
２００９～２０１０シーズン全日本参加資格者名簿

＜男子　カテゴリー１＞

No. 氏名 読み 登録番号 都道府県
1 猪又 靖 ｲﾉﾏﾀ ｷﾖｼ 01ME0200002 北海道

2 藤岡 拓 ﾌｼﾞｵｶ ﾋﾛｼ 01ME0601659 北海道

3 山本 和弘 ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞﾋﾛ 01ME9901494 北海道

4 山田 夏樹 ﾔﾏﾀﾞ ﾅﾂｷ 01ME9901781 北海道

5 中間 森太郎 ﾅｶﾏ ｼﾝﾀﾛｳ 11ME0210152 埼玉県

6 山辺 誠司 ﾔﾏﾍﾞ ｾｲｼﾞ 11ME9700715 埼玉県

7 武田 耕大 ﾀｹﾀﾞ ｺｳﾀﾞｲ 11MU0401502 埼玉県

8 竹田　佳行 ﾀｹﾀﾞ　ﾖｼﾕｷ 11ME9700658 埼玉県

9 吉田 仁昭 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾄｱｷ 12ME9701969 千葉県

10 畑中 勇介 ﾊﾀﾅｶ ﾕｳｽｹ 13ME0100115 東京都

11 西垣内 裕治 ﾆｼｶﾞｲﾁ ﾕｳｼﾞ 13ME0200157 東京都

12 合田　正之 ｺﾞｳﾀﾞ ﾏｻﾕｷ 13ME9700846 東京都

13 向山 浩司 ﾑｺｳﾔﾏ ｺｳｼﾞ 13ME9701343 東京都

14 澤田 泰征 ｻﾜﾀﾞ ﾔｽﾕｷ 13ME9701499 東京都

15 佐宗 広明 ｻｿｳ ﾋﾛｱｷ 13ME9702785 東京都

16 鈴木良則 ｽｽﾞｷﾖｼﾉﾘ 13ME9800130 東京都

17 小林 義典 ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｼﾉﾘ 13ME9800260 東京都

18 菊地 健一 ｷｸﾁ ｹﾝｲﾁ 14ME0300579 神奈川県

19 小田島　貴弘 ｵﾀﾞｼﾞﾏ　ﾀｶﾋﾛ 14ME0800350 神奈川県

20 池本 真也 ｲｹﾓﾄ ｼﾝﾔ 14ME9700905 神奈川県

21 平野 星矢 ﾋﾗﾉ ｾｲﾔ 16MU0600492 新潟県

22 飯塚 隆文 ｲｲﾂﾞｶ ﾀｶﾌﾐ 17ME0001042 長野県

23 小峰 剛 ｺﾐﾈ ﾂﾖｼ 17ME0100894 長野県

24 笹井 誉之 ｻｻｲ ﾀｶﾕｷ 17ME0500553 長野県

25 斉藤　亮 ｻｲﾄｳ ﾘｮｳ 17ME0700189 長野県

26 小坂 正則 ｺｻｶ ﾏｻﾉﾘ 17ME9701181 長野県

27 澤田 雄一 ｻﾜﾀﾞ ﾕｳｲﾁ 17ME9701192 長野県

28 古賀 聡 ｺｶﾞ ｻﾄｼ 17ME9801486 長野県

29 小笠原 崇裕 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾀｶﾋﾛ 17ME9801564 長野県

30 丸山 厚 ﾏﾙﾔﾏ ｱﾂｼ 17ME9802042 長野県

31 山本 聖吾 ﾔﾏﾓﾄ ｾｲｺﾞ 17ME9900217 長野県

32 宮澤 崇史 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾀｶｼ 17MP9701240 長野県

33 小坂 光 ｺｻｶ ﾋｶﾙ 17MU0400028 長野県

34 中山 和也 ﾅｶﾔﾏ ｶｽﾞﾔ 17MU0400036 長野県

35 小林 裕貴 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ 17MU0700934 長野県

36 永野 祐順 ﾅｶﾞﾉ ﾖｼﾉﾌﾞ 18ME0001430 富山県

37 國吉 正紀 ｸﾆﾖｼ ﾏｻﾉﾘ 19ME9701318 石川県

38 中谷　聡 ﾅｶﾀﾆ ｱｷﾗ 19ME9701332 石川県

39 梅村　昌孝 ｳﾒﾑﾗ　ﾏｻﾀｶ 20ME9700441 福井県

40 佐野　和矢　 ｻﾉ　ｶｽﾞﾔ 21ME0700275 静岡県

41 大塚 潤 ｵｵﾂｶ ｼﾞｭﾝ 21ME9800609 静岡県

42 新美 憲弘 ﾆｲﾐ ﾉﾘﾋﾛ 22ME0500229 愛知県

43 岩月 信夫 ｲﾜﾂｷ ｼﾝｵ 22ME0700045 愛知県

44 大原 満 ｵｵﾊﾗ ﾐﾂﾙ 22ME9701475 愛知県

45 金井 良樹 ｶﾅｲﾖｼｷ 22ME9701480 愛知県

46 田畔 嘉人 ﾀｸﾞﾛﾖｼﾋﾄ 25ME0100278 滋賀県



47 山本 朋貴 ﾔﾏﾓﾄ ﾄﾓﾀｶ 25ME0300457 滋賀県

48 中津 顕 ﾅｶﾂ ｱｷﾗ 25ME9701687 滋賀県

49 福田 透 ﾌｸﾀﾞ ﾄｵﾙ 25ME9701689 滋賀県

50 中井 康博 ﾅｶｲ ﾔｽﾋﾛ 25ME9800678 滋賀県

51 伊澤 優大 ｲｻﾞﾜ ﾕｳﾀﾞｲ 25MU0300535 滋賀県

52 大塚 拳 ｵｵﾂｶ ｹﾝ 25MU0800427 滋賀県

53 衣本　始司 ｷﾇﾓﾄ ﾓﾄｼﾞ 26ME0100287 京都府

54 山本 貴士 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶｼ 26ME0100995 京都府

55 太田 貴明 ｵｵﾀ ﾀｶｱｷ 26ME0201015 京都府

56 松井 正史 ﾏﾂｲ ﾏｻｼ 26ME0400074 京都府

57 稲益 拓也 ｲﾅﾏｽ ﾀｸﾔ 26ME0500284 京都府

58 中田 尚志 ﾅｶﾀ ﾀｶｼ 26ME9701214 京都府

59 久保 伸次 ｸﾎﾞ ｼﾝｼﾞ 26ME9701740 京都府

60 笹井 秀治 ｻｻｲ ﾋﾃﾞﾊﾙ 26ME9701751 京都府

61 松井 正通 ﾏﾂｲ ﾏｻﾐﾁ 26ME9701808 京都府

62 田中 政輝 ﾀﾅｶ ﾏｻｷ 26ME9901620 京都府

63 竹之内 悠 ﾀｹﾉｳﾁ ﾕｳ 26MU0210425 京都府

64 松井 響 ﾏﾂｲ ﾋﾋﾞｷ 26MU0400728 京都府

65辻 善光 ﾂｼﾞ ﾖｼﾐﾂ 27ME0000283 大阪府

66酒井 孝典 ｻｶｲ ｺｳｽｹ 27ME0001174 大阪府

67三田 雅之 ﾐﾀ ﾏｻﾕｷ 27ME0101035 大阪府

68秋山 尚徳 ｱｷﾔﾏ ﾋｻﾉﾘ 27ME0400481 大阪府

69景山 昭宏 ｶｹﾞﾔﾏ ｱｷﾋﾛ 27ME0400574 大阪府

70 佐々木 文吾 ｻｻｷ ﾌﾞﾝｺﾞ 27ME0700221 大阪府

71入江 克典 ｲﾘｴ　ﾖｼﾉﾘ 27ME9701837 大阪府

72 伊勢 洋人 ｲｾ ﾋﾛﾄ 27MU0500076 大阪府

73早水　直樹 ﾊﾔﾐｽﾞ ﾅｵｷ 27MU0600007 大阪府

74 小野 良太 ｵﾉ ﾘｮｳﾀ 28ME0200373 兵庫県

75 永良 大誠 ﾅｶﾞﾗ ﾀﾞｲｾｲ 28ME0500440 兵庫県

76熊崎　祥太 ｸﾏｻﾞｷ　ｼｮｳﾀ 28ME0501486 兵庫県

77船岡 洋 ﾌﾅｵｶ ﾋﾛｼ 28ME9701943 兵庫県

78 松本 哲 ﾏﾂﾓﾄ ｻﾄｼ 28ME9702067 兵庫県

79 矢野 大介 ﾔﾉ ﾀﾞｲｽｹ 28ME9901141 兵庫県

80 藤岡　徹也 ﾌｼﾞｵｶ　ﾃﾂﾔ 28MU0500055 兵庫県

81 村上 大輔 ﾑﾗｶﾐ ﾀﾞｲｽｹ 28MU0600110 兵庫県

82 村岡 俊典 ﾑﾗｵｶ ﾄｼﾉﾘ 28MU0701454 兵庫県

83辻浦 圭一 ﾂｼﾞｳﾗ ｹｲｲﾁ 29MP9702119 奈良県

84 石田 岳大 ｲｼﾀ ﾀｹﾋﾛ 31ME0300535 鳥取県

85細井　陽介 ﾎｿｲ ﾖｳｽｹ 34ME0300242 広島県

86 西村　建治 ﾆｼﾑﾗ ｹﾝｼﾞ 34ME0400686 広島県

87 伊藤 翔吾 ｲﾄｳ ｼｮｳｺﾞ 34ME0401579 広島県

88銭谷　圭 ｾﾞﾆﾀﾆ ｹｲ 34ME0501329 広島県

89水谷　祐太 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾕｳﾀ 34ME0600340 広島県

90 大山　進 ｵｵﾔﾏ ｽｽﾑ 34ME0900399 広島県

91 大野　祐樹 ｵｵﾉ ﾕｳｷ 34MJ0600341 広島県

92 小森 亮平 ｺﾓﾘ ﾘｮｳﾍｲ 34MU0500960 広島県

93 國末 明 ｸﾆｽｴ ｱｷﾗ 35ME9702375 山口県

94 合田　啓祐 ｺﾞｳﾀﾞ ｹｲｽｹ 36MU0300488 香川県

95門田　基志 ｶﾄﾞﾀ ﾓﾄｼ 38ME9702312 愛媛県



96 日野林昂志郎 ﾋﾉﾊﾞﾔｼｺｳｼﾛｳ 38MU0200453 愛媛県

97 西岡 亮祐 ﾆｼｵｶ ﾘｮｳｽｹ 38MU0600199 愛媛県

98荒上 光亮 ｱﾗｶﾞﾐ ｺｳｽｹ 40ME9702291 福岡県

99江下 健太郎 ｴｼﾀ ｹﾝﾀﾛｳ 40ME9702487 福岡県

100 山田 大五朗 ﾔﾏﾀﾞ ﾀﾞｲｺﾞﾛｳ 40ME9702537 福岡県

101 野田　拓司 ﾉﾀﾞ ﾀｸｼﾞ 41MU0600383 佐賀県

102 野寺 秀徳 ﾉﾃﾗ ﾋﾃﾞﾉﾘ 51MP9701438 プロ

103 岡崎　和也 ｵｶｻﾞｷ ｶｽﾞﾔ 51MP9702105 プロ

104阿部 良之 ｱﾍﾞ ﾖｼﾕｷ 51MP9702626 プロ



女子　カテゴリーＬ１＞

No. 氏名 読み 登録番号 都道府県
1 志村 みち子 ｼﾑﾗ ﾐﾁｺ 11FE0101469 埼玉県

2荻島 美香 ｵｷﾞｼﾏ ﾐｶ 11FE9702746 埼玉県

3 武田 和佳 ﾀｹﾀﾞ ﾜｶ 11FJ0700601 埼玉県

4 森田　正美 ﾓﾘﾀ　ﾏｻﾐ 14FE0100144 神奈川県

5 中島 織七 ﾅｶｼﾞﾏ ｵﾘﾅ 17FE0800285 長野県

6 山口　博子 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛｺ 19ME0600285 石川県

7 光田 真基 ﾐﾂﾀﾞ ﾏｷ 23FE0400138 三重県

8 田近 郁美 ﾀｼﾞｶ ｲｸﾐ 24FE0100267 岐阜県

9 中道のぞみ ﾅｶﾐﾁ ﾉｿﾞﾐ 26FE0900447 京都府

10 岩田 知夏 ｲﾜﾀ ﾄﾓｶ 26FJ0601385 京都府

11 中村 真清 ﾅｶﾑﾗ ﾏｽﾐ 27FE0001471 大阪府

12豊岡 英子 ﾄﾖｵｶ ｱﾔｺ 27FE0301044 大阪府

13 中村 由香里 ﾅｶﾑﾗ ﾕｶﾘ 27FE0700090 大阪府

14上田 順子 ｳｴﾀﾞ ｼﾞｭﾝｺ 27FE0800453 大阪府

15 福本 千佳 ﾌｸﾓﾄ ﾁｶ 27FJ0800184 大阪府

16 伊坂 和花 ｲｻｶ ﾜｶ 28FE0400047 兵庫県

17 坂田 美紀 ｻｶﾀ ﾐｷ 28FE0700162 兵庫県

18三井 由香 ﾐﾂｲ ﾕｶ 28FE9702073 兵庫県

19埜真　賢美 ﾉﾏ　ﾏｻﾐ 33FU0300690 岡山県

20 藤井 絵理 ﾌｼﾞｲ ｴﾘ 34FU0800289 広島県



チーム名
クラブ シルベスト

FDA MIYASEI

GAS PANIC SP

TEAM RIDREY JP

ﾁｰﾑ埼玉県人

スキルシマノ

日野自動車ﾚｰｼﾝｸﾞ

GRUPPO ACQUA TAMA

ﾊﾟｰﾙｲｽﾞﾐ ｽﾐﾀ ﾗﾊﾞﾈﾛ

ﾁｰﾑ埼玉県人

和光機器　ﾀﾑﾗｸﾗﾌﾞ

国際ｱｳﾄﾄﾞｱ専門学校

ｽﾜｺﾚｰｼﾝｸﾞﾁｰﾑ

ｴｽﾍﾟﾗﾝｽｽﾀｰｼﾞｭ

COGS

チームコラテック

ｽﾜｺﾚｰｼﾝｸﾞﾁｰﾑ

ﾁｰﾑ ｻｲｸﾙﾏｲﾝﾄﾞ

ﾀﾞｲﾊﾂﾎﾞﾝｼｬﾝｽ飯田

OGA-STYLE.COM

ｽﾜｺﾚｰｼﾝｸﾞﾁｰﾑ

快ﾚｰｼﾝｸﾞ

ｽﾜｺﾚｰｼﾝｸﾞﾁｰﾑ

ｽﾜｺﾚｰｼﾝｸﾞﾁｰﾑ

ﾀﾞｲﾊﾂﾎﾞﾝｼｬﾝｽ飯田

BRIDLER

BRIDLER

TONDEMO

サッサーズ内海

アイサンサボクラ

CYCLE MASTER

フクダﾞまじりんぐ

cannondale factory racing

ARAI･MURACA

Keis Power

ﾅｶｶﾞﾜAS.K'ﾃﾞｻﾞｲﾝ

ARAI･MURACA

VOLCA転倒虫

Gruppo Chicorissimo

JMS by AMB-ﾂｲﾝ

club SY-Nak

Team奥州

CLUB Viento

CLUB Viento

BREZZAカミハギRT



ｽﾄﾗｰﾀﾞﾚｰｼﾝｸﾞ

W.P.KYOTO

フカダマジリング

Bee Club

ｼﾏﾉ ﾄﾞﾘﾝｷﾝｸﾞ

STRADA R

ｼﾏﾉ ﾄﾞﾘﾝｷﾝｸﾞ

京都大学サイクリング部

TACURINO-MBK

foobar Network

中部チームチェブロ

TREK

立命館大学

MATRIX-POWERTAG

ﾁｰﾑ ｶﾞﾁｬﾋﾟﾝ

チーム ガチャピン

クラブ シルベスト

ｼﾏﾉ ﾄﾞﾘﾝｷﾝｸﾞ

ｼﾏﾉ ﾄﾞﾘﾝｷﾝｸﾞ

大阪産大

グランデパール播磨

R2 SPORTS CYCLING TEAM

グランデパール播磨

RAPHA-INDEPENDENT FABRICATION

ニッポ　コルナゴ

クラブ シルベスト

R2 SPORTS CYCLING TEAM

ﾁｰﾑﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ･ｱﾝｶｰ

BRIDLER

ﾁｰﾑ　ｹﾝｽﾞ

チーム　ＧＰＣ

シクロ事務局ッパリコミ

広島大学ｻｲｸﾘﾝｸﾞ部

SCSC

広島城北高校自転車競技部

ﾀﾞｲﾊﾂﾎﾞﾝｼｬﾝｽ飯田

TEAM GIANT

ﾅｶｶﾞﾜAS.K'ﾃﾞｻﾞｲﾝ

FUKADAまじりんぐ

TREK MarcoPoloCyclingTeam

masahikomifune.com cycling team

MoricWave勇城

PC.ｻｲｸﾙｸﾗﾌﾞ松本

ﾅｶｶﾞﾜAS.K'ﾃﾞｻﾞｲﾝ

Testach-Racing

bicinoko.com

ｼﾏﾉNEXUS

Teamｸﾙｰｽﾞ



BSC/UENOCY

FUN FUN FUN

Team M/X Salsa

福砂屋ＧＩＡＮＴ

ｼﾗｲｼﾊﾘｰｽﾞ

スキルシマノ

スキルシマノ

BSC/UCY/ﾅｶｼﾞﾏ

梅丹本舗・GDR



チーム名
ラブニールあづみの

ﾁｰﾑﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ･ｱﾝｶｰ

ｽﾜｺﾚｰｼﾝｸﾞﾁｰﾑ

パワーキック

GOD HILL

北桑田高校

クラブ シルベスト

クラブ シルベスト

山の駅

ｸﾞﾗﾝﾃﾞﾊﾟｰﾙ播磨

ﾍﾞﾛﾁｽﾀ ﾀﾆﾑﾗ

ARAI･MURACA

EastWest Freeride

Salata bianca kobe

Team ayako toyooka

ﾅｶｶﾞﾜAS.K'ﾃﾞｻﾞｲﾝ

Team クルーズ

bicinoko.com
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