
２０１３～２０１４年シーズン開幕時　ＣＭ１名簿

ＣＭ１ 1 Vincent Flanagan
2 ｽﾃﾗﾁｰ ﾋﾟｰﾀｰ チーム ウォングウェイ
3 伊藤 美智也 ベルハン・泥んこプロレス
4 伊澤 藤成 Bee Club 138
5 羽鳥　和重 cycleclub3UP
6 臼井 良彦 CHARGE Cycling Club
7 越野 章
8 園田 道彦 TEAM ARAYA
9 奥村 憲央 ユーロワークス

10 横尾 治彦 チーム泥んこプロレス
11 丸畑 明彦
12 岩本 雅秀 チーム泥んこプロレス
13 吉中 和彦 ユーロワークス
14 久馬 逸志
15 橋角 俊之 team BZ
16 景山 昭宏 クラブ シルベスト
17 高橋 孝司 予備軍シクロﾉ集い
18 高津 新一
19 佐藤 貴徳 YYY
20 佐野 光宏 ストラーダレーシング
21 細川 公志 Bee Club
22 小田 健司
23 小澤 隆 team speed
24 松尾 裕文
25 新田 昌己
26 水谷 拓也
27 菅谷 俊宏
28 清水 達也
29 石井 宗徳
30 石田 純之
31 浅井 利育
32 船岡 洋
33 船木 和智晋 CHARGE
34 足立 磨砂幸
35 村岡 正彦 レグルスお達者予備軍
36 村山 司 チームまんま
37 大河内 二郎 シルクロード
38 大庭 直樹
39 中谷 聡 BRIDLER
40 辻崎 邦彦
41 湯川 竜伺 SAKAI★RACING
42 藤井 修
43 南薗 正一 チーム泥んこプロレス
44 南條 太郎 エキップリオン
45 楠 雅喜 自転車工房エコー
46 馬野 大嗣 ユーロードレーシング
47 冨澤 克彦
48 服部 一宏 MT.HASE321
49 服部 和成
50 堀 雅史
51 巳波 一郎
52 木下 正季 エキップリオン
53 木村　治
54 林 泰弘
55 大堀 和美 アバンギャルド和歌山
56 後藤 真一 テックスポーツ
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57 孫崎 敏之
58 木川 剛志 クラブシルベスト
59 山本 雅一 on mac
60 河本 悟 ｲﾅｰﾒｱｲﾗﾝﾄﾞ信濃山形
61 西野 順一
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２０１２～２０１３年シーズン　ＣＭ２、ＣＭ３名簿

ＣＭ２

1 井上 亨
2 横井 良成
3 下村 英男
4 河原 徳 DISTANZA
5 外川 有吾
6 岩上 真也
7 吉田 勝一 シマノドリンキング
8 久下 弘樹 シクロツーリスト昴
9 桑江 淳太

10 元井 和彦 シャカリキ自転車部
11 後藤 謙太郎 武庫川ｻｲｸﾘﾝｸﾞﾛｰﾄﾞ倶楽部
12 高丸 禎浩
13 高村 明宜
14 紺谷 龍生 チーム米俵
15 坂出 篤史 ASH×CSY
16 坂田 秀貴
17 三浦 慶太郎
18 三明 和行
19 山脇 勇政
20 芝谷 善昌 チーム米俵
21 芝田 保志 ストラーダ
22 守屋 慶一
23 出口 将之
24 小嶋 由起夫 STRADA R
25 水谷 拓也
26 清水 勝也
27 清水 裕之
28 生越 康之 MAX SPEED97
29 西村 海容 チーム泥んこプロレス
30 石井 和明 NASU FUN CLUB
31 川口 昌人 sonic racing
32 川口 正史 自転車工房エコー
33 川上 吉彦 コーヒーマン
34 大枝 直之 大枝歯科医院
35 竹本 知博
36 田村 宏 チーム暴れん坊将軍
37 田村 芳隆 TREK
38 杜若 治彦 チーム泥んこプロレス
39 渡辺 敦 e-Bridge
40 唐鎌 孝行
41 東 道裕
42 藤田 浩平 シングル友の会
43 徳丸 正孝
44 徳田 省二
45 入江 洋司 武田医院･ゲゲゲ
46 樋口 隼人

①2012～2013年シーズンＣＭ２で残留基準を満た
す者＋②前シーズン３戦以下の参加で順位35%ま
での実績がある者
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47 百合 寛
48 浜戸 克哉
49 福中 健二 山の駅
50 別所 シンジ OMEGA-STRADA
51 木多 淳公 六甲ライド＆ライフクラブ
52 李 宗雨 ストラーダレーシング
53 奥山 重樹 Mt.HASE321
54 岡田 尚久 ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞﾚｰｼﾝｸﾞ
55 笠島 博明
56 鎌田 幸隆 クラブシルベスト
57 岩村 祐二
58 熊本 彰廣 W.P.KYOTO
59 黒木 俊一郎
60 佐藤 利圭 クラブシルベスト
61 山崎 起典
62 氏原 智成 ストラーダレーシング
63 寺島 義尚 チーム山の駅
64 若代 真二
65 小川 典之 マメシバ三郎
66 上坂 透 一条アルチメイトファクトリー京都
67 瀬古 慎二
68 西井 敬二
69 斉藤 知也
70 石元 克司
71 浅野 章二 クラブシルベスト
72 前川 仁 j-works
73 大山 英俊 チームアイ
74 塚口 信行 グレートアンカーマン
75 鶴田 雅之 シングル友の会
76 田辺 徹
77 渡邊 宏 Team SPEED
78 土屋 秀光
79 冨澤 健三 チームアイ
80 福本 康
81 木野 文雄 TOPFIELD
82 野田 昭行
83 唯 陸奥男 自転車工房エコー
84 頼近 直純
85 鈴木 徹 六甲アイランドサイクリングクラブ
86 三家丸 健太郎
87 小林 丈志 リブロング神戸
88 赤井 宏充
89 中野 政彦 team speed
90 樋口 一志
91 富田 道夫
92 鈴木 郁二 チーム泥んこプロレス
93 吉岡 真治 バルバクラブ
94 土屋 耕二 スピナッチパワー
95 大島 龍一朗 Team Speed
96 加藤　裕
97 久野 康夫 クラブシルベスト
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98 宮坂 聡
99 箕形 彰芳 エキップリオン

ＣＭ３

1 Bee Club
2 ﾘｰﾌﾞﾚｸﾄ ｼﾞｪｲｿﾝ
3 安田 雄紀
4 下中 康史
5 下尾 務 グランデパール播磨
6 角 正則
7 樫脇 哲也
8 茅野 利秀 スワコレーシングチーム
9 岩田 誠 チームロックオン

10 吉村 元宏 チームシナノ
11 橋爪 豊 アバンギャルド和歌山
12 山下 禎一郎 怪速ゾルゲ隊
13 山口 利継 AFDAS
14 若山 優宏 オゲ・花山大吉
15 若林 勇夫 自転車工房エコー
16 守口 正生
17 出羽 敬人 チームジパング
18 小久保 正彦
19 小寺 一成 AFAC
20 小出 浩雅 ARAIMURACA
21 深田 宏
22 菅野 大輔 軽井沢華麗倶楽部
23 石井 誠 NFC
24 石津 佳也
25 蔵野 暢人 クラブシルベスト
26 大岩 純
27 池端 宏晃
28 中井 久人 ﾁｰﾑ ﾙﾅﾃｨｯｸﾌﾞﾙｰ
29 長 克三
30 塚原 政知 シルクロード
31 田村 正 Team Green Road
32 田中 康敬
33 渡司　充
34 土屋 耕二 スピナッチパワー
35 藤森　啓次
36 二川 和成
37 飯塚 健二
38 番匠 孝亘 ステラシルベスト
39 別府 敬司
40 保崎 治也
41 北沢 祥一
42 立花 明博
43 廣瀬 直樹
44 濱中 康志 RIDEWORKS
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①2011～2012年シーズンＣＭ２で残留基準に満た
なかった者＋②他地域のマスター＋③新規参加者
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45 伊藤 政利
46 井上 猛
47 栄 修平
48 栄 照洋
49 横井 信一 怪速ゾルゲ隊
50 岡田 賢三
51 下野 勝浩
52 仮屋園 成伸 一条アルチメイトファクトリー京都
53 河嶋 敏行 チーム泥んこプロレス
54 外賀　優 グレートアンカーマン
55 角野 勝
56 釜江 剛
57 岩田 修
58 橘 俊哉
59 宮木 浩 ミネルヴァ
60 橋本 敦 葛城自転車倶楽部
61 金瀬 紀彦
62 沓澤 浩 チームスクアドラ
63 君家 世嗣 500Mile
64 江指 尚志 Billy Dash2
65 高橋　洋一
66 今居 英和
67 佐々木 静雄 スクアドラ
68 佐藤 啓二 怪速ゾルゲ隊
69 妻木 信隆 Over Action Company
70 細谷 竜也 シナノ
71 三谷 長生 トンデモ　クラブ
72 山下 武志
73 山田 和宏 チーム泥んこプロレス
74 宍戸 稔
75 勝浦 孝喜 team speed
76 小林 淳
77 松浦 康裕 アイアンクロー
78 松岡 伸二 ボナペティ
79 松元 徳泰 NASU FUN CLUB
80 神本 博勝
81 杉尾 直明
82 瀬野 学 ポタラーダ米俵
83 清岡 一人
84 西嶋 喜継 怪速ゾルゲ隊
85 青木 聡 自転車工房エコー
86 前田 義範 TRAP
87 大西 基夫
88 大島 信生
89 大島 良典
90 塚本 好信
91 辻 和広
92 田中 紀尋
93 田中 剛
94 田中 晋一 まじりんぐ
95 渡辺 恒揮 エスキーナレーシング
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96 土田 賢一 Mt.HASE321
97 土田 康人
98 藤永 充弘
99 藤山 功 おたんこなすレーシング

100 白澤 義文
101 平石 健二
102 飽浦 保
103 堀田 知宏 リンゴロード
104 木村 昇
105 矢島 航
106 柳瀬 謙治
107 林 裕也 ストラーダＲ
108 澤田 章太郎
109 當銘 稔和 TREK
110 筧 雅樹 自転車親爺
111 ｼﾞｪｼｰｶﾞｽｺﾝ シマノ ドリンキング
112 岡田 祥昌 チーム泥んこプロレス
113 河合　文雄 レグルス
114 黒木 孝浩 CHARGE RED
115 小川 光章
116 水野 裕也
117 盛岡 豊
118 津田 壮史 BEEREN
119 辻村 典彦
120 末吉 泰次郎 せんがくず
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