ﾀｶｱｷ 新潟 チームフィンズ
197 1101584 遠藤 健太 ｴﾝﾄﾞｳ ｹﾝﾀ 新潟 チームフィンズ
198 1400631 中井 雄策 ﾅｶｲ ﾕｳｻｸ 群⾺ TRC PANAMAREDS
199 1301786 野上 太⼀ ﾉｶﾞﾐ ﾀｲﾁ 愛知 天狗党
200 1301464 中村 潤 ﾅｶﾑﾗ ｼﾞｭﾝ 東京 docomo RT
202 1602287 新開 隆⼈ ｼﾝｶｲ ﾘｭｳｼﾞ 兵庫 那須ハイランドパークレーシングチーム
203 1601955 本間 豪紀 ﾎﾝﾏ ﾋﾃﾞﾄｼ 東京 NAK Racing
204 1800593 國本 幸太 ｸﾆﾓﾄ ｺｳﾀ 東京 なるしまフレンド
205 1501424 菅⾕ 照⽣ ｽｶﾞﾔ ﾃﾙｷ ⼭梨 なるしまフレンド
206 1402092 川野 健太 ｶﾜﾉ ｹﾝﾀ 東京 ⽇本ろう⾃転⾞競技協会
207 1100042 早瀨 憲太郎 ﾊﾔｾ ｹﾝﾀﾛｳ 神奈川 ⽇本ろう⾃転⾞競技協会
208 1101882 ⻘⼭ ⾼⼠ ｱｵﾔﾏ ﾀｶﾋﾄ 宮城 ハヤサカサイクルレーシングチーム
209 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
210 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
211 1001745 畠⼭ 和也 ﾊﾀｹﾔﾏ ｶｽﾞﾔ 宮城 ハヤサカサイクルレーシングチーム
212 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
214 1800170 七井 勇之介 ﾅﾅｲ ﾕｳﾉｽｹ 千葉 BMレーシングZUNOW
215 1000400 ⼩林 秀雄 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞｵ 東京 FAST LANE Racing
216 1000071 古屋 穂⾼ ﾌﾙﾔ ﾎﾀﾞｶ 神奈川 FAST LANE Racing
217 1301694 ⼩貫 智紀 ｵﾇｷ ﾄﾓﾉﾘ 神奈川 PHANTOM 湘南
218 1500164 吉⽥ 泰⼤ ﾖｼﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ 神奈川 フィッツ
219 1702396 斎藤 剛 ｻｲﾄｳ ﾂﾖｼ 東京 FORCE
220 1500192 ⽩井 真⼈ ｼﾗｲ ﾏｻﾄ 東京 FORCE
221 1300264 中川 祐輝 ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳｷ 東京 FORCE
222 1400141 ⻑妻 暁 ﾅｶﾞﾂﾏ ｱｷﾗ 神奈川 FORCE
223 1600278 御堂 ⼒哉 ﾐﾄﾞｳ ﾘｷﾔ 東京 FORCE
224 1801200 元⽊ 晶央 ﾓﾄｷ ｱｷｵ 東京 FORCE
225 1700556 浅野 涼太 ｱｻﾉ ﾘｮｳﾀ 栃⽊ ブラウ・ブリッツェン
226 1602084 海藤 颯 ｶｲﾄﾞｳ ﾊﾔﾃ 栃⽊ ブラウ・ブリッツェン
227 1600451 ⽊村 紀仁 ｷﾑﾗ ﾉﾘﾋﾄ 茨城 ブラウ・ブリッツェン
228 1800308 鈴⽊ 道也 ｽｽﾞｷ ﾐﾁﾔ 栃⽊ ブラウ・ブリッツェン
229 1400772 宮⽥ 琢視 ﾐﾔﾀ ﾀｸﾐ 栃⽊ ブラウ・ブリッツェン
230 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
231 1502775 古川 裕真 ﾌﾙｶﾜ ﾕｳﾏ 静岡 ボンシャンス
232 1700534 飯島 康友 ｲｲｼﾞﾏ ﾔｽﾄﾓ 栃⽊ Honda栃⽊ JET
233 1300346 河合 貴明 ｶﾜｲ ﾀｶｱｷ 栃⽊ Honda栃⽊ JET
234 1700547 森 紀侑 ﾓﾘ ﾉﾘﾕｷ 栃⽊ My Pace Cycling



236 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
237 1996456 Enric LEBARS ｴﾝﾘｯｸ ﾙﾊﾞｰｽ フランス Yamanakako Cyclisme Formation 
238 1600646 Tom BOSSIS ﾄﾑ ﾎﾞｼｽ 神奈川 Yamanakako Cyclisme Formation 
240 1601498 森崎 英登 ﾓﾘｻｷ ﾋﾃﾞﾄ 愛知 Yamanakako Cyclisme Formation 
242 1001726 向⽥ 潤⼀ ﾑｶﾀﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ 栃⽊ RIDE Freaks
245 1600285 ⼭⽥ 貴⼀ ﾔﾏﾀﾞ ｷｲﾁ 東京 LINKVISION GIRASOLE CYCLING
247 1800240 安宅 将貴 ｱﾀｶ ﾏｻﾀｶ 千葉 湾岸サイクリング・ユナイテッド
248 1101715 飯嶋 睦 ｲｲｼﾞﾏ ﾑﾂﾐ 千葉 湾岸サイクリング・ユナイテッド
249 1500253 ⽯塚 将⼈ ｲｼﾂﾞｶ ﾏｻﾄ 千葉 湾岸サイクリング・ユナイテッド
250 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
251 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
252 1500421 佐藤 忠則 ｻﾄｳ ﾀﾀﾞﾉﾘ 千葉 湾岸サイクリング・ユナイテッド
253 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
254 0301731 ⾦⽥ ⼀ ｶﾈﾀﾞ ﾊｼﾞﾒ 茨城 OYAMA STARPLEX



【クラスタ︓E2  グレード︓Cr-2】 67名 2019/6/3

No JCF ID ⽒名 カナ 登録地 チーム名

301 1400425 相場 康雄 ｱｲﾊﾞ ﾔｽｵ 東京 AVENTURA AIKOH TOYO VICTORIA RACING
302 1801296 三宅 太⽣ ﾐﾔｹ ﾀｲｾｲ 茨城 AVENTURA AIKOH TOYO VICTORIA RACING
304 0900512 ⼭野内 徹 ﾔﾏﾉｳﾁ ﾄｵﾙ 神奈川 atelierFLEUVE Racing
305 1700588 ⽥島 誠 ﾀｼﾞﾏ ﾏｺﾄ 東京 あらかわZoo Racing
306 1800210 松尾 遊 ﾏﾂｵ ﾕｳ 東京 イナーメ信濃⼭形-EFT
307 1702381 吉岡 拓哉 ﾖｼｵｶ ﾀｸﾔ ⻑野 イナーメ信濃⼭形-EFT
308 1501577 渡邉 鈴 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾚｲ ⻑野 イナーメ信濃⼭形-EFT
310 1703353 植⽥ 恒平 ｳｴﾀﾞ ｺｳﾍｲ 兵庫 ウオズミサイクルレーシング
315 0900141 今野 勲 ｺﾝﾉ ｲｻｵ 宮城 エルドラード東北
316 1802270 清⽔ 嘉⼈ ｼﾐｽﾞ ﾖｼﾄ 兵庫 eNShare Cycling Team
317 1101124 武久 弘太 ﾀｹﾋｻ ｺｳﾀ 京都 eNShare Cycling Team
321 0400296 渋⾕ 秀俊 ｼﾌﾞﾔ ﾋﾃﾞﾄｼ ⼭形 クラブ⼆輪倶
323 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
324 1802426 ⼩村 悠樹 ｺﾑﾗ ﾊﾙｷ ⽯川 Kochel V.C. Sputnik
326 1100545 ⾕ 直亮 ﾀﾆ ﾅｵｽｹ 福島 郡⼭サイクルフレンズ
328 1500222 ⻫藤 茂 ｻｲﾄｳ ｼｹﾞﾙ 東京 コムリン 
329 1500327 家崎 隆 ｲｴｻﾞｷ ﾀｶｼ 千葉 サイクルフリーダム・レーシング
330 1800063 佐々⽊ 友輔 ｻｻｷ ﾕｳｽｹ 千葉 サイクルフリーダム・レーシング
331 1703104 東 勝哉 ﾋｶﾞｼ ｶﾂﾔ 千葉 サイクルフリーダム・レーシング
332 1800330 宮本 ⼀輝 ﾐﾔﾓﾄ ｶｽﾞｷ 千葉 サイクルフリーダム・レーシング
334 1602630 ⽯塚 優太 ｲｼﾂﾞｶ ﾕｳﾀ 埼⽟ 彩北ツブラーゼ
336 1800390 ⽯橋 涼⼤ ｲｼﾊﾞｼ ﾘｮｳﾀ 千葉 サンクスサイクルラボ
337 1000261 ⼩川 克広 ｵｶﾞﾜ ﾖｼﾋﾛ 栃⽊ じてんしゃの杜
338 1700492 柴野 剛永 ｼﾊﾞﾉ ﾀｶﾉﾘ 埼⽟ シャークアイランド
339 0000387 ⼤橋 克弘 ｵｵﾊｼ ｶﾂﾋﾛ 静岡 SPADE・ACE
340 1100689 丸⽥ 友之 ﾏﾙﾀ ﾄﾓﾕｷ 東京 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ
342 0600912 ⽵内 正宏 ﾀｹｳﾁ ﾏｻﾋﾛ 神奈川 たかだフレンドレーシング
344 1800223 古川 優 ﾌﾙｶﾜ ﾕｳ 神奈川 チーム・ウォークライド
349 1702881 中澤 賢太郎 ﾅｶｻﾞﾜ ｹﾝﾀﾛｳ ⽯川 TEAM MODENA
351 1602057 河野 仁 ｺｳﾉ ﾋﾄｼ ⻑野 チャクボタレーシング
352 1201004 菊池 慶⼀郎 ｷｸﾁ ｹｲｲﾁﾛｳ 群⾺ TRC PANAMAREDS
353 1700683 吉⽥ 健太郎 ﾖｼﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 群⾺ TRC PANAMAREDS
354 0400487 河井 正 ｶﾜｲ ﾀﾀﾞｼ 千葉 DEVOTION BIKES
355 1100455 奥村 隆平 ｵｸﾑﾗ ﾘｭｳﾍｲ 愛知 DESTRA
356 1802868 斎藤 啓太 ｻｲﾄｳ ｹｲﾀ 神奈川 天狗党
358 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
359 0101229 井上 裕太郎 ｲﾉｳｴ ﾕｳﾀﾛｳ 神奈川 TONY Racing
362 1301090 真保 雅俊 ｼﾝﾎﾟ ﾏｻﾄｼ 神奈川 那須ハイランドパークレーシングチーム
363 1200347 ⼩松 理 ｺﾏﾂ ｵｻﾑ 栃⽊ 夏草サイクリングチーム
366 1600258 永井 信義 ﾅｶﾞｲ ﾉﾌﾞﾖｼ 東京 なるしまフレンド
367 1001402 ⾕⼝ 義典 ﾔｸﾞﾁ ﾖｼﾉﾘ 茨城 なるしまフレンド
370 1602676 原⽥ 敬⽂ ﾊﾗﾀﾞ ﾀｶﾌﾐ ⼭⼝ Pinazou Test Team
371 1700612 ⽥中 兼太郎 ﾀﾅｶ ｹﾝﾀﾛｳ 東京 VIVA☆ZAPPEI極
374 1200080 加藤 周作 ｶﾄｳ ｼｭｳｻｸ 神奈川 FAST LANE Racing
375 0701060 増⽥ 輝之 ﾏｽﾀﾞ ﾃﾙﾕｷ 千葉 FAST LANE Racing
376 1701988 東 優仁 ｱｽﾞﾏ ﾕｳﾄ ⼤阪 VC福岡（エリート）
378 1500271 ⽯渡 誠⼀ ｲｼﾜﾀﾘ ｾｲｲﾁ 神奈川 フィッツ
379 9800367 吉川 勝 ﾖｼｶﾜ ﾏｻﾙ 茨城 フィッツ
380 1700394 ⻄川 直希 ﾆｼｶﾜ ﾅｵｷ 東京 FORCE
381 1800125 ⻑島 慧明 ﾅｶﾞｼﾏ ｻﾄｱｷ 栃⽊ ブラウ・ブリッツェン
382 1800234 福⽥ ⿓⽣ ﾌｸﾀﾞ ﾘｭｳ 栃⽊ ブラウ・ブリッツェン
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384 1800497 吉⽥ 優⽃ ﾖｼﾀﾞ ﾕｳﾄ 岩⼿ ブラウ・ブリッツェン
385 1502719 篠原 輝利 ｼﾉﾊﾗ ｷﾘ 茨城 ボンシャンス
386 1600447 岡島 颯世 ｵｶｼﾞﾏ ﾊﾔｾ 栃⽊ Honda栃⽊ JET
388 1500415 島⽴ 孫⾏ ｼﾏﾀﾞﾃ ﾏｺﾞﾕｷ 栃⽊ Honda栃⽊ JET
389 1800282 三橋 隼⼈ ﾐﾂﾊｼ ﾊﾔﾄ 栃⽊ Honda栃⽊ JET
390 1200351 ⼩峰 ⼤丞 ｺﾐﾈ ﾀﾞｲｽｹ 栃⽊ My Pace Cycling
391 0900003 森川 恭徳 ﾓﾘｶﾜ ﾔｽﾉﾘ 静岡 ミソノイレーシングチーム
393 1600153 ⼭名 拳太郎 ﾔﾏﾅ ｹﾝﾀﾛｳ 和歌⼭ LALPE KF RACING
394 1700993 宇賀持 凌 ｳｶﾞﾓﾁ ﾘｮｳ 栃⽊ リベルタスTOCHIGI BICYCLE CLUB
395 0600125 岡野 賢司 ｵｶﾉ ｹﾝｼﾞ 栃⽊ リベルタスTOCHIGI BICYCLE CLUB
396 1000997 柳沼 ⿓佑 ﾔｷﾞﾇﾏ ﾘｭｳｽｹ 福島 LINKVISION GIRASOLE CYCLING
397 9702864 三浦 雅信 ﾐｳﾗ ﾏｻﾉﾌﾞ 東京 Racing CUBE
398 1800472 相原 武 ｱｲﾊﾗ ﾀｹｼ 埼⽟ Ｙʼｓ Ｒｏａｄ
399 1101583 ⾦井 光春 ｶﾅｲ ﾐﾂﾊﾙ 東京 Ｙʼｓ Ｒｏａｄ
400 1800748 増⽥ 佑哉 ﾏｽﾀﾞ ﾕｳﾔ 埼⽟ Ｙʼｓ Ｒｏａｄ
401 1702900 松永 伸⼀ ﾏﾂﾅｶﾞ ｼﾝｲﾁ 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︓Cr-3】 112名 2019/6/3

No JCF ID ⽒名 カナ 登録地 チーム名

501 1700601 川⽥ 翔太 ｶﾜﾀﾞ ｼｮｳﾀ 東京 AVENTURA AIKOH TOYO VICTORIA RACING
502 1601247 辻野 ⻯輝 ﾂｼﾞﾉ ﾀﾂｷ 埼⽟ AutoBahnGotemba
503 1901338 斎藤 健 ｻｲﾄｳ ﾀｹｼ 東京 atelierFLEUVE Racing
508 1600736 ⽯⽥ 拓海 ｲｼﾀﾞ ﾀｸﾐ ⻑野 イナーメ信濃⼭形-EFT
509 0900610 岩下 直貴 ｲﾜｼﾀ ﾅｵｷ ⻑野 イナーメ信濃⼭形-EFT
510 1902077 ⽚寄 陸 ｶﾀﾖｾ ﾘｸ 福島 イナーメ信濃⼭形-EFT
512 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
515 1802776 川崎 隼輔 ｶﾜｻｷ ｼｭﾝｽｹ 千葉 ウィンディー筑波
517 1800101 ⼭崎 寧⼤ ﾔﾏｻﾞｷ ﾈｵ 茨城 ウィンディー筑波
519 1802573 荻⽥ 晴 ｵｷﾞﾀ ｾｲ 東京 VENTOS FRECCIA
525 1800673 仲 ⼤介 ﾅｶ ﾀﾞｲｽｹ 埼⽟ EXTENDED VAX SAYAMA
527 1101796 ⻑島 好教 ﾅｶﾞｼﾏ ﾖｼﾉﾘ 栃⽊ FM730
528 1900195 佐藤 睦 ｻﾄｳ ﾑﾂｷ 宮城 エルドラード東北
529 1700323 坂本 恭平 ｻｶﾓﾄ ｷｮｳﾍｲ 徳島 ALL OUT reric
536 1900047 ⼩柳 俊夫 ｺﾔﾅｷﾞ ﾄｼｵ 千葉 Clichy Cycling Club
537 1501749 渡辺 智則 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓﾉﾘ 千葉 Clichy Cycling Club
538 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
542 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
543 1800398 細⾕ 誠 ﾎｿﾔ ﾏｺﾄ 埼⽟ 彩北ツブラーゼ
544 1900204 宮本 博之 ﾐﾔﾓﾄ ﾋﾛﾕｷ 埼⽟ 彩北ツブラーゼ
547 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
550 1900271 池内 真治 ｲｹｳﾁ ｼﾝｼﾞ 埼⽟ シャークアイランド
552 1300495 積⽥ 連 ﾂﾐﾀ ﾚﾝ 福島 SNEL CYCLOCROSS TEAM
553 0900900 中島 健次 ﾅｶｼﾞﾏ ｹﾝｼﾞ 東京 SNEL CYCLOCROSS TEAM
554 1500664 ⽥邊 純也 ﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｭﾝﾔ 群⾺ SUBARU Cycling Team
555 1702514 中澤 佳邦 ﾅｶｻﾞﾜ ﾖｼｸﾆ 栃⽊ SUBARU Cycling Team
556 1101595 藤澤 浩 ﾌｼﾞｻﾜ ﾋﾛｼ 栃⽊ SUBARU Cycling Team
557 1800409 ⽯⽥ 豊 ｲｼﾀﾞ ﾕﾀｶ 栃⽊ SPADE・ACE
558 0800041 ⼤⽯ 圭介 ｵｵｲｼ ｹｲｽｹ 静岡 SPADE・ACE
559 1900012 ⽥中 智也 ﾀﾅｶ ﾄﾓﾔ 静岡 SPADE・ACE
560 0801836 三上 恵仁 ﾐｶﾐ ﾔｽﾋﾄ 栃⽊ SPADE・ACE
561 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
562 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
568 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
570 1900278 荒尾 康平 ｱﾗｵ ｺｳﾍｲ ⼤阪 ZERO
571 1402141 新村 亮太 ｼﾝﾑﾗ ﾘｮｳﾀ ⼤阪 ZERO
574 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
575 1501122 齋藤 宏樹 ｻｲﾄｳ ｺｳｷ 東京 Team ⾃転⾞処 ⾵輪
576 1700702 峯岸 祐太 ﾐﾈｷﾞｼ ﾕｳﾀ 千葉 Team ⾃転⾞処 ⾵輪
577 1600641 武野 泰明 ﾀｹﾉ ﾔｽｱｷ 神奈川 Team BFY Racing
578 1700751 ⼩⼭⽥ 亮 ｵﾔﾏﾀﾞ ﾘｮｳ 静岡 TEAM YOU CAN
582 1900100 柏 真輔 ｶｼﾜ ｼﾝｽｹ 栃⽊ Team Ashiviva
583 1900035 ⽥上 建 ﾀｶﾞﾐ ﾀﾂﾙ 栃⽊ Team Ashiviva
584 1900194 ⼿塚 純樹 ﾃﾂﾞｶ ｼﾞｭﾝｷ 栃⽊ Team Ashiviva
586 1900101 宮本 真吾 ﾐﾔﾓﾄ ｼﾝｺﾞ 栃⽊ Team Ashiviva
587 1702907 岡本 秀明 ｵｶﾓﾄ ﾋﾃﾞｱｷ 千葉 TEAM GIRO 360
588 1700692 藤本 怜 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾚｲ 千葉 TEAM GIRO 360
589 1900545 緒⽅ 稔 ｵｶﾞﾀ ﾐﾉﾙ 宮城 Team nacree
590 1900546 岡野 広樹 ｵｶﾉ ﾋﾛｷ 宮城 Team nacree
591 1900524 佐藤 渉 ｻﾄｳ ﾜﾀﾙ 宮城 Team nacree
592 1900804 本間 康博 ﾎﾝﾏ ﾔｽﾋﾛ 宮城 Team nacree
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594 1700600 後藤 将之 ｺﾞﾄｳ ﾏｻﾕｷ 東京 Team FITTE
595 1703508 飯⽥ 航 ｲｲﾀﾞ ﾜﾀﾙ 栃⽊ チームWADA
596 1703519 中嶋 秀成 ﾅｶｼﾞﾏ ﾋﾃﾞﾅﾘ 栃⽊ チームWADA
597 1703510 中⽥ 京志郎 ﾅｶﾀﾞ ｷｮｳｼﾛｳ 栃⽊ チームWADA
598 1900246 桝井 悠翔 ﾏｽｲ ﾕｳﾄ 栃⽊ チームWADA
600 0500666 和⽥ 良太 ﾜﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 栃⽊ チームWADA
603 1900112 曽我 啓⼀郎 ｿｶﾞ ｹｲｲﾁﾛｳ 神奈川 Defardi
604 1900212 滝 祐介 ﾀｷ ﾕｳｽｹ 茨城 Defardi
605 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
606 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
607 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
608 1901422 清⽔ ⼤地 ｼﾐｽﾞ ﾀﾞｲﾁ 栃⽊ 栃⽊県⽴真岡⼯業⾼等学校⾃転⾞競技部
609 1901423 杉⼭ 陸 ｽｷﾞﾔﾏ ﾘｸ 栃⽊ 栃⽊県⽴真岡⼯業⾼等学校⾃転⾞競技部
610 1901421 髙⽥ 颯天 ﾀｶﾀﾞ ﾊﾔﾃ 栃⽊ 栃⽊県⽴真岡⼯業⾼等学校⾃転⾞競技部
611 1901419 塚原 翔⿓ ﾂｶﾊﾗ ｼｮｳﾘ 栃⽊ 栃⽊県⽴真岡⼯業⾼等学校⾃転⾞競技部
612 1901571 野沢 昴⽮ ﾉｻﾞﾜ ｺｳﾔ 栃⽊ 栃⽊県⽴真岡⼯業⾼等学校⾃転⾞競技部
613 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
614 1901420 栁 颯太郎 ﾔﾅｷﾞ ｿｳﾀﾛｳ 栃⽊ 栃⽊県⽴真岡⼯業⾼等学校⾃転⾞競技部
616 1900114 清親 佑太 ｷﾖﾁｶ ﾕｳﾀ 神奈川 TONY Racing
617 1900331 ⼩林 達⼤ ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾂﾋﾛ 神奈川 TONY Racing
618 1800433 傳⽥ 聖也 ﾃﾞﾝﾀﾞ ｾｲﾔ 神奈川 TONY Racing
620 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
621 1900210 岩本 直樹 ｲﾜﾓﾄ ﾅｵｷ 栃⽊ NAMAZU PLUS TOCHIGI
623 1703219 塚越 ⼀⽣ ﾂｶｺﾞｼ ｲｯｾｲ 東京 なるしまフレンド
625 1803030 松本 陸 ﾏﾂﾓﾄ ﾘｸ 神奈川 HAMMER!!BROS
626 1502717 ⼤川 和哉 ｵｵｶﾜ ｶｽﾞﾔ 東京 パラティアムTOKYO
627 1501933 杉本 直樹 ｽｷﾞﾓﾄ ﾅｵｷ 群⾺ パラティアムTOKYO
628 1502722 ⼭本 康雄 ﾔﾏﾓﾄ ﾔｽｵ 神奈川 パラティアムTOKYO
629 1902060 細⽥ 素弘 ﾎｿﾀﾞ ﾓﾄﾋﾛ 東京 FAST LANE Racing
630 1401122 平澤 輝⼀ ﾋﾗｻﾜ ｷｲﾁ 静岡 フィッツ
631 1900334 内⼭ ⼤輔 ｳﾁﾔﾏ ﾀﾞｲｽｹ 神奈川 FORCE
632 1702990 中島 達雄 ﾅｶｼﾏ ﾀﾂｵ 東京 FORCE
633 1900193 ⻘井 誠也 ｱｵｲ ｾｲﾔ 栃⽊ ブラウ・ブリッツェン
634 1900244 鎌倉 武⼠ ｶﾏｸﾗ ﾀｹｼ 栃⽊ ブラウ・ブリッツェン
637 1900192 猿⼭ 英⽣ ｻﾙﾔﾏ ﾋﾃﾞｵ 栃⽊ ブラウ・ブリッツェン
638 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
639 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
640 1602578 ⽔上 央渉 ﾐｽﾞｶﾐ ｶﾅﾙ 栃⽊ ブラウ・ブリッツェン
641 1800264 村井 佑圭 ﾑﾗｲ ﾕｳｷ 栃⽊ ブラウ・ブリッツェン
642 1601630 秋⽥ 圭佑 ｱｷﾀ ｹｲｽｹ 茨城 FLECHA
643 1900153 萩⾕ 蒼⾵ ﾊｷﾞﾔ ｿﾗ 茨城 FLECHA
644 1700761 堀江 ⼀葉 ﾎﾘｴ ｶｽﾞﾊ 茨城 FLECHA
645 1701093 村松 息吹 ﾑﾗﾏﾂ ｲﾌﾞｷ 茨城 FLECHA
649 1702062 ⾅井 ⼀雅 ｳｽｲ ｶｽﾞﾏｻ 栃⽊ Honda栃⽊ JET
650 1900657 ⾼橋 健 ﾀｶﾊｼ ｹﾝ 栃⽊ Honda栃⽊ JET
651 1800361 ⽥代 丈幸 ﾀｼﾛ ﾋﾛﾕｷ 栃⽊ Honda栃⽊ JET
653 1801675 ⾼橋 明 ﾀｶﾊｼ ｱｷﾗ 神奈川 横浜⾼校⾃転⾞競技部
657 1800058 ⽥中 裕⼤郎 ﾀﾅｶ ﾕｳﾀﾛｳ 東京 Rapha Cycling Club
660 9700528 横⽥ 正美 ﾖｺﾀ ﾏｻﾐ 栃⽊ リベルタスTOCHIGI BICYCLE CLUB
662 1702903 ⾦⽥ 歩夢 ｶﾈﾀﾞ ｱﾕﾑ 埼⽟ LINKVISION GIRASOLE CYCLING
664 1702967 中村 元紀 ﾅｶﾑﾗ ﾓﾄｷ 埼⽟ LINKVISION GIRASOLE CYCLING
665 1900339 南⽥ 昌輝 ﾐﾅﾐﾀﾞ ﾏｻｷ 東京 LINKVISION GIRASOLE CYCLING
667 1402273 ⾼⽊ 俊輔 ﾀｶｷﾞ ｼｭﾝｽｹ 神奈川 Racing CUBE
668 9702882 吉池 司 ﾖｼｲｹ ﾂｶｻ 神奈川 Racing CUBE



669 1402095 井上 佳紀 ｲﾉｳｴ ﾖｼｷ 東京 Ｙʼｓ Ｒｏａｄ
670 1401253 ⼩川 泰征 ｵｶﾞﾜ ﾀｲｾｲ 埼⽟ Ｙʼｓ Ｒｏａｄ
671 1200109 ⽥中 伸也 ﾀﾅｶ ｼﾝﾔ 埼⽟ Ｙʼｓ Ｒｏａｄ
672 1800350 ⿃⼭ 真 ﾄﾘﾔﾏ ｼﾝ 東京 Ｙʼｓ Ｒｏａｄ
673 1800194 中島 ⼤季 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀﾞｲｷ 埼⽟ Ｙʼｓ Ｒｏａｄ
674 1001625 ⼩野 太 ｵﾉ ﾌﾄｼ 栃⽊ OYAMA STARPLEX
675 1500425 ⼭⽥ 哲也 ﾔﾏﾀﾞ ﾃﾂﾔ 栃⽊ OYAMA STARPLEX



【クラスタ︓F  グレード︓Cr-2】 14名 2019/6/3

No JCF ID ⽒名 カナ 登録地 チーム名

701 9701485 唐⾒ 実世⼦ ｶﾗﾐ ﾐﾖｺ 茨城 弱⾍ペダル サイクリングチーム
702 1501885 スティーブンソン ケイト ｽﾃｨｰﾌﾞﾝｿﾝ ｹｲﾄ 東京 イナーメ信濃⼭形-F
703 1800749 植⽥ 美⾹ ｳｴﾀﾞ ﾐｶ 埼⽟ サイタマサイクルプロジェクト
704 1701126 後藤 安佐 ｺﾞﾄｳ ｱｻ 東京 サイタマサイクルプロジェクト
705 1700745 ⻄倉 陽⼦ ﾆｼｸﾗ ﾖｳｺ 埼⽟ サイタマサイクルプロジェクト
710 1700698 野崎 桃世 ﾉｻﾞｷ ﾓﾓﾖ 千葉 Team ⾃転⾞処 ⾵輪
713 1010013 沼⽥ 信⼦ ﾇﾏﾀ ﾉﾌﾞｺ 静岡 ミソノイレーシングチーム
714 1800378 藤村 祥⼦ ﾌｼﾞﾑﾗ ｼｮｳｺ 北海道 MOPS
715 1101522 伊藤 杏菜 ｲﾄｳ ｱﾝﾅ 栃⽊ Live GARDEN BICI STELLE
716 1600453 新川 明⼦ ｼﾝｶﾜ ｱｷｺ 栃⽊ Live GARDEN BICI STELLE
717 1803052 滝川 陽希 ﾀｷｶﾜ ﾊﾙｷ 栃⽊ Live GARDEN BICI STELLE
718 1301646 林⼝ 幸恵 ﾊﾔｼｸﾞﾁ ﾕｷｴ 栃⽊ Live GARDEN BICI STELLE
719 1000589 吉川 美穂 ﾖｼｶﾜ ﾐﾎ 和歌⼭ Live GARDEN BICI STELLE
720 1802516 ⾼橋 美保 ﾀｶﾊｼ ﾐｦ 東京 LINKVISION GIRASOLE CYCLING

第3回 JBCF 那須塩原クリテリウム


