
【クラスタ︓E1  グレード︓Cr】 4１名 2019/10/8

No JCF ID ⽒名 カナ 登録地 チーム名

501 1301908 ⼭⼝ 和来 ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｽﾞｷ 東京 AVENTURA AIKOH TOYO VICTORIA RACING
502 9801919 中⽥ 真琴 ﾅｶﾀ ﾏｺﾄ 京都 ACQUA TAMA
504 1300056 ⽐護 任 ﾋｺﾞ ｱﾀﾙ ⼤阪 イナーメ信濃⼭形-EFT
505 9700734 井上 登⼠哉 ｲﾉｳｴ ﾄｼﾔ 愛媛 VC VELOCE
506 0500349 井上 ⼈志 ｲﾉｳｴ ﾋﾄｼ 滋賀 VC VELOCE
508 1600066 佐々⽊ 均 ｻｻｷ ﾋﾄｼ 広島 voyAge cycling team
509 1502247 横⼿ 徳広 ﾖｺﾃ ﾄｸﾋﾛ 福岡 voyAge cycling team
510 1601925 梅澤 幹太 ｳﾒｻﾞﾜ ｶﾝﾀ 愛媛 エキップｕレーシング
512 1702809 岩尾 ⼤河 ｲﾜｵ ﾀｲｶﾞ ⼤分 ALL OUT reric
513 1800028 佐藤 俊雄 ｻﾄｳ ﾄｼｵ 兵庫 ALL OUT reric
514 1800057 中村 将也 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾔ ⼤阪 ALL OUT reric
515 1802568 原⽥ 将⼈ ﾊﾗﾀﾞ ﾏｻﾄ 兵庫 ALL OUT reric
516 0801856 ⼩野 琢万 ｵﾉ ﾀｸﾏ 埼⽟ サイクルフリーダム・レーシング
520 9901846 ⼤倉 健⼀ ｵｵｸﾗ ｹﾝｲﾁ 東京 セオレーシング
521 1502700 塚本 隼 ﾂｶﾓﾄ ﾊﾔﾄ ⼤阪 ZERO
525 1700578 ⼀丸 裕介 ｲﾁﾏﾙ ﾕｳｽｹ 徳島 TeamUKYO Reve
526 0500685 清⽔ ⼀弘 ｼﾐｽﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 富⼭ TeamUKYO Reve
527 1500211 ⾼橋 叶平 ﾀｶﾊｼ ｷｮｳﾍｲ 広島 TeamUKYO Reve
528 1100565 宮⽥ 久⽣ ﾐﾔﾀ ﾋｻｵ 広島 TeamUKYO Reve
530 9702373 ⾦⼦ 彰 ｶﾈｺ ｱｷﾗ ⼭⼝ チームサイクルプラス
532 0000251 佐々⽊ 健 ｻｻｷ ﾀｹｼ 愛知 天狗党
533 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
534 1700538 ⼋⽊ 健太 ﾔｷﾞ ｹﾝﾀ ⾼知 徳島サイクルレーシング
535 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
536 1600013 森⽥ 正徳 ﾓﾘﾀ ﾏｻﾉﾘ ⼤阪 ナカガワAS・Kʼデザイン
537 1402092 川野 健太 ｶﾜﾉ ｹﾝﾀ 東京 ⽇本ろう⾃転⾞競技協会
538 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
539 1700198 川⼝ 照悟 ｶﾜｸﾞﾁ ｼｮｳｺﾞ 福岡 PARABOLAイワイシーガル
541 1601492 池⽥ 渓⼈ ｲｹﾀﾞ ｹｲﾄ 熊本 VC福岡（エリート）
542 1900403 ⽥中 亮祐 ﾀﾅｶ ﾘｮｳｽｹ 福岡 VC福岡（エリート）
543 0901303 ⻲岡 晋也 ｶﾒｵｶ ｼﾝﾔ 愛媛 masahikomifune.com CyclingTeam
544 1700828 渡邊 諒⾺ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳﾏ 愛媛 松⼭城南⾼等学校 ⾃転⾞競技部
545 1400047 菅⾕ 修 ｽｶﾞﾔ ｵｻﾑ 東京 MIVRO
546 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
547 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
548 1000714 佐々⽊ 暖 ｻｻｷ ﾀﾞﾝ 奈良 EURO-WORKS Racing
549 1100076 ⾓⽥ 光隆 ｽﾐﾀﾞ ﾐﾂﾀｶ 奈良 EURO-WORKS Racing
550 1100087 ⽥中 信⾏ ﾀﾅｶ ﾉﾌﾞﾕｷ 奈良 EURO-WORKS Racing
551 1702976 中森 雅⼈ ﾅｶﾓﾘ ﾏｻﾄ ⼤阪 EURO-WORKS Racing
552 1001922 森 俊夫 ﾓﾘ ﾄｼｵ 奈良 EURO-WORKS Racing
553 1900083 中島 雅⼈ ﾅｶｼﾏ ﾏｻﾄ 福岡 VC福岡（エリート）
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【クラスタ︓E2  グレード︓Cr-2】 38名 2019/10/8

No JCF ID ⽒名 カナ 登録地 チーム名

602 0500435 福留 康介 ﾌｸﾄﾞﾒ ｺｳｽｹ 岡⼭ イナーメ信濃⼭形-EFT
604 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
605 1900769 松尾 侑喜 ﾏﾂｵ ﾕｳｷ 広島 voyAge cycling team
606 0200433 酒居 良和 ｻｶｲ ﾖｼｶｽﾞ 広島 エキップ ティラン
607 1501498 下⼭ 洋平 ｻｶﾞﾔﾏ ﾖｳﾍｲ 広島 エキップ ティラン
608 1800245 近森 亮 ﾁｶﾓﾘ ﾘｮｳ 広島 エキップ ティラン
609 1500390 ⼩林 達也 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾂﾔ 広島 eNShare Cycling Team
610 1101124 武久 弘太 ﾀｹﾋｻ ｺｳﾀ 京都 eNShare Cycling Team
611 1600432 藤岡 泰之 ﾌｼﾞｵｶ ﾔｽﾕｷ 広島 eNShare Cycling Team
612 1802046 吉⽊ 匠 ﾖｼｷ ﾀｸﾐ 広島 eNShare Cycling Team
614 1900323 原 幹⼈ ﾊﾗ ﾐｷﾄ 東京 CROWN ROAD
615 1100545 ⾕ 直亮 ﾀﾆ ﾅｵｽｹ 福島 郡⼭サイクルフレンズ
616 0300357 ⼀⾊ 寛之 ｲｯｼｷ ﾋﾛﾕｷ 奈良 CIERVO NARA ELITE
618 0700611 ⿃居 新也 ﾄﾘｲ ｼﾝﾔ ⼤阪 ⽵芝サイクルレーシング
619 1400295 ⼤森 健⼀ ｵｵﾓﾘ ｹﾝｲﾁ 広島 Team Kermis Cross
620 1600071 柳楽 諭 ﾅｷﾞﾗ ｻﾄｼ 広島 Team Kermis Cross
622 1602669 武富 正芳 ﾀｹﾄﾐ ﾏｻﾖｼ 熊本 チームGINRIN熊本
623 9801847 ⽩⽯ 裕⼆ ｼﾗｲｼ ﾕｳｼﾞ 熊本 チームサイクルプラス
624 1802534 岡崎 由幸 ｵｶｻﾞｷ ﾖｼﾕｷ 和歌⼭ TEAM SANREMO
625 1900545 緒⽅ 稔 ｵｶﾞﾀ ﾐﾉﾙ 宮城 Team nacree
628 9702438 宮本 泰典 ﾐﾔﾓﾄ ﾔｽﾉﾘ 徳島 徳島サイクルレーシング
629 1800097 ⽟仙 健⼀ ｷﾞｮｸｾﾝ ｹﾝｲﾁ 広島 DREAMER
631 1700199 深堀 理 ﾌｶﾎﾘ ﾏｻﾙ 福岡 PARABOLAイワイシーガル
632 1502296 若林 孝紀 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾀｶﾉﾘ 広島 備北おはようございます
633 1500347 川上 豪仁 ｶﾜｶﾐ ﾀｹﾋﾄ 福岡 VC福岡（エリート）
635 1701966 中村 典 ﾅｶﾑﾗ ﾂｶｻ 福岡 VC福岡（エリート）
636 1703335 ⼤仲 凛功 ｵｵﾅｶ ﾘｸ 愛媛 松⼭城南⾼等学校 ⾃転⾞競技部
637 1601622 野間⽥ ⼀浩 ﾉﾏﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 和歌⼭ ミルキーウェイ和歌⼭
638 1400276 ⼩林 慎也 ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾝﾔﾔ 兵庫 モジュマ エリアゼロナナゴ
639 9802484 植⽊ 康⽂ ｳｴｷ ﾔｽﾌﾐ ⼭⼝ ⼭⼝県⾃転⾞競技連盟・GRP
641 1700388 平井 貴志 ﾋﾗｲ ﾀｶｼ ⼭⼝ ⼭⼝県⾃転⾞競技連盟・GRP
642 1800265 福⽥ 健⼀ ﾌｸﾀﾞ ｹﾝｲﾁ ⼭⼝ ⼭⼝県⾃転⾞競技連盟・GRP
643 0100423 真鍋 英祐 ﾏﾅﾍﾞ ｴｲｽｹ ⼭⼝ ⼭⼝県⾃転⾞競技連盟・GRP
644 0800054 湧川 将樹 ﾜｸｶﾞﾜ ﾏｻｷ ⼭⼝ ⼭⼝県⾃転⾞競技連盟・GRP
645 1600095 前村 悟 ﾏｴﾑﾗ ｻﾄﾙ 兵庫 Life Ride
646 1600153 ⼭名 拳太郎 ﾔﾏﾅ ｹﾝﾀﾛｳ 和歌⼭ LALPE KF RACING
647 1800203 吉岡 潤 ﾖｼｵｶ ｼﾞｭﾝ 岡⼭ 湾岸サイクリング・ユナイテッド
648 1900089 ⽥中 良介 ﾀﾅｶ ﾘｮｳｽｹ 熊本 VC福岡（エリート）

第4回 JBCF しゅうなんクリテリウム

2 / 4 



【クラスタ︓E3  グレード︓Cr-3】 48名 2019/10/8

No JCF ID ⽒名 カナ 登録地 チーム名

702 1700685 菅村 篤 ｽｶﾞﾑﾗ ｱﾂｼ 広島 Aki Rising Bicycle team
703 1902155 友広 聡則 ﾄﾓﾋﾛ ｻﾄﾉﾘ 広島 Aki Rising Bicycle team
708 1900417 合⽥ 尚俊 ｺﾞｳﾀﾞ ﾅｵﾄｼ ⼭⼝ A'le:ne So'le:ne
709 1900456 野村 翔 ﾉﾑﾗ ｼｮｳ ⼭⼝ A'le:ne So'le:ne
712 1702163 ⿇⽣ 裕也 ｱｿｳ ﾋﾛﾔ 広島 エキップ ティラン
713 1800410 岩崎 啓太 ｲﾜｻｷ ｹｲﾀ 広島 エキップ ティラン
714 1801335 上野 瑞貴 ｳｴﾉ ﾐｽﾞｷ 広島 エキップ ティラン
716 1700755 城本 成司 ｼﾛﾓﾄ ｾｲｼﾞ 広島 エキップ ティラン
717 1700668 ⾼野 裕樹 ﾀｶﾉ ﾕｳｷ 広島 エキップ ティラン
718 1900283 堀 ⻯也 ﾎﾘ ﾀﾂﾔ 広島 エキップ ティラン
719 1601629 祖⺟井 佑樹 ｳﾊﾞｶﾞｲ ﾕｳｷ 愛媛 エキップｕレーシング
720 1900991 半⽥ 莉都 ﾊﾝﾀﾞ ﾘｲﾁ 熊本 SSPC-アスリート・熊本
721 1800122 ⼩笠原 輝彦 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾃﾙﾋｺ ⼤分 ALL OUT reric
723 1902299 堀井 卓 ﾎﾘｲ ﾀｸ 兵庫 ALL OUT reric
729 1700358 中林 翔 ﾅｶﾊﾞﾔｼ ｼｮｳ 愛知 KINAN AACA
730 1900322 野⼝ 崇 ﾉｸﾞﾁ ﾀｶｼ 東京 CROWN ROAD
731 1900453 蓑部 潔 ﾐﾉﾍﾞ ｷﾖｼ 東京 CROWN ROAD
732 1600694 遠⽥ 武志 ﾄｵﾀﾞ ﾀｹｼ ⽯川 Kochel V.C. Sputnik
733 1700869 中村 勝彦 ﾅｶﾑﾗ ｶﾂﾋｺ ⽯川 Kochel V.C. Sputnik
734 1900664 ⾼⼭ 雅史 ﾀｶﾔﾏ ﾏｻﾌﾐ 岡⼭ サイファアスリートクラブ岡⼭
735 1600722 辻川 涼兵 ﾂｼﾞｶﾜ ﾘｮｳﾍｲﾍｲ 岡⼭ サイファアスリートクラブ岡⼭
737 1700033 鍛治 功 ｶｼﾞ ｲｻｵ ⼤阪 シマノドリンキング
739 1900278 荒尾 康平 ｱﾗｵ ｺｳﾍｲ ⼤阪 ZERO
744 1801489 太⽥ 敬⼠ ｵｵﾀ ｹｲｼ 広島 Team Kermis Cross
745 9702947 坂村 陽平 ｻｶﾑﾗ ﾖｳﾍｲ 広島 Team Kermis Cross
746 1800047 笹原 純平 ｻｻﾊﾗ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 広島 Team Kermis Cross
748 1902481 野崎 真優 ﾉｻﾞｷ ﾏﾋﾛ 広島 Team Kermis Cross
749 1800842 辻 康成 ﾂｼﾞ ﾔｽﾅﾘ 兵庫 Team ZERO UNO FRONTIER
750 1800637 古⾕ 友⼀ ﾌﾙﾀﾆ ﾕｳｲﾁ 広島 TeamUKYO Reve
751 1301678 早稲⽥ 亮太 ﾜｾﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 広島 TeamUKYO Reve
752 1800541 ⾕崎 雄樹 ﾀﾆｻﾞｷ ﾕｳｷ 熊本 チームGINRIN熊本
753 1400501 蓑⽥ 幸作 ﾐﾉﾀﾞ ｺｳｻｸ 熊本 チームGINRIN熊本
755 1802402 安藤 圭吾 ｱﾝﾄﾞｳ ｹｲｺﾞ ⼭⼝ Team Sciroco
757 1703336 飯塚 和弘 ｲｲﾂﾞｶ ｶｽﾞﾋﾛ 埼⽟ チバポンズ
758 1100552 ⽚⼭ 紳 ｶﾀﾔﾏ ｼﾝﾔ 徳島 徳島サイクルレーシング
759 1802893 三井 克造 ﾐﾂｲ ｶﾂｿﾞｳ 徳島 徳島サイクルレーシング
760 1900215 ⽟仙 翔太 ｷﾞｮｸｾﾝ ｼｮｳﾀ 広島 DREAMER
763 1601945 福島 寛史 ﾌｸｼﾏ ﾋﾛｼ 岡⼭ パラティアムTOKYO
764 1901321 ⽯井 康平 ｲｼｲ ｺｳﾍｲ 福岡 PARABOLAイワイシーガル
766 1802082 ⼤岩 駿介 ｵｵｲﾜ ｼｭﾝｽｹ 愛媛 松⼭城南⾼等学校 ⾃転⾞競技部
767 1801462 岡本 翔 ｵｶﾓﾄ ｼｮｳ 愛媛 松⼭城南⾼等学校 ⾃転⾞競技部
768 1703244 半⽥ 誠 ﾊﾝﾀﾞ ﾏｺﾄ 愛媛 松⼭城南⾼等学校 ⾃転⾞競技部
769 1901532 船⼭ 真⽣ ﾌﾅﾔﾏ ﾏｻｷ 愛媛 松⼭城南⾼等学校 ⾃転⾞競技部
771 1703110 杉野 翔⼀ ｽｷﾞﾉ ｼｮｳｲﾁ ⼭⼝ ⼭⼝県⾃転⾞競技連盟・GRP
772 1900187 ⾼重 ⻯輔 ﾀｶｼｹﾞ ﾘｭｳｽｹ ⼭⼝ ⼭⼝県⾃転⾞競技連盟・GRP
773 1900078 中村 和広 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞﾋﾛ ⼭⼝ ⼭⼝県⾃転⾞競技連盟・GRP
774 1802119 原 直⼈ ﾊﾗ ﾅｵﾄ ⼭⼝ ⼭⼝県⾃転⾞競技連盟・GRP
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【クラスタ︓F  グレード︓Cr-3】 5名 2019/10/8

No JCF ID ⽒名 カナ 登録地 チーム名

802 1800102 松下 恵⼦ ﾏﾂｼﾀ ｹｲｺ 広島 voyAge cycling team
803 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
804 1100515 前島 律⼦ ﾏｴｼﾞﾏ ﾘﾂｺ 東京 チバポンズ
806 1803042 早福 佳乃⼦ ｿｳﾌｸ ｶﾉｺ 東京 FORCE
807 1602664 ⼤藏 こころ ｵｵｸﾗ ｺｺﾛ 愛媛 松⼭城南⾼等学校 ⾃転⾞競技部
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