
1-1）個人ＴＴ（第1組）　L4周　6.4km　8:00～　43名 1-2）個人ＴＴ（第2組）　L4周　6.4km　8:40～　42名

出走順 出走時刻
ｾﾞｯｹﾝ
No.

氏　名 フリガナ 性別 府県 所属チーム 出走順 出走時刻
ｾﾞｯｹﾝ
No.

氏　名 フリガナ 性別 府県 所属チーム

1 8:00:00 1 岩崎　るみ子 ｲﾜｻｷ ﾙﾐｺ F 大阪府 エキップリオン 1 8:40:00 51 森田　大理 ﾓﾘﾀ ﾀﾞｲﾘ M 三重県 TSU RACING

2 8:00:15 2 栄　明美 ｻｶｴ ｱｹﾐ F 兵庫県 Team山の駅/COWBOY 2 8:40:15 52 岸本　伊織 ｷｼﾓﾄ ｲｵﾘ M 愛知県 零式

3 8:00:30 3 井上　真由子 ｲﾉｳｴ ﾏﾕｺ F 岐阜県 大垣CSC 3 8:40:30 53 浅野　純 ｱｻﾉ ｼﾞｭﾝ M 広島県

4 8:00:45 4 信崎　千恵子 ｼﾉｻﾞｷ ﾁｴｺ F 大阪府 Team-RSO racing 4 8:40:45 54 園部　伸之 ｿﾉﾍﾞ ﾉﾌﾞﾕｷ M 大阪府

5 8:01:00 5 鵜飼　知春 ｳｶｲ ﾁﾊﾙ F 大阪府 八ヶ岳 CYCLING CLUB 5 8:41:00 55 田中　洋行 ﾀﾅｶ ﾋﾛﾕｷ M 奈良県

6 8:01:15 6 今園　沙緒梨 ｲﾏｿﾞﾉ ｻｵﾘ F 大阪府 CYCLE  CAT 6 8:41:15 56 白井　豪嗣 ｼﾗｲ ﾀｹﾂｸﾞ M 愛知県

7 8:01:30 11 山口　正克 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｻｶﾂ M 長野県 ヤマサダイナミックGL 7 8:41:30 57 國澤　一平 ｸﾆｻﾜ ｲｯﾍﾟｲ M 三重県 SDK Gorilla Rocket's

8 8:01:45 12 鈴木　章文 ｽｽﾞｷ ｱｷﾌﾐ M 愛知県 8 8:41:45 58 後藤　友昭 ｺﾞﾄｳ ﾄﾓｱｷ M 三重県 SDK最初だけ

9 8:02:00 13 日笠　英明 ﾋｶｻ ﾋﾃﾞｱｷ M 兵庫県 はつみホーム 9 8:42:00 59 中村　弦太 ﾅｶﾑﾗ ｹﾞﾝﾀ M 京都府

10 8:02:15 14 阿部　雅弘 ｱﾍﾞ ﾏｻﾋﾛ M 栗東市 SAMZ  SPEED 10 8:42:15 60 飯田　裕太 ｲｲﾀﾞ ﾕｳﾀ M 愛知県

11 8:02:30 15 岡田　信剛 ｵｶﾀﾞ ﾉﾌﾞﾀｹ M 大阪府 11 8:42:30 61 里地　洋輔 ｻﾄｼﾞ ﾖｳｽｹ M 三重県 ダイモンレーシング

12 8:02:45 16 吉川　明 ﾖｼｶﾜ ｱｷﾗ M 大津市 12 8:42:45 62 北野　普識 ｷﾀﾉ ﾕｷﾉﾘ M 千葉県 TeamOltre

13 8:03:00 17 吉川　博昭 ﾖｼｶﾜ ﾋﾛｱｷ M 三重県 青山ロケッツ 13 8:43:00 63 小林　稔弘 ｺﾊﾞﾔｼ ﾄｼﾋﾛ M 大阪府

14 8:03:15 18 石井　和明 ｲｼｲ ｶｽﾞｱｷ M 兵庫県 サクラマチサイクル@NFC 14 8:43:15 64 北川　大慈 ｷﾀｶﾞﾜ ﾀﾞｲｼﾞ M 米原市 whitejack

15 8:03:30 19 寺門　徹 ﾃﾗｶﾄﾞ ﾄｵﾙ M 大阪府 RSoyajikai 15 8:43:30 65 福留　康介 ﾌｸﾄﾞﾒ ｺｳｽｹ M 岡山県 Legarsi-Igname

16 8:03:45 20 桑本　忠晃 ｸﾜﾓﾄ ﾀﾀﾞｱｷ M 愛知県 あすたま 16 8:43:45 66 花岡　弘一 ﾊﾅｵｶ ﾋﾛｶｽﾞ M 東京都

17 8:04:00 21 後藤　謙太郎 ｺﾞﾄｳ ｹﾝﾀﾛｳ M 兵庫県 北摂すからと～れ 17 8:44:00 67 日比　亨 ﾋﾋﾞ ﾄｵﾙ M 三重県 県立志摩病院 w/HCR

18 8:04:15 22 小西　秀和 ｺﾆｼ ﾋﾃﾞｶｽﾞ M 三重県 18 8:44:15 68 勝水　拓也 ｶﾂﾐｽﾞ ﾀｸﾔ M 奈良県 EURO-WORKS Racing

19 8:04:30 23 永井　伸明 ﾅｶﾞｲ ﾉﾌﾞｱｷ M 大阪府 SUNZOKU 19 8:44:30 69 黄瀬　光稀 ｷｾ ｺｳｷ M 京都府

20 8:04:45 24 大橋　一智 ｵｵﾊｼ ｶｽﾞﾄﾓ M 大阪府 ＣＹＣＬＥ ＣＡＴ 20 8:44:45 70 寺岡　優一 ﾃﾗｵｶ ﾕｳｲﾁ M 大阪府

21 8:05:00 25 庄司　孝志 ｼｮｳｼﾞ ﾀｶｼ M 米原市 NCBC 21 8:45:00 71 日比　克 ﾋﾋﾞ ﾏｻﾙ M 三重県 鈴鹿医療科学大学

22 8:05:15 26 小林　久志 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋｻｼ M 三重県 チーム小林 22 8:45:15 72 寺岡　勇人 ﾃﾗｵｶ ﾊﾔﾄ M 大阪府

23 8:05:30 27 藤本　和昌 ﾌｼﾞﾓﾄ ｶｽﾞﾏｻ M 大阪府 CSK Racing Club 23 8:45:30 73 塚本　隼 ﾂｶﾓﾄ ﾊﾔﾄ M 大阪府 大阪工業大学

24 8:05:45 28 小林　秀一 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞｶｽﾞ M 愛知県 Team DRONE 24 8:45:45 74 是枝　雅大 ｺﾚｴﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ M 京都府 Wind of Maizuru

25 8:06:00 29 鎌田　剛 ｶﾏﾀﾞ ﾀｹｼ M 岡山県 25 8:46:00 75 入部　宏樹 ｲﾘﾍﾞ ﾋﾛｷ M 奈良県 奈良北高校

26 8:06:15 30 薗田　吉章 ｿﾉﾀﾞ ﾖｼｱｷ M 京都府 Team Hakusei 26 8:46:15 76 小野　豪太 ｵﾉ ｺﾞｳﾀ M 岐阜県

27 8:06:30 31 服部　将登 ﾊｯﾄﾘ ﾏｻﾉﾘ M 岐阜県 Team-DADDY 27 8:46:30 77 吉川　和希 ﾖｼｶﾜ ｶｽﾞｷ M 大津市

28 8:06:45 32 山田　昌幸 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻﾕｷ M 愛知県 28 8:46:45 78 谷口　優心 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾕｳｼﾝ M 京都府

29 8:07:00 33 黒宮　哲 ｸﾛﾐﾔ ｻﾄｼ M 三重県 29 8:47:00 79 細川　拓哉 ﾎｿｶﾜ ﾀｸﾔ M 長浜市 NCBC

30 8:07:15 34 ヨシダ　ケンイチ ﾖｼﾀﾞ ｹﾝｲﾁ M 岐阜県 おおがきピストンズ 30 8:47:15 80 粕井　良香 ｶｽｲ ﾖｼｶ M 長浜市 NCBC

31 8:07:30 35 清水　大輔 ｼﾐｽﾞ ﾀﾞｲｽｹ M 大阪府 31 8:47:30 81 市川　哲也 ｲﾁｶﾜ ﾃﾂﾔ M 大阪府

32 8:07:45 36 稲葉　多津茂 ｲﾅﾊﾞ ﾀﾂｼｹﾞ M 大阪府 32 8:47:45 82 元井　和彦 ﾓﾄｲ ｶｽﾞﾋｺ M 京都府

33 8:08:00 37 大久保　吉規 ｵｵｸﾎﾞ ﾖｼﾉﾘ M 石川県 33 8:48:00 83 山下　隆浩 ﾔﾏｼﾀ ﾀｶﾋﾛ M 三重県 ME-TURBO

34 8:08:15 38 梅本　一樹 ｳﾒﾓﾄ ｶｽﾞｷ M 三重県 Astac 34 8:48:15 84 頼近　直純 ﾖﾘﾁｶ ﾅｵｽﾞﾐ M 大津市 Teamまんま

35 8:08:30 39 寺本　裕一 ﾃﾗﾓﾄ ﾋﾛｶｽﾞ M 大阪府 サニーサイド 35 8:48:30 85 前田　堅一朗 ﾏｴﾀﾞ ｹﾝｲﾁﾛｳ M 大阪府 cannondale心斎橋

36 8:08:45 40 重成　憲爾 ｼｹﾞﾅﾘ ﾉﾘｱｷ M 兵庫県 36 8:48:45 86 角橋　啓一郎 ｶｸﾊｼ ｹｲｲﾁﾛｳ M 京都府 大原朝市/BFR

37 8:09:00 41 田口　直史 ﾀｸﾞﾁ ﾅｵｼﾞ M 奈良県 EURO-WORKS Racing 37 8:49:00 87 早川　信明 ﾊﾔｶﾜ ﾉﾌﾞｱｷ M 愛知県

38 8:09:15 42 宮本　茂 ﾐﾔﾓﾄ ｼｹﾞﾙ M 京都府 38 8:49:15 88 森田　晃行 ﾓﾘﾀ ﾃﾙﾕｷ M 大阪府 Bellatte

39 8:09:30 43 折戸　克成 ｵﾘﾄ ｶﾂﾅﾘ M 岐阜県 太平洋工業自転車競技部 39 8:49:30 89 伊藤　隆久 ｲﾄｳ ﾀｶﾋｻ M 大津市 ZAS Racing

40 8:09:45 44 山口　泰司 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛｼ M 大阪府 THCrew 40 8:49:45 90 天野　大地 ｱﾏﾉ ﾀﾞｲﾁ M 大阪府 ネクストリーム・うどん虹や

41 8:10:00 45 大畑　一喜 ｵｵﾊﾀ ｶｽﾞｷ M 長野県 IHIターボ 41 8:50:00 91 後藤　孝明 ｺﾞﾄｳ ﾀｶｱｷ M 三重県 TSU RACING

42 8:10:15 46 深海　幸平 ﾌｶﾐ ｺｳﾍｲ M 大阪府 SUNZOKU TT部 42 8:50:15 92 新開　隆人 ｼﾝｶｲ ﾘｭｳｼﾞ M 大阪府 Coraggio Kawanishi Cycling Team Youth　

43 8:10:30 47 永松　篤 ﾅｶﾞﾏﾂ ｱﾂｼ M 京都府 Team Hakusei



2）トロッフェ・バラッキⅠ　L2周　3.2km　9:20～　25チーム

出走順 出走時刻
ｾﾞｯｹﾝ
No.

チーム
編成

チーム名 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 性別 府県

1 9:20:00 831 女性 ベルツリー 鈴木　萌衣乃 ｽｽﾞｷ ﾒｲﾉ F 愛知県

鈴木　郁恵 ｽｽﾞｷ ｲｸｴ F 愛知県

2 9:20:15 832 女性 ちしろーど 京谷　まこと ｷｮｳﾀﾆ ﾏｺﾄ F 守山市

京谷　祐子 ｷｮｳﾀﾆ ﾕｳｺ F 守山市

3 9:20:30 841 混合 チーム・キョウタロー 板岡　紗良 ｲﾀｵｶ ｻﾗ F 大阪府

板岡　健 ｲﾀｵｶ ﾀｹｼ M 大阪府

4 9:20:45 842 混合 チームセストリエール 門野　心音 ｶﾄﾞﾉ ｺｺﾈ F 東近江市

門野　邦康 ｶﾄﾞﾉ ｸﾆﾔｽ M 東近江市

5 9:21:00 843 混合 チームYUSA 瀬戸山　萌音 ｾﾄﾔﾏ ﾓﾈ F 三重県

瀬戸山　一晶 ｾﾄﾔﾏ ｶｽﾞｱｷ M 三重県

6 9:21:15 844 混合 TEAM 翔 吉川　翔大 ﾖｼｶﾜ ｼｮｳﾀ M 奈良県

吉川　規子 ﾖｼｶﾜ ﾉﾘｺ F 奈良県

7 9:21:30 845 混合 チームすみっコ 西原　裕樹 ﾆｼﾊﾗ ﾋﾛｷ M 大阪府

西原　夕華 ﾆｼﾊﾗ ﾕｳｶ F 大阪府

8 9:21:45 851 男性 COWBOY 栄　照洋 ｻｶｴ ﾃﾙﾋﾛ M 兵庫県

栄　悠之介 ｻｶｴ ﾕｳﾉｽｹ M 兵庫県

9 9:22:00 852 男性 らい&パパ 逸崎　来友 ｲﾂｻｷ ﾗｲﾄ M 彦根市

逸崎　工 ｲﾂｻｷ ﾀｸﾐ M 彦根市

10 9:22:15 853 男性 RT-Rise 樋口　颯真 ﾋｸﾞﾁ ｿｳﾏ M 京都府

樋口　龍行 ﾋｸﾞﾁ ﾀﾂﾕｷ M 京都府

11 9:22:30 854 男性 かんた 井手　勘太 ｲﾃﾞ ｶﾝﾀ M 大阪府

井手　伸一 ｲﾃﾞ ｼﾝｲﾁ M 大阪府

12 9:22:45 855 男性 チームエヌ 中島　大晴 ﾅｶｼﾏ ﾀｲｾｲ M 大阪府

中島　慎介 ﾅｶｼﾏ ｼﾝｽｹ M 大阪府

13 9:23:00 856 男性 またたび 松山　海司 ﾏﾂﾔﾏ ｶｲｼﾞ M 兵庫県

松山　一行 ﾏﾂﾔﾏ ｶｽﾞﾕｷ M 兵庫県

14 9:23:15 857 男性 三味線レーシング 松井　颯良 ﾏﾂｲ ｿﾗ M 三重県

松井　三三 ﾏﾂｲ ﾐﾂﾐ M 三重県

15 9:23:30 858 男性 RTアプローズ 安藤　悟 ｱﾝﾄﾞｳ ｻﾄﾙ M 兵庫県

安藤　優作 ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｳｻｸ M 兵庫県

16 9:23:45 859 男性 プレザント 上田　真太郎 ｳｴﾀﾞ ｼﾝﾀﾛｳ M 大阪府

上田　雅之 ｳｴﾀﾞ ﾏｻﾕｷ M 大阪府

17 9:24:00 860 男性 うま～ず 鈴木　毅典 ｽｽﾞｷ ﾀｹﾉﾘ M 草津市

鈴木　爽馬 ｽｽﾞｷ ｿｳﾏ M 草津市

18 9:24:15 861 男性 ZEST自転車倶楽部hiko 彦坂　拓真 ﾋｺｻｶ ﾀｸﾏ M 大阪府

彦坂　渉 ﾋｺｻｶ ﾜﾀﾙ M 大阪府

19 9:24:30 862 男性 バンバン自転車 谷口　敦史 ﾀﾆｸﾞﾁ ｱﾂｼ M 兵庫県

谷口　隼悟 ﾀﾆｸﾞﾁ ｼｭﾝｺﾞ M 兵庫県

20 9:24:45 863 男性 チーム　宇陀サイ 奥田　哲男 ｵｸﾀﾞ ﾃﾂｵ M 三重県

奥田　東航 ｵｸﾀﾞ ﾄﾜ M 三重県

21 9:25:00 864 男性 TEAM 心 吉川　心大 ﾖｼｶﾜ ｼﾝﾀ M 奈良県

吉川　相一 ﾖｼｶﾜ ｿｳｲﾁ M 奈良県

22 9:25:15 865 男性 チーム・アストロ 田中　歩 ﾀﾅｶ ｱﾕﾑ M 愛知県

田中　康佑 ﾀﾅｶ ｺｳｽｹ M 愛知県

23 9:25:30 866 男性 上平木町自転車部 小島　多佳志 ｺｼﾞﾏ ﾀｶｼ M 東近江市

小島　多巧己 ｺｼﾞﾏ ﾀｸﾐ M 東近江市

24 9:25:45 867 男性 ふくしま豆腐店 福島　愛都 ﾌｸｼﾏ ｱｲﾄ M 愛知県

福島　孝 ﾌｸｼﾏ ﾀｶｼ M 愛知県

25 9:26:00 868 男性 ライフレーシングクラブ 奥井　達也 ｵｸｲ ﾀﾂﾔ M 東近江市

奥井　勝之 ｵｸｲ ｶﾂﾕｷ M 東近江市



3-1）トロッフェ・バラッキⅡ（第1組）　L5周　8.0km　 9:50～　38チーム 3-2）トロッフェ・バラッキⅡ（第2組）　L5周　8.0km　10:20～　37チーム

出走 順 出走時刻
ｾﾞｯｹﾝ
No.

チーム

編成 チーム名 氏　名 フリガナ 性別 府県 出走 順 出走時刻
ｾﾞｯｹﾝ
No.

チーム

編成
チーム名 氏　名 フリガナ 性別 府県

1 9:50:00 871 女性 エミ&ミサ 菱田　恵美子 ﾋｼﾀﾞ ｴﾐｺ F 草津市 1 10:20:00 921 男性 チーム自由の翼 高山　伸好 ﾀｶﾔﾏ ﾉﾌﾞﾖｼ M 京都府

西村　美佐子 ﾆｼﾑﾗ ﾐｻｺ F 大津市 高山　悠大 ﾀｶﾔﾏ ﾕｳﾀﾞｲ M 京都府

2 9:50:15 872 女性 TEAM　うさこ 羽田野　千晶 ﾊﾀﾉ ﾁｱｷ F 愛知県 2 10:20:15 922 男性 日本ろう自転車競技協会 駒崎　洋太 ｺﾏｻｷ ﾋﾛﾀｶ M 京都府

小暮　直子 ｺｸﾞﾚ ﾅｵｺ F 愛知県 中村　勝彦 ﾅｶﾑﾗ ｶﾂﾋｺ M 石川県

3 9:50:30 873 女性 Nijika 井上　藍 ｲﾉｳｴ ｱｲ F 京都府 3 10:20:30 923 男性 NCC（スロバキア） 西尾　広甫 ﾆｼｵ ﾋﾛｽｹ M 岐阜県

小田　一実 ｵﾀﾞ ｶｽﾞﾐ F 京都府 大山　徹 ｵｵﾔﾏ ﾄｵﾙ M 岐阜県

4 9:50:45 874 女性 チェレステ♡ツインズ 横山　仁美 ﾖｺﾔﾏ ﾋﾄﾐ F 大阪府 4 10:20:45 924 男性 KYB平地愛好課 樋口　功治 ﾋｸﾞﾁ ｺｳｼﾞ M 岐阜県

小泉　晶恵 ｺｲｽﾞﾐ ｱｷｴ F 東近江市 伊藤　一浩 ｲﾄｳ ｶｽﾞﾋﾛ M 岐阜県

5 9:51:00 875 女性 ファインロードガールズ 保崎　実智子 ﾎｻﾞｷ ﾐﾁｺ F 京都府 5 10:21:00 925 男性 サセンタ 山本　邦弘 ﾔﾏﾓﾄ ｸﾆﾋﾛ M 石川県

小林　りょう ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳ F 京都府 高橋　紀久 ﾀｶﾊｼ ﾉﾘﾋｻ M 石川県

6 9:51:15 876 女性 大垣ピストンズ 小栗　智子 ｵｸﾞﾘ ﾄﾓｺ F 岐阜県 6 10:21:15 926 男性 俺はええって！ 光村　哲夫 ﾐﾂﾑﾗ ﾃﾂｵ M 京都府

石川　真理 ｲｼｶﾜ ﾏﾘ F 岐阜県 西島　広泰 ﾆｼｼﾞﾏ ﾋﾛﾔｽ M 京都府

7 9:51:30 877 女性 超カルストライクルージュ 遠松　純子 ﾄｵﾏﾂ ｼﾞｭﾝｺ F 愛知県 7 10:21:30 927 男性 Inspire Racing Team F&Y 冨士　勲 ﾌｼﾞ ｲｻｵ M 京都府

嶋口　佐知子 ｼﾏｸﾞﾁ ｻﾁｺ F 大津市 山本　孝志 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶｼ M 京都府

8 9:51:45 878 女性 sun&moon; 木村　五月 ｷﾑﾗ ｻﾂｷ F 三重県 8 10:21:45 928 男性 TEAM OYGK 西口　裕久 ﾆｼｸﾞﾁ ﾋﾛﾋｻ M 大阪府

其田　安菜 ｿﾉﾀﾞ ｱﾝﾅ F 岐阜県 山岡　秀樹 ﾔﾏｵｶ ﾋﾃﾞｷ M 大阪府

9 9:52:00 881 混合 Team UP UP 川上　昇一 ｶﾜｶﾐ ｼｮｳｲﾁ M 大阪府 9 10:22:00 929 男性 FUKADAまじりんぐ 大西　弘 ｵｵﾆｼ ﾋﾛｼ M 甲賀市

川上　真理子 ｶﾜｶﾐ ﾏﾘｺ F 大阪府 大西　喜代利 ｵｵﾆｼ ｷﾖﾄｼ M 甲賀市

10 9:52:15 882 混合 H.Y. 高田　陽子 ﾀｶﾀﾞ ﾖｳｺ F 愛知県 10 10:22:15 930 男性 サクラマチサイクル 高山　幸知 ﾀｶﾔﾏ ﾕｷﾄﾓ M 兵庫県

山田　晴大 ﾔﾏﾀﾞ ﾊﾙﾋﾛ M 愛知県 西尾　哲史 ﾆｼｵ ｻﾄｼ M 兵庫県

11 9:52:30 883 混合 しますけ＆みきてぃ 嶋田　美貴子 ｼﾏﾀﾞ ﾐｷｺ F 大阪府 11 10:22:30 931 男性 InspireRacingTeam 渡邉　昭博 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｷﾋﾛ M 京都府

嶋田　康介 ｼﾏﾀﾞ ｺｳｽｹ M 大阪府 森川　晃行 ﾓﾘｶﾜ ｱｷﾕｷ M 京都府

12 9:52:45 884 混合 EAGLES 金　永淑 ｷﾑ ｴｲｼｭｸ F 愛知県 12 10:22:45 932 男性 サムズ 寺岡　敦史 ﾃﾗｵｶ ｱﾂｼ M 草津市

黄　成貴 ｺｳ ﾅﾘﾀｶ M 愛知県 押谷　修 ｵｼﾀﾆ ｵｻﾑ M 大津市

13 9:53:00 885 混合 ジョニー 老原　由恵 ｵｲﾊﾗ ﾖｼｴ F 草津市 13 10:23:00 933 男性 寅田屋同窓会 李　宗雨 ﾘ ｿｳｳ M 大津市

老原　大智 ｵｲﾊﾗ ﾀﾞｲﾁ M 草津市 菱田　敏一 ﾋｼﾀﾞ ﾄｼｶｽﾞ M 草津市

14 9:53:15 886 混合 ヒデ☆ユウ 船戸　優子 ﾌﾅﾄ ﾕｳｺ F 岐阜県 14 10:23:15 934 男性 Ｌｅ　Ｐｏｉｓｓｏｎ　Ｒｏｕｇｅ 吉田　稔 ﾖｼﾀﾞ ﾐﾉﾙ M 京都府

船戸　秀彦 ﾌﾅﾄ ﾋﾃﾞﾋｺ M 岐阜県 吉文字　雅樹 ｷﾁﾓﾝｼﾞ ﾏｻｷ M 大阪府

15 9:53:30 887 混合 マルタ 河辺　孝明 ｶﾜﾍﾞ ﾀｶｱｷ M 岐阜県 15 10:23:30 935 男性 大垣CSC-IBK 岩津　晴彦 ｲﾜﾂ ﾊﾙﾋｺ M 岐阜県

河辺　早和子 ｶﾜﾍﾞ ｻﾜｺ F 岐阜県 曽我部　紀行 ｿｶﾞﾍﾞ ﾉﾘﾕｷ M 大阪府

16 9:53:45 888 混合 チームTY 谷名　正代 ﾀﾆﾅ ﾏｻﾖ F 奈良県 16 10:23:45 936 男性 元祖Wind Noise 佐藤　伸彦 ｻﾄｳ ﾉﾌﾞﾋｺ M 愛知県

谷名　修一 ﾀﾆﾅ ｼｭｳｲﾁ M 奈良県 矢野　修 ﾔﾉ ｵｻﾑ M 愛知県

17 9:54:00 889 混合 るんぱす 井上　古都 ｲﾉｳｴ ｺﾄ F 大阪府 17 10:24:00 937 男性 DRONE 末廣　晃一 ｽｴﾋﾛ ｺｳｲﾁ M 岐阜県

井上　寛之 ｲﾉｳｴ ﾋﾛﾕｷ M 大阪府 中村　春男 ﾅｶﾑﾗ ﾊﾙｵ M 三重県

18 9:54:15 890 混合 TEAM 吉川 吉川　規子 ﾖｼｶﾜ ﾉﾘｺ F 奈良県 18 10:24:15 938 男性 プレミア神戸 松島　拓未 ﾏﾂｼﾏ ﾀｸﾐ M 兵庫県

吉川　相一 ﾖｼｶﾜ ｿｳｲﾁ M 奈良県 松島　俊哉 ﾏﾂｼﾏ ﾄｼﾔ M 兵庫県

19 9:54:30 891 混合 雑なネコ列車（特急） 雑賀　大輔 ｻｲｶ ﾀﾞｲｽｹ M 大阪府 19 10:24:30 939 男性 ちしろーど 京谷　剛 ｷｮｳﾀﾆ ﾂﾖｼ M 守山市

雑賀　敬子 ｻｲｶ ｹｲｺ F 大阪府 田島　正樹 ﾀｼﾞﾏ ﾏｻｷ M 守山市

20 9:54:45 892 混合 マド・マツペア 間所　智幸 ﾏﾄﾞｺﾛ ﾄﾓﾕｷ M 長浜市 20 10:24:45 940 男性 ＫＳＫＫ 北嶋　桂大 ｷﾀｼﾏ ｹｲﾀ M 富山県

岩松　裕子 ｲﾜﾏﾂ ﾕｳｺ F 兵庫県 北嶋　幸治 ｷﾀｼﾏ ｺｳｼﾞ M 富山県

21 9:55:00 893 混合 Soleil de l'est 柿原　和貴 ｶｷﾊﾗ ｶｽﾞｷ M 大阪府 21 10:25:00 941 男性 Team up up B 土田　博司 ﾂﾁﾀﾞ ﾋﾛｼ M 大阪府

江頭　奈生 ｴﾄｳ ﾅｵ F 大阪府 竹下　勝敏 ﾀｹｼﾀ ｶﾂﾄｼ M 大阪府

22 9:55:15 894 混合 LIVESTRONG 古川　貴大 ﾌﾙｶﾜ ﾀｶﾋﾛ M 奈良県 22 10:25:15 942 男性 DRONE 高田　侑亮 ﾀｶﾀﾞ ﾕｳｽｹ M 岐阜県

辻本　香織 ﾂｼﾞﾓﾄ ｶｵﾘ F 奈良県 伊藤　大司 ｲﾄｳ ﾀﾞｲｼﾞ M 岐阜県

23 9:55:30 895 混合 スポしるfeat.こりさ 横谷　健太 ﾖｺﾀﾆ ｹﾝﾀ M 大津市 23 10:25:30 943 男性 モンキーズ 山脇　亨 ﾔﾏﾜｷ ﾄｵﾙ M 大阪府

横谷　里紗 ﾖｺﾀﾆ ﾘｻ F 大津市 三木　昌三 ﾐｷ ｼｮｳｿﾞｳ M 大阪府

24 9:55:45 896 混合 ももたろう 高山　桃子 ﾀｶﾔﾏ ﾓﾓｺ F 大津市 24 10:25:45 944 男性 チームもがけ 宮本　光則 ﾐﾔﾓﾄ ﾐﾂﾉﾘ M 石川県

西岡　輝寿 ﾆｼｵｶ ﾃﾙﾄｼ M 草津市 殿村　和也 ﾄﾉﾑﾗ ｶｽﾞﾔ M 石川県

25 9:56:00 897 混合 gyrfalcon 754 名越　ゆかり ﾅｺﾞｼ ﾕｶﾘ F 愛知県 25 10:26:00 945 男性 オムレンジャー 清水　良治 ｼﾐｽﾞ ﾘｮｳｼﾞ M 岐阜県

名越　一全 ﾅｺﾞｼ ｶｽﾞｱｷ M 愛知県 住田　篤紀 ｽﾐﾀﾞ ｱﾂﾉﾘ M 岐阜県

26 9:56:15 898 混合 イエローインパルス 和田　香織 ﾜﾀﾞ ｶｵﾘ F 大阪府 26 10:26:15 946 男性 ノースショア 内田　晴康 ｳﾁﾀﾞ ﾊﾙﾔｽ M 大津市

村井　孝司 ﾑﾗｲ ﾀｶｼ M 京都府 辰巳　裕次郎 ﾀﾂﾐ ﾕｳｼﾞﾛｳ M 東近江市

27 9:56:30 899 混合 明石家 明石　光流 ｱｶｼ ﾐﾂﾙ M 大阪府 27 10:26:30 947 男性 LePoissonRouge F's 中原　由志貴 ﾅｶﾊﾗ ﾖｼﾀｶ M 大阪府

明石　香織 ｱｶｼ ｶｵﾘ F 大阪府 岨　宗介 ｿﾜ ｿｳｽｹ M 三重県

28 9:56:45 900 混合 TEAM SIDE-TAIL＆ISLAND-BAG 横尾　治彦 ﾖｺｵ ﾊﾙﾋｺ M 大阪府 28 10:26:45 948 男性 Aoyama　Rockets　RT 板崎　寿一 ｲﾀｻﾞｷ ﾄｼｶｽﾞ M 三重県

島袋　陽子 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ﾖｳｺ F 兵庫県 南　進一 ﾐﾅﾐ ｼﾝｲﾁ M 三重県

29 9:57:00 901 混合 OTOWA CYCLING TEAM Kieffer Stephanie ｷｰﾌｧｰ ｽﾃｯﾌｧﾆｰ F 京都府 29 10:27:00 949 男性 チームベンベン 桐村　寛 ｷﾘﾑﾗ ﾋﾛｼ M 大津市

Sandu Ionut ｻﾝﾄﾞｩ ﾖﾉﾂ M 京都府 波多野　一隆 ﾊﾀﾉ ｶｽﾞﾀｶ M 京都府

30 9:57:15 902 混合 ＣＹＣＬＥ ＣＡＴ 川辺　由起子 ｶﾜﾍﾞ ﾕｷｺ F 大阪府 30 10:27:15 950 男性 Orque d'or T.N. 長江　浩穂 ﾅｶﾞｴ ﾋﾛﾎ M 岐阜県

吉岡　大和 ﾖｼｵｶ ﾔﾏﾄ M 大阪府 杉本　勇二 ｽｷﾞﾓﾄ ﾕｳｼﾞ M 愛知県

31 9:57:30 903 混合 わさび＆からし 山本　恵子 ﾔﾏﾓﾄ ｹｲｺ F 大阪府 31 10:27:30 951 男性 エキップリオン凸凹コンビ 宇田　裕行 ｳﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ M 兵庫県

山本　淳二 ﾔﾏﾓﾄ ｼﾞｭﾝｼﾞ M 大阪府 浦谷　篤 ｳﾗﾀﾆ ｱﾂｼ M 大阪府

32 9:57:45 911 男性 鷹組 酒巻　弘志 ｻｶﾏｷ ﾋﾛｼ M 三重県 32 10:27:45 952 男性 大垣ピストンズ滋賀支部 清水　勝也 ｼﾐｽﾞ ｶﾂﾔ M 彦根市

芝池　伸憲 ｼﾊﾞｲｹ ﾉﾌﾞﾉﾘ M 三重県 萩原　英樹 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾋﾃﾞｷ M 長浜市

33 9:58:00 912 男性 ひよっこたち 小松　竜太 ｺﾏﾂ ﾘｭｳﾀ M 京都府 33 10:28:00 953 男性 エキップリオンTT部 川瀬　康史 ｶﾜｾ ﾔｽﾁｶ M 京都府

長行司　研太 ﾁｮｳｷﾞｮｳｼﾞ ｹﾝﾀ M 京都府 江藤　洋一朗 ｴﾄｳ ﾖｳｲﾁﾛｳ M 大阪府

34 9:58:15 913 男性 チーム ZOE family by マジリング 島添　優真 ｼﾏｿﾞｴ ﾕｳﾏ M 野洲市 34 10:28:15 954 男性 T-cars cycling team 堤　大輔 ﾂﾂﾐ ﾀﾞｲｽｹ M 岐阜県

島添　雅浩 ｼﾏｿﾞｴ ﾏｻﾋﾛ M 野洲市 後藤　真一 ｺﾞﾄｳ ｼﾝｲﾁ M 愛知県

35 9:58:30 914 男性 ONE/WD 宮村　優 ﾐﾔﾑﾗ ﾏｻﾙ M 京都府 35 10:28:30 955 男性 DESTRA 久保田　寛隆 ｸﾎﾞﾀ ﾋﾛﾀｶ M 愛知県

梅田　康之 ｳﾒﾀﾞ ﾔｽﾕｷ M 石川県 吉原　健太郎 ﾖｼﾊﾗ ｹﾝﾀﾛｳ M 愛知県

36 9:58:45 915 男性 Bellatte 森田　晃行 ﾓﾘﾀ ﾃﾙﾕｷ M 大阪府 36 10:28:45 956 男性 MKW 大東　泰弘 ﾀﾞｲﾄｳ ﾔｽﾋﾛ M 愛知県

池端　雅輝 ｲｹﾊﾀ ﾏｻｷ M 大阪府 湯浦　裕貴 ﾕｳﾗ ﾔｽﾀｶ M 愛知県

37 9:59:00 916 男性 ＣＹＣＬＥ ＣＡＴたーヨネ組 米倉　聖人 ﾖﾈｸﾗ ﾏｻﾄ M 大阪府 37 10:29:00 957 男性 マクラーレンOGP 多賀　良成 ﾀｶﾞ ﾖｼﾅﾘ M 米原市

宮村　隆志 ﾐﾔﾑﾗ ﾀｶｼ M 大阪府 坂　直之 ﾊﾞﾝ ﾅｵﾕｷ M 岐阜県

38 9:59:15 917 男性 Guell bicycle 瀬川　純 ｾｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝ M 草津市

石原　健志 ｲｼﾊﾗ ﾀｹｼ M 大阪府



4）3歳～未就学児童の部　S1周　0.5m　11:10～　18名 6）小学3～4年生（男女）＋小学5～6年生（男女N） M4周 3.2km  11:45～　49名

ｾﾞｯｹﾝ No. 氏　名 フリガナ 性別 府県 所属チーム
ｾﾞｯｹﾝ
No.

氏　名 フリガナ 性別 府県 所属チーム

811 福山　幹人 ﾌｸﾔﾏ ﾐｷﾄ M 大津市 741 浦　賢太朗 ｳﾗ ｹﾝﾀﾛｳ M 石川県 バルバクラブカナザワ

812 西原　新 ﾆｼﾊﾗ ｱﾗﾀ M 愛知県 742 宮川　遥斗 ﾐﾔｶﾞﾜ ﾊﾙﾄ M 福井県

813 瀬戸山　紀介 ｾﾄﾔﾏ ｷｽｹ M 三重県 743 田島　一樹 ﾀｼﾞﾏ ｶｽﾞｷ M 守山市 ちしろーど

814 野神　悠太 ﾉｶﾞﾐ ﾕｳﾀ M 東近江市 744 大澤　葵 ｵｵｻﾞﾜ ｱｵｲ M 東近江市

815 斎藤　真絆 ｻｲﾄｳ ｼﾝﾊﾞ M 長浜市 斎藤racing 745 若林　蔵月 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｸﾗｷ M 神奈川県 BIKE TOWN

816 國澤　閃 ｸﾆｻﾜ ｾﾝ M 三重県 SDK チビゴリら 746 西川　楓雅 ﾆｼｶﾜ ﾌｳｶﾞ M 三重県

817 宮本　敬太 ﾐﾔﾓﾄ ｹｲﾀ M 兵庫県 747 安藤　優作 ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｳｻｸ M 兵庫県 RTアプローズ

818 奥　心太朗 ｵｸ ｼﾝﾀﾛｳ M 京都府 Team Hakusei 748 井口　鴻太郎 ｲｸﾞﾁ ｺｳﾀﾛｳ M 大阪府

819 田井中　颯太 ﾀｲﾅｶ ｿｳﾀ M 東近江市 749 小堀　康介 ｺﾎﾘ ｺｳｽｹ M 奈良県

820 白井　陽都 ｼﾗｲ ﾊﾙﾄ M 大阪府 750 十持　賢斗 ﾄﾓﾁ ｹﾝﾄ M 大阪府 Team KYAK

821 高橋　皇成 ﾀｶﾊｼ ｺｳｾｲ M 愛荘町 ビワoneメテオ 751 足立　剛己 ｱﾀﾞﾁ ﾂﾖｷ M 京都府 Team Hakusei

822 大橋　橙知 ｵｵﾊｼ ﾀﾞｲﾁ M 長浜市 whitejack 752 吉川　心大 ﾖｼｶﾜ ｼﾝﾀ M 奈良県

823 髙橋　重満 ﾀｶﾊｼ ｼｹﾞﾐﾂ M 長浜市 White Jack 753 浜中　崇至 ﾊﾏﾅｶ ﾀｶｼ M 東近江市

824 西原　直 ﾆｼﾊﾗ ｽﾅｵ M 愛知県 754 広野　達徳 ﾋﾛﾉ ﾀﾂﾉﾘ M 三重県

825 井口　伽耶 ｲｸﾞﾁ ｶﾔ F 大阪府 755 宇野　拓真 ｳﾉ ﾀｸﾏ M 兵庫県

826 田中　佑希 ﾀﾅｶ ﾕｳｷ F 愛知県 チーム・アストロ 756 岩島　錬登 ｲﾜｼﾏ ﾚﾝﾄ M 兵庫県

827 藤田　裕理 ﾌｼﾞﾀ ﾕｳﾘ F 京都府 757 大橋　歩夢 ｵｵﾊｼ ｱﾕﾑ M 東近江市

828 栄　稀々香 ｻｶｴ ﾉﾉｶ F 兵庫県 Team山の駅/COWBOY 758 渡邊　真琉栖 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏﾙｽ M 守山市 NEO ARCADIA

759 秋山　志々大 ｱｷﾔﾏ ｼｼｵ M 京都府 亀岡小学校

5）小学1～2年生（男女）　M3周　2.4km　11:25～　37名 760 井上　慧深 ｲﾉｳｴ ｹｲｼﾝ M 大阪府

761 西出　智稀 ﾆｼﾃﾞ ﾄｼｷ M 福井県

762 新主　廉斗 ｼﾝｼｭ ﾚﾝﾄ M 奈良県 マッスルプロダクション奈良

701 熊木　涼 ｸﾏｷ ﾘｮｳ M 奈良県 763 足達　青空 ｱﾀﾞﾁ ｿﾗ M 野洲市 Blue　Sky

702 小笹　穣史 ｵｻﾞｻ ｼﾞﾖｳｼﾞ M 京都府 764 櫻井　陽日 ｻｸﾗｲ ﾊﾙﾋ M 京都府 チーム白星

703 猪田　奏 ｲﾉﾀﾞ ｶﾅﾃﾞ M 京都府 自転車貴族 765 松山　海司 ﾏﾂﾔﾏ ｶｲｼﾞ M 兵庫県 ＯＣＦ

704 横井　源一郎 ﾖｺｲ ｹﾞﾝｲﾁﾛｰ M 栗東市 Team OCF 766 中島　大晴 ﾅｶｼﾏ ﾀｲｾｲ M 大阪府 チームエヌ

705 小林　謙斗 ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝﾄ M 三重県 エストスポーツ 767 井手　勘太 ｲﾃﾞ ｶﾝﾀ M 大阪府 かんた

706 大橋　飛太 ｵｵﾊｼ ﾕｳﾀﾞｲ M 長浜市 whitejack 768 豊嶋　大志 ﾄﾖｼﾏ ﾀｲｼ M 愛知県

707 斎藤　純輝 ｻｲﾄｳ ｼﾞｭﾝｷ M 長浜市 斎藤racing 769 田中　康佑 ﾀﾅｶ ｺｳｽｹ M 愛知県 チーム・アストロ

708 田井中　遼 ﾀｲﾅｶ ﾘｮｳ M 東近江市 770 川分　琉楓 ｶﾜｹ ﾘｲﾌ M 彦根市

709 村社　春希 ﾑﾗｺｿ ﾊﾙｷ M 兵庫県 チームブレイブ 771 樋口　颯真 ﾋｸﾞﾁ ｿｳﾏ M 京都府 RT-Rise

710 野神　純平 ﾉｶﾞﾐ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ M 東近江市 772 森　大耀 ﾓﾘ ﾀﾞｲｷ M 大阪府 ZEST自転車倶楽部

711 吉川　翔大 ﾖｼｶﾜ ｼｮｳﾀ M 奈良県 773 逸崎　来友 ｲﾂｻｷ ﾗｲﾄ M 彦根市

712 八幡　大 ﾔﾊﾀ ﾀﾞｲ M 京都府 Team Hakusei 781 瀬戸山　萌音 ｾﾄﾔﾏ ﾓﾈ F 三重県 OCF / Potenza

713 安田　悠也 ﾔｽﾀﾞ ﾕｳﾔ M 東近江市 782 西原　夕華 ﾆｼﾊﾗ ﾕｳｶ F 大阪府 すみっコRT

714 井上　慧 ｲﾉｳｴ ｹｲ M 京都府 Nijika 783 松井　寧々 ﾏﾂｲ ﾈﾈ F 京都府 ともりんずトライアスロンクラブ

715 大澤　樹 ｵｵｻﾞﾜ ｲﾂｷ M 東近江市 784 福山　颯希 ﾌｸﾔﾏ ｻｷ F 大津市 OCF

716 白井　廉太朗 ｼﾗｲ ﾚﾝﾀﾛｳ M 大阪府 785 奥本　未羽 ｵｸﾓﾄ ﾐｳ F 三重県 Team Hayabusa

717 新開　泰丸 ｼﾝｶｲ ﾔｽﾏﾙ M 大阪府 夙プリBOYS 786 門野　心音 ｶﾄﾞﾉ ｺｺﾈ F 東近江市

718 西出　陽登 ﾆｼﾃﾞ ﾊﾙﾄ M 福井県 車種

719 浜田　渉 ﾊﾏﾀﾞ ﾜﾀﾙ M 兵庫県 甲子園R.C 791 宇野　雄真 ｳﾉ ﾕｳﾏ M 兵庫県 N

720 宇埜　遼太郎 ｳﾉ ﾘｮｳﾀﾛｳ M 大阪府 Team OCF 792 武下　晴 ﾀｹｼﾀ ﾊﾙ M 東近江市 N

721 栄　悠之介 ｻｶｴ ﾕｳﾉｽｹ M 兵庫県 team山の駅/COWBOY 793 中沢　龍世 ﾅｶｻﾞﾜ ﾘｭｳｾｲ M 東近江市 N

722 山本　空 ﾔﾏﾓﾄ ｿﾗ M 三重県 794 前薗　涼真 ﾏｴｿﾞﾉ ﾘｮｳﾏ M 東近江市 N

723 福地　大和 ﾌｸﾁ ﾔﾏﾄ M 大阪府 795 梅垣　空良 ｳﾒｶﾞｷ ｿﾗ M 東近江市 N

724 鈴木　馨太 ｽｽﾞｷ ｹｲﾀ M 草津市 うま～ず 796 谷畑　希一 ﾀﾆﾊﾀ ｷｲﾁ M 大阪府 2024limited846 N

725 小堀　陽平 ｺﾎﾘ ﾖｳﾍｲ M 奈良県 797 田井中　大樹 ﾀｲﾅｶ ﾀﾞｲｷ M 東近江市 N

726 伊藤　祐也 ｲﾄｳ ﾕｳﾔ M 兵庫県 夙プリBOYS 801 広野　志織 ﾋﾛﾉ ｼｵﾘ F 三重県 N

727 薗田　悠斗 ｿﾉﾀﾞ ﾕｳﾄ M 京都府 Team Hakusei 802 吉村　紅葉 ﾖｼﾑﾗ ｸﾚﾊ F 東近江市 N

728 北村　進次郎 ｷﾀﾑﾗ ｼﾝｼﾞﾛｳ M 大阪府 Teamまんま 803 向坂　一香 ｻｷﾞｻｶ ｲﾁｶ F 東近江市 N

731 奥井　佳奈子 ｵｸｲ ｶﾅｺ F 東近江市 ライフレーシングクラブ

732 児玉　緋音 ｺﾀﾞﾏ ｱｶﾈ F 大阪府

733 小賀野　美瑠 ｵｶﾞﾉ ﾐﾙ F 大津市 ナカガワAS K'Sデザイン

734 竹中　珠央 ﾀｹﾅｶ ﾀﾏｵ F 京都府

735 沖本　ひなた ｵｷﾓﾄ ﾋﾅﾀ F 奈良県

736 鈴木　萌衣乃 ｽｽﾞｷ ﾒｲﾉ F 愛知県

737 松井　暖々 ﾏﾂｲ ﾉﾉ F 京都府 ともりんずトライアスロンクラブ

738 浅野　愛 ｱｻﾉ ﾏﾅ F 広島県

739 秋山　以登 ｱｷﾔﾏ ｲﾄ F 京都府 亀岡小学校

所属チーム
ｾﾞｯｹﾝ
No.

氏　名 フリガナ 性別 府県



7）C5H+C5W+小学5～6年生の部（男女Ｓ）L4周 6.4km 12:25～ 80名 8）C5L　L4周　6.4km　12:50～　79名

ｾﾞｯｹﾝ No. 氏　名 フリガナ 性別 府県 所属チーム
ｾﾞｯｹﾝ
No.

氏　名 フリガナ 性別 府県 所属チーム

511 益田　幸治 ﾏｽﾀﾞ ｺｳｼﾞ M 兵庫県 西宮自転車工房プスプス 611 十持　圭一 ﾄﾓﾁ ｹｲｲﾁ M 大阪府 Team KYAK

512 山口　正克 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｻｶﾂ M 長野県 ヤマサダイナミックGL 612 福島　孝 ﾌｸｼﾏ ﾀｶｼ M 愛知県 ふくしま豆腐店

513 石井　茂 ｲｼｲ ｼｹﾞﾙ M 愛知県 613 林　耕一 ﾊﾔｼ ｺｳｲﾁ M 愛知県 超カルレーシング

514 今井　意晴 ｲﾏｲ ﾑﾈﾊﾙ M 大阪府 614 野田　学 ﾉﾀﾞ ﾏﾅﾌﾞ M 京都府

515 松島　俊哉 ﾏﾂｼﾏ ﾄｼﾔ M 兵庫県 プレミア神戸 615 関口　眞宏 ｾｷｸﾞﾁ ﾏｻﾋﾛ M 大阪府 Teamスクアドラ

516 﨑濱　卓司 ｻｷﾊﾏ ﾀｶｼ M 和歌山県 強力馬力自転車屋 616 葛岡　哉 ｸｽﾞｵｶ ﾊｼﾞﾒ M 大阪府 チーム闇練

517 田中　重彦 ﾀﾅｶ ｼｹﾞﾋｺ M 福井県 VELOCITA 617 彦坂　渉 ﾋｺｻｶ ﾜﾀﾙ M 大阪府 ZEST自転車クラブ

518 日笠　英明 ﾋｶｻ ﾋﾃﾞｱｷ M 兵庫県 はつみホーム 618 北嶋　幸治 ｷﾀｼﾏ ｺｳｼﾞ M 富山県

519 小林　正樹 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻｷ M 三重県 エストスポーツ 619 後藤　孝幸 ｺﾞﾄｳ ﾀｶﾕｷ M 愛知県

520 林　秀樹 ﾊﾔｼ ﾋﾃﾞｷ M 奈良県 EURO WORKS 620 山田　幸平 ﾔﾏﾀﾞ ｺｳﾍｲ M 京都府 page.1

521 三浦　茂 ﾐｳﾗ ｼｹﾞﾙ M 奈良県 Team M 621 山本　貴之 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶﾕｷ M 彦根市 Project  @K2

522 望月　正樹 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾏｻｷ M 守山市 622 久田　忠晃 ﾋｻﾀ ﾀﾀﾞｱｷ M 京都府

523 打田　功 ｳﾁﾀﾞ ｲｻｵ M 三重県 ターミネーター 623 加川　雅彦 ｶｶﾞﾜ ﾏｻﾋｺ M 奈良県

524 大倉　賢典 ｵｵｸﾗ ﾀｶﾉﾘ M 大阪府 Team UP!UP! 624 皆戸　憲司 ﾐﾅﾄ ｹﾝｼﾞ M 京都府

525 草加　修司 ｸｻｶ ｼｭｳｼﾞ M 彦根市 ビワoneメテオ 625 櫻井　公統 ｻｸﾗｲ ﾏｻﾉﾘ M 京都府 チーム白星

526 岩本　昌志 ｲﾜﾓﾄ ﾏｻｼ M 京都府 csy 626 稲葉　多津茂 ｲﾅﾊﾞ ﾀﾂｼｹﾞ M 大阪府

527 奥本　隆広 ｵｸﾓﾄ ﾀｶﾋﾛ M 三重県 Team Hayabusa 627 橋本　哲 ﾊｼﾓﾄ ｻﾄｼ M 草津市 i-BILANCIA

528 近藤　陽一 ｺﾝﾄﾞｳ ﾖｳｲﾁ M 彦根市 ビワoneメテオ 628 浅原　宏之 ｱｻﾊﾗ ﾋﾛﾕｷ M 京都府 team hakusei

529 森　由紀夫 ﾓﾘ ﾕｷｵ M 大阪府 SHC 629 西條　文隆 ｻｲｼﾞｮｳ ﾌﾐﾀｶ M 長浜市 YANABA Cycling Team

530 沼田　陽一 ﾇﾏﾀ ﾖｳｲﾁ M 奈良県 EURO-WORKS Racing 630 小笹　僚也 ｵｻﾞｻ ﾄﾓﾔ M 京都府

531 市原　ツタヲ ｲﾁﾊﾗ ﾂﾀｦ M 岐阜県 大垣ピストンズ 631 井上　寛之 ｲﾉｳｴ ﾋﾛﾕｷ M 大阪府

532 岩島　清志 ｲﾜｼﾏ ｷﾖｼ M 兵庫県 632 石田　友 ｲｼﾀﾞ ﾕｳ M 奈良県 Team Hakusei

533 辻村　大造 ﾂｼﾞﾑﾗ ﾀﾞｲｿﾞｳ M 彦根市 ビワｏｎｅメテオ 633 甘利　元 ｱﾏﾘ ﾊｼﾞﾒ M 大阪府

534 水島　公博 ﾐｽﾞｼﾏ ｷﾐﾋﾛ M 大津市 T-WAVE 634 加藤　雅大 ｶﾄｳ ﾏｻﾋﾛ M 岐阜県 PKレーシングチーム

535 森　徹 ﾓﾘ ﾄｵﾙ M 大阪府 635 臼井　大裕 ｳｽｲ ﾋﾛﾔｽ M 京都府

536 葉武　俊明 ﾊﾀｹ ﾄｼｱｷ M 大津市 636 八幡　力 ﾔﾊﾀ ﾂﾄﾑ M 京都府 Team Hakusei

537 西田　博一 ﾆｼﾀﾞ ﾋﾛｶｽﾞ M 兵庫県 サイクロプス 637 末廣　晃一 ｽｴﾋﾛ ｺｳｲﾁ M 岐阜県 DRONE

538 藤村　豪昭 ﾌｼﾞﾑﾗ ﾋﾃﾞｱｷ M 京都府 638 冨塚　大輔 ﾄﾐﾂﾞｶ ﾀﾞｲｽｹ M 守山市 Super fluffy

539 土田　博司 ﾂﾁﾀﾞ ﾋﾛｼ M 大阪府 Team up up 639 樋口　功治 ﾋｸﾞﾁ ｺｳｼﾞ M 岐阜県 KYBレーシング

540 北川　禎久 ｷﾀｶﾞﾜ ﾖｼﾋｻ M 東近江市 kcr(kiyoshi cycle racing) 640 野津　政人 ﾉﾂﾞ ﾏｻﾄ M 彦根市 Yanaba Cycling Team

541 高見　泰樹 ﾀｶﾐ ﾔｽｷ M 兵庫県 641 市原　和樹 ｲﾁﾊﾗ ｶｽﾞｷ M 兵庫県 クライム・サイクルスポーツ

542 金内　伸如 ｶﾈｳﾁ ﾉﾌﾞﾕｷ M 神奈川県 642 林　幸利 ﾊﾔｼ ﾕｷﾄｼ M 大津市

543 小林　佐知男 ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾁｵ M 愛知県 643 松村　庸亮 ﾏﾂﾑﾗ ﾖｳｽｹ M 守山市

544 中原　由志貴 ﾅｶﾊﾗ ﾖｼﾀｶ M 大阪府 LePoissonRouge 644 増井　直亮 ﾏｽｲ ﾅｵｽｹ M 大阪府 TEAM-KOG

545 栄　照洋 ｻｶｴ ﾃﾙﾋﾛ M 兵庫県 team山の駅/COWBOY 645 市川　哲也 ｲﾁｶﾜ ﾃﾂﾔ M 大阪府

546 足立　圭哉 ｱﾀﾞﾁ ｹｲﾔ M 京都府 Team Hakusei 646 古村　隆吉 ｺﾑﾗ ﾀｶﾖｼ M 三重県

547 小林　秀一 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞｶｽﾞ M 愛知県 Team DRONE 647 上山　孝太 ｳｴﾔﾏ ｺｳﾀ M 奈良県 枚方公済サイクリングチーム

548 石原　健志 ｲｼﾊﾗ ﾀｹｼ M 大阪府 グエル枚方 648 奥田　堅二 ｵｸﾀﾞ ｹﾝｼﾞ M 奈良県 EURO-WORKS Racing

549 小谷　和久 ｵﾀﾞﾆ ｶｽﾞﾋｻ M 長浜市 NCBC 649 吉田　篤史 ﾖｼﾀﾞ ｱﾂｼ M 石川県

550 前川　貴則 ﾏｴｶﾞﾜ ﾀｶﾉﾘ M 京都府 ｽﾍﾟﾘｱｰﾓｲﾜｲ&月曜道場 650 奥山　敦夫 ｵｸﾔﾏ ｱﾂｵ M 大津市

551 大森　聡史 ｵｵﾓﾘ ｻﾄｼ M 京都府 651 服部　京太 ﾊｯﾄﾘ ｷｮｳﾀ M 草津市

552 石原　健吾 ｲｼﾊﾗ ｹﾝｺﾞ M 大津市 NFNL 652 池野　聡一 ｲｹﾉ ｿｳｲﾁ M 京都府

553 山﨑　健 ﾔﾏｻﾞｷ ｹﾝ M 守山市 653 井上　泰範 ｲﾉｳｴ ﾔｽﾉﾘ M 東近江市

654 今崎　令二 ｲﾏｻﾞｷ ﾚｲｼﾞ M 大阪府

561 山内　久美子 ﾔﾏｳﾁ ｸﾐｺ F 神奈川県 655 日吉　一貴 ﾋﾖｼ ｶｽﾞﾀｶ M 愛荘町

562 寺岡　清美 ﾃﾗｵｶ ｷﾖﾐ F 大阪府

563 福島　かおり ﾌｸｼﾏ ｶｵﾘ F 愛知県 ふくしま豆腐店 657 古川　忠祐 ﾌﾙｶﾜ ﾀﾀﾞｽｹ M 京都府 Team Hakusei

564 末廣　裕子 ｽｴﾋﾛ ﾕｳｺ F 岐阜県 DRONE 658 三宅　利治 ﾐﾔｹ ﾄｼﾊﾙ M 京都府

565 高山　桃子 ﾀｶﾔﾏ ﾓﾓｺ F 大津市 659 田中　洋行 ﾀﾅｶ ﾋﾛﾕｷ M 奈良県

566 松野　舞 ﾏﾂﾉ ﾏｲ F 岐阜県 660 井上　修治 ｲﾉｳｴ ｼｭｳｼﾞ M 愛荘町 ストラーダ

567 野木　美有季 ﾉｷﾞ ﾐﾕｷ F 大阪府 661 上西　大輔 ｳｴﾆｼ ﾀﾞｲｽｹ M 奈良県 多武峰朝練

568 名越　ゆかり ﾅｺﾞｼ ﾕｶﾘ F 愛知県 662 太田　慎也 ｵｵﾀ ｼﾝﾔ M 守山市 YANABA Cycling Team

569 奥本　眞智子 ｵｸﾓﾄ ﾏﾁｺ F 三重県 Team Hayabusa 663 松本　寛輝 ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾛｷ M 東近江市

570 畠山　彩織 ﾊﾀｹﾔﾏ ｻｵﾘ F 大阪府 664 東　裕貴 ｱｽﾞﾏ ﾕｳｷ M 大阪府

571 岡　千晃 ｵｶ ﾁｱｷ F 奈良県 Cycom 665 仲野　剛由 ﾅｶﾉ ﾀｹﾖｼ M 愛荘町

572 西村　有紗 ﾆｼﾑﾗ ｱﾘｻ F 奈良県 Cycom 666 三浦　純 ﾐｳﾗ ｼﾞｭﾝ M 奈良県 Team M

573 広野　優璃 ﾋﾛﾉ ﾕｳﾘ F 三重県 667 飯田　貴大 ｲｲﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ M 兵庫県

574 平子　結菜 ﾋﾗｺ ﾕｳﾅ F 三重県 POTENZA 668 山崎　克 ﾔﾏｻﾞｷ ｶﾂ M 草津市 ストラーダレーシング

575 奥本　眞裕 ｵｸﾓﾄ ﾏﾕ F 三重県 Team Hayabusa 669 奥　孝広 ｵｸ ﾀｶﾋﾛ M 京都府 Team Hakusei

車種 670 鹿野　文音 ｼｶﾉ ﾌﾐﾅﾘ M 大津市

581 中村　光一朗 ﾅｶﾑﾗ ｺｳｲﾁﾛｳ M 東近江市 S 671 宮坂　周 ﾐﾔｻｶ ｼｭｳ M 奈良県 cycom

582 樋口　諒祐 ﾋｸﾞﾁ ﾘｮｳｽｹ M 彦根市 S 672 冨永　佳佑 ﾄﾐﾅｶﾞ ｹｲｽｹ M 大阪府

583 谷口　隼悟 ﾀﾆｸﾞﾁ ｼｭﾝｺﾞ M 兵庫県 S 673 片山　将希 ｶﾀﾔﾏ ﾏｻｷ M 石川県

584 足立　幹太 ｱﾀﾞﾁ ｶﾝﾀ M 京都府 Team Hakusei S 674 保田　浩輔 ﾔｽﾀﾞ ｺｳｽｹ M 石川県 パワーキック

585 彦坂　拓真 ﾋｺｻｶ ﾀｸﾏ M 大阪府 ZEST自転車倶楽部 S 675 戸根　一輝 ﾄﾈ ｶｽﾞｷ M 大阪府

586 井口　林太郎 ｲｸﾞﾁ ﾘﾝﾀﾛｳ M 大阪府 S 676 所村　享志 ｼｮﾑﾗ ﾀｶｼ M 石川県

587 柚木　正成 ﾕｷ ﾏｻｼｹﾞ M 大阪府 ONEandONLY-CR S 677 笹田　滉平 ｻｻﾀﾞ ｺｳﾍｲ M 大阪府

588 鈴木　爽馬 ｽｽﾞｷ ｿｳﾏ M 草津市 うま～ず S 678 木村　浩輝 ｷﾑﾗ ﾋﾛｷ M 石川県

589 鈴木　逞馬 ｽｽﾞｷ ﾀｸﾏ M 草津市 うま～ず S 679 井出　直人 ｲﾃﾞ ﾅｵﾄ M 岐阜県

590 藤本　智仁 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾄﾓﾋﾄ M 兵庫県 美山サイクリングクラブ S 680 寺岡　優一 ﾃﾗｵｶ ﾕｳｲﾁ M 大阪府

591 松井　麟太郎 ﾏﾂｲ ﾘﾝﾀﾛｳ M 京都府 ともりんずトライアスロンクラブ S 681 田中　誠万 ﾀﾅｶ ｾｲﾏ M 岐阜県

592 上田　真太郎 ｳｴﾀﾞ ｼﾝﾀﾛｳ M 大阪府 846リミテッド／プレザント S 682 山野　元暉 ﾔﾏﾉ ｹﾞﾝｷ M 奈良県 Cycom

593 奥井　達也 ｵｸｲ ﾀﾂﾔ M 東近江市 ライフレーシングクラブ S 683 奥田　将平 ｵｸﾀﾞ ｼｮｳﾍｲ M 京都府

594 河上　駿太 ｶﾜｶﾐ ｼｭﾝﾀ M 愛媛県 愛媛県自転車競技連盟ジュニアクラブ S 684 鈴木　祐 ｽｽﾞｷ ﾕｳ M 甲賀市 YANABA Cycling Team

595 坪　心明 ﾂﾎﾞ ｼﾝﾒｲ M 草津市 S 685 広瀬　裕也 ﾋﾛｾ ﾕｳﾔ M 石川県 トンデモクラブ

596 福島　愛都 ﾌｸｼﾏ ｱｲﾄ M 愛知県 ふくしま豆腐店 S 686 小林　晃啓 ｺﾊﾞﾔｼ ｱｷﾋﾛ M 彦根市

597 伊藤　峻一 ｲﾄｳ ｼｭﾝｲﾁ M 兵庫県 夙プリBOYS S 687 西川　清楽 ﾆｼｶﾜ ｷﾖﾗ M 京都府

598 村上　肇 ﾑﾗｶﾐ ﾊｼﾞﾒ M 愛知県 S 688 永元　太陽 ﾅｶﾞﾓﾄ ｳｽﾞﾋ M 京都府 Wind of Maizuru

599 北川　航 ｷﾀｶﾞﾜ ﾜﾀﾙ M 東近江市 kcr (kiyoshi cycle racing) S 689 堅名　敦伎 ｹﾝﾅ ｱﾂｷ M 日野町 D-RACING

600 宮本　結太 ﾐﾔﾓﾄ ﾕｲﾀ M 兵庫県 Coraggio Kawanishi Cycling Team S 690 奥本　颯輝 ｵｸﾓﾄ ﾘｭｳｷ M 三重県 Team Hayabusa

601 竹中　希春 ﾀｹﾅｶ ｷﾊﾙ F 京都府 S

602 桑本　美咲 ｸﾜﾓﾄ ﾐｻｷ F 愛知県 あすたまJr. S



9）C4WH+C4W+U15（男女）　L6周　9.6km　13:15～　81名 10）C4L　L6周　9.6km　13:45～　79名

ｾﾞｯｹﾝ No. 氏　名 フリガナ 性別 府県 所属チーム
ｾﾞｯｹﾝ
No.

氏　名 フリガナ 性別 府県 所属チーム

331 黒川　勝巳 ｸﾛｶﾜ ｶﾂﾐ M 京都府 チーム・エネゲート 431 犬伏　雄一 ｲﾇﾌﾞｾ ﾕｳｲﾁ M 大阪府 teamスクアドラ

332 宮本　光則 ﾐﾔﾓﾄ ﾐﾂﾉﾘ M 石川県 チームもがけ 432 北川　利尚 ｷﾀｶﾞﾜ ﾄｼﾅｵ M 石川県 LoveMeTender!?

333 安冨　一嗣 ﾔｽﾄﾐ ﾋﾄｼ M 大阪府 433 荻原　朋樹 ｵｷﾞﾊﾗ ﾄﾓｷ M 福井県

334 殿村　和也 ﾄﾉﾑﾗ ｶｽﾞﾔ M 石川県 チームもがけ 434 浜田　邦雄 ﾊﾏﾀﾞ ｸﾆｵ M 兵庫県 甲子園R.C

335 芳野　正裕 ﾎｳﾉ ﾏｻﾋﾛ M 奈良県 435 浅野　剛志 ｱｻﾉ ﾀｹｼ M 京都府

336 長谷川　良晴 ﾊｾｶﾞﾜ ﾖｼﾊﾙ M 京都府 堀場製作所自転車倶楽部 436 大槻　誠 ｵｵﾂｷ ﾏｺﾄ M 京都府

337 村田　孝幸 ﾑﾗﾀ ﾀｶﾕｷ M 大阪府 本町クラブ 437 中村　勝彦 ﾅｶﾑﾗ ｶﾂﾋｺ M 石川県 日本ろう自転車競技協会

338 高木　隆弘 ﾀｶｷﾞ ﾀｶﾋﾛ M 京都府 ENDORPHIN 2 438 西浦　敬一 ﾆｼｳﾗ ｹｲｲﾁ M 奈良県 Cycom

339 荏原　浩明 ｴﾊﾞﾗ ﾋﾛｱｷ M 神奈川県 439 堅名　潔 ｹﾝﾅ ｷﾖｼ M 日野町 D-RACING

340 山脇　亨 ﾔﾏﾜｷ ﾄｵﾙ M 大阪府 NASU　FAN　CLUB 440 西原　栄一 ﾆｼﾊﾗ ｴｲｲﾁ M 愛知県

341 西村　健治 ﾆｼﾑﾗ ｹﾝｼﾞ M 野洲市 441 重成　憲爾 ｼｹﾞﾅﾘ ﾉﾘｱｷ M 兵庫県

342 徳村　秀樹 ﾄｸﾑﾗ ﾋﾃﾞｷ M 兵庫県 442 坪　肖旗 ﾂﾎﾞ ﾕｷﾀｶ M 草津市 Biwako Cycling

343 川上　昇一 ｶﾜｶﾐ ｼｮｳｲﾁ M 大阪府 Team UP UP 443 鈴木　毅典 ｽｽﾞｷ ﾀｹﾉﾘ M 草津市 うま～ず

344 福中　健二 ﾌｸﾅｶ ｹﾝｼﾞ M 兵庫県 444 石山　正樹 ｲｼﾔﾏ ﾏｻｷ M 奈良県 Cycom/多武峰朝練

345 今井　豊裕 ｲﾏｲ ﾄﾖﾋﾛ M 守山市 M4@RACING 445 磯田　友賀 ｲｿﾀﾞ ﾄﾓｶｽﾞ M 京都府

346 田中　啓一 ﾀﾅｶ ｹｲｲﾁ M 奈良県 ENDORPHIN２ 446 内貴　広明 ﾅｲｷ ﾋﾛｱｷ M 大津市

347 伊部　宏之 ｲﾍﾞ ﾋﾛﾕｷ M 彦根市 447 志水　孝次 ｼﾐｽﾞ ｺｳｼﾞ M 大津市 UCC

348 三木　昌三 ﾐｷ ｼｮｳｿﾞｳ M 大阪府 ナスファンクラブ 448 福井　一弥 ﾌｸｲ ｶｽﾞﾔ M 兵庫県 EURO-WORKS Racing

349 白鞘　三郎 ｼﾗｻﾔ ｻﾌﾞﾛｳ M 大阪府 大東市サイクルロードクラブ 449 浦　尚史 ｳﾗ ﾋｻｼ M 石川県 バルバクラブカナザワ

350 瀬川　純 ｾｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝ M 草津市 Guell bicycle 450 丸谷　知広 ﾏﾙﾀﾆ ﾄﾓﾋﾛ M 奈良県 Cycom + 多武峰朝練

351 京藤　伸弘 ｷｮｳﾄｳ ﾉﾌﾞﾋﾛ M 京都府 451 宮嶋　卓 ﾐﾔｼﾞﾏ ﾀｶｼ M 守山市 M4 racing

352 後藤　謙太郎 ｺﾞﾄｳ ｹﾝﾀﾛｳ M 兵庫県 北摂すからと～れ 452 山本　賢司 ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝｼﾞ M 石川県 森人

353 松村　賢 ﾏﾂﾑﾗ ｹﾝ M 湖南市 kcr 453 片山　隆志 ｶﾀﾔﾏ ﾀｶｼ M 守山市

354 岡本　泰整 ｵｶﾓﾄ ﾔｽﾅﾘ M 奈良県 宇陀サイクルレーシング 454 折戸　克成 ｵﾘﾄ ｶﾂﾅﾘ M 岐阜県 太平洋工業自転車競技部

355 小西　秀和 ｺﾆｼ ﾋﾃﾞｶｽﾞ M 三重県 455 木田　敏弘 ｷﾀﾞ ﾄｼﾋﾛ M 大阪府

356 近久　孝司 ﾁｶﾋｻ ﾀｶｼ M 野洲市 GSバンビーノ 456 大畑　一喜 ｵｵﾊﾀ ｶｽﾞｷ M 長野県 IHIターボ

357 高山　伸好 ﾀｶﾔﾏ ﾉﾌﾞﾖｼ M 京都府 457 澤村　耕平 ｻﾜﾑﾗ ｺｳﾍｲ M 石川県 TEAM  MODENA

358 駒崎　洋太 ｺﾏｻｷ ﾋﾛﾀｶ M 京都府 日本ろう自転車競技協会 458 本田　真一 ﾎﾝﾀﾞ ｼﾝｲﾁ M 大阪府 CC HOLSA

359 松木　謙吉 ﾏﾂｷ ｹﾝｷﾁ M 京都府 VC VELOCE PROSSIMO 459 稲次　雅行 ｲﾅｼﾞ ﾏｻﾕｷ M 大阪府 大東市サイクルロードクラブ

360 安藤　悟 ｱﾝﾄﾞｳ ｻﾄﾙ M 兵庫県 RTアプローズ 460 竹村　伸宏 ﾀｹﾑﾗ ﾉﾌﾞﾋﾛ M 奈良県 EURO-WORKS RACING

361 川邉　敏仁 ｶﾜﾍﾞ ﾄｼﾋﾄ M 大阪府 美山サイクリングクラブ 461 小塩　健司 ｺｼｵ ｹﾝｼﾞ M 大阪府 TRAP

362 小林　久志 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋｻｼ M 三重県 チーム小林 462 島　興太 ｼﾏ ｺｳﾀ M 大阪府 TEAM-KOG

363 林　英晴 ﾊﾔｼ ﾋﾃﾞﾊﾙ M 京都府 ココRUN自転車部 463 松下　誠 ﾏﾂｼﾀ ﾏｺﾄ M 大阪府 TEAM-KOG

364 千　成俊 ｾﾝ ｼｹﾞﾄｼ M 京都府 464 大濱　太志 ｵｵﾊﾏ ﾌﾄｼ M 大阪府

365 藤本　和昌 ﾌｼﾞﾓﾄ ｶｽﾞﾏｻ M 大阪府 CSK Racing Club 465 猪田　洋 ｲﾉﾀﾞ ﾋﾛｼ M 京都府 自転車貴族＆イプ練

366 島本　直樹 ｼﾏﾓﾄ ﾅｵｷ M 高島市 466 浅野　純 ｱｻﾉ ｼﾞｭﾝ M 広島県

367 吉田　剛 ﾖｼﾀﾞ ﾀｹｼ M 京都府 467 秦野　裕史 ﾊﾀﾉ ﾋﾛﾌﾐ M 京都府

368 西村　光明 ﾆｼﾑﾗ ﾐﾂｱｷ M 岐阜県 DRONE 468 石口　政一朗 ｲｼｸﾞﾁ ｾｲｲﾁﾛｳ M 大阪府

369 開崎　輝将 ｶｲｻﾞｷ ﾃﾙﾏｻ M 奈良県 469 西原　裕樹 ﾆｼﾊﾗ ﾋﾛｷ M 大阪府 トーヨーRT

370 鎌田　剛 ｶﾏﾀﾞ ﾀｹｼ M 岡山県 470 板井　良之 ｲﾀｲ ﾖｼﾕｷ M 守山市 M4@Racing

371 国本　勝彦 ｸﾆﾓﾄ ｶﾂﾋｺ M 大阪府 471 石田　崇幸 ｲｼﾀﾞ ﾀｶﾕｷ M 大阪府

372 葛城　勲 ｶﾂﾗｷﾞ ｲｻｵ M 奈良県 是輝成会 472 篠原　祐二 ｼﾉﾊﾗ ﾕｳｼﾞ M 大阪府

373 佐々木　善満 ｻｻｷ ﾖｼﾐﾂ M 京都府 ベッキーファンライド 473 土井　敏司 ﾄﾞｲ ｻﾄｼ M 奈良県 Team M

374 井上　孝士 ｲﾉｳｴ ﾀｶｼ M 大阪府 474 園部　伸之 ｿﾉﾍﾞ ﾉﾌﾞﾕｷ M 大阪府

375 山本　敬太 ﾔﾏﾓﾄ ｹｲﾀ M 京都府 475 一ノ瀬　亨 ｲﾁﾉｾ ﾄｵﾙ M 愛知県

376 松本　清寿 ﾏﾂﾓﾄ ｷﾖﾄｼ M 京都府 476 小寺　勇太 ｺﾃﾞﾗ ﾕｳﾀ M 岐阜県 teamELMO

377 生野　耕平 ｲｸﾉ ｺｳﾍｲ M 京都府 477 芳村　和真 ﾖｼﾑﾗ ｶｽﾞﾏ M 奈良県 EURO-WORKS Racing

378 大佐古　徹 ｵｵｻｺ ﾄｵﾙ M 大阪府 Team-RSO Racing 478 川上　和貴 ｶﾜｶﾐ ｶｽﾞｷ M 大阪府 エキップリオン

379 川口　浩孝 ｶﾜｸﾞﾁ ﾋﾛﾀｶ M 奈良県 EURO-WORKS Racing 479 笠原　聡志 ｶｻﾊﾗ ｻﾄｼ M 愛知県 ストラーダレーシング

380 村尾　智 ﾑﾗｵ ｻﾄｼ M 大阪府 TEAM－KOG 480 門川　優友 ｶﾄﾞｶﾜ ﾕｳｽｹ M 愛知県 アルペン

481 西川　知宏 ﾆｼｶﾜ ﾄﾓﾋﾛ M 大阪府 イチダイライダーズクラブ

381 田原　比呂美 ﾀﾊﾗ ﾋﾛﾐ F 大阪府 482 大上　拓也 ｵｵｶﾞﾐ ﾀｸﾔ M 京都府

382 山野　直子 ﾔﾏﾉ ﾅｵｺ F 大阪府 NASU FAN CLUB 483 藤田　翔 ﾌｼﾞﾀ ｼｮｳ M 彦根市 BS自転車部

383 高田　陽子 ﾀｶﾀﾞ ﾖｳｺ F 愛知県 超カル 484 宮前　翼 ﾐﾔﾏｴ ﾂﾊﾞｻ M 奈良県 BicycleColor

384 井上　彩 ｲﾉｳｴ ｱﾔ F 京都府 485 十二里　光一 ｼﾞｭｳﾆﾘ ｺｳｲﾁ M 守山市 Ｄ－RACING

385 喜多　智美 ｷﾀ ﾄﾓﾐ F 大阪府 Team Hakusei 486 古川　貴大 ﾌﾙｶﾜ ﾀｶﾋﾛ M 奈良県 LIVESTRONG

386 小栗　智子 ｵｸﾞﾘ ﾄﾓｺ F 岐阜県 大垣ピストンズ 487 西尾　広甫 ﾆｼｵ ﾋﾛｽｹ M 岐阜県

387 井上　藍 ｲﾉｳｴ ｱｲ F 京都府 488 大山　徹 ｵｵﾔﾏ ﾄｵﾙ M 岐阜県 NCC（スロバキア）

388 上出　貴子 ｶﾐﾃﾞ ﾀｶｺ F 大阪府 Team-RSO Racing 489 土田　太洋 ﾂﾁﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ M 岐阜県

389 信崎　千恵子 ｼﾉｻﾞｷ ﾁｴｺ F 大阪府 Team-RSO racing 490 小林　稔弘 ｺﾊﾞﾔｼ ﾄｼﾋﾛ M 大阪府

390 江頭　奈生 ｴﾄｳ ﾅｵ F 大阪府 Soleil de l'est 491 山田　晴大 ﾔﾏﾀﾞ ﾊﾙﾋﾛ M 愛知県

391 横山　仁美 ﾖｺﾔﾏ ﾋﾄﾐ F 大阪府 CAT 492 石黒　俊人 ｲｼｸﾞﾛ ﾄｼﾋﾄ M 大阪府 VC VELOCE プロッシモ

392 勇都　麻里奈 ﾕｳﾄ ﾏﾘﾅ F 兵庫県 493 宮崎　幸平 ﾐﾔｻﾞｷ ｺｳﾍｲ M 福井県

393 田原　亜美 ﾀﾊﾗ ｱﾐ F 大阪府 494 大西　顕司 ｵｵﾆｼ ｹﾝｼﾞ M 福井県

495 渡邉　浩幸 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛﾕｷ M 岐阜県 teamELMO

401 橋本　悠 ﾊｼﾓﾄ ﾕｳ M 大阪府 496 堤　上総 ﾂﾂﾐ ｶｽﾞｻ M 大阪府

402 篠原　舜宗 ｼﾉﾊﾗ ﾄｼﾑﾈ M 大阪府 497 新本　崇順 ｱﾗﾓﾄ ﾀｶﾅｵ M 大阪府

403 北嶋　桂大 ｷﾀｼﾏ ｹｲﾀ M 富山県 498 村田　章徳 ﾑﾗﾀ ｱｷﾉﾘ M 京都府

404 岡本　晴毅 ｵｶﾓﾄ ﾊﾙｷ M 奈良県 宇陀サイクルレーシング 499 寺岡　勇人 ﾃﾗｵｶ ﾊﾔﾄ M 大阪府

405 加藤　大智 ｶﾄｳ ﾀｲﾁ M 奈良県 宇陀サイクルレーシング 500 高瀬　亮 ﾀｶｾ ﾘｮｳ M 三重県 Four industry

406 安井　悠真 ﾔｽｲ ﾕｳﾏ M 奈良県 宇陀サイクルレーシング 501 信岡　洸仁 ﾉﾌﾞｵｶ ｺｳｼﾞ M 京都府

407 沖本　拓己 ｵｷﾓﾄ ﾀｸﾐ M 奈良県 2020 Limited Team 846／宇陀サイクルレーシング 502 勝野　滉大 ｶﾂﾉ ｺｳﾀﾞｲ M 愛知県 闇練

408 岩田　聖矢 ｲﾜﾀ ｾｲﾔ M 大阪府 宇陀サイクルレーシング 503 梅川　陸 ｳﾒｶﾜ ﾘｸ M 大阪府

409 小森　悠音 ｺﾓﾘ ﾕｳﾄ M 奈良県 504 是枝　雅大 ｺﾚｴﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ M 京都府 Wind of Maizuru

410 松島　拓未 ﾏﾂｼﾏ ﾀｸﾐ M 兵庫県 プレミア神戸 505 大谷　朋寛 ｵｵﾀﾆ ﾄﾓﾋﾛ M 京都府 うぃんど・おぶ・まひつる

411 浦　幸太朗 ｳﾗ ｺｳﾀﾛｳ M 石川県 バルバクラブカナザワ 506 吉村　光也 ﾖｼﾑﾗ ｺｳﾔ M 大阪府 心ぴょんぴょんレーシング

412 川邉　颯汰 ｶﾜﾍﾞ ｿｳﾀ M 大阪府 美山サイクリングクラブ 507 西村　優輝 ﾆｼﾑﾗ ﾕｳｷ M 野洲市

413 宮川　秀斗 ﾐﾔｶﾞﾜ ｼｭｳﾄ M 福井県 508 小林　祐貴 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ M 三重県 チーム小林

414 柚木　平蔵 ﾕｷ ﾍｲｿﾞｳ M 大阪府 ONEandONLY-CR 509 小野　豪太 ｵﾉ ｺﾞｳﾀ M 岐阜県

415 犬伏　輝斗 ｲﾇﾌﾞｾ ｷﾗﾄ M 大阪府 teamスクアドラ

421 保崎　実智子 ﾎｻﾞｷ ﾐﾁｺ F 京都府 美山CC

422 井上　古都 ｲﾉｳｴ ｺﾄ F 大阪府

423 小林　りょう ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳ F 京都府



11）C3H+C3W　L10周　16.0km　14:35～　61名 12）C3L　L10周　16.0km　15:15～　61名

ｾﾞｯｹﾝ No. 氏　名 フリガナ 性別 府県 所属チーム
ｾﾞｯｹﾝ
No.

氏　名 フリガナ 性別 府県 所属チーム

191 蓮野　正男 ﾊｽﾉ ﾏｻｵ M 長浜市 BALBAエチゼン 261 中前　元久 ﾅｶﾏｴ ﾓﾄﾋｻ M 石川県 HMG

192 横尾　治彦 ﾖｺｵ ﾊﾙﾋｺ M 大阪府 NASU FAN CLUB 262 宇井　孝爾 ｳｲ ｺｳｼﾞ M 奈良県 EURO-WORKS Racing

193 浜田　邦裕 ﾊﾏﾀﾞ ｸﾆﾋﾛ M 京都府 263 渡邊　昇 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾉﾎﾞﾙ M 岐阜県 大垣CSC

194 吉谷　健司 ﾖｼﾀﾆ ｹﾝｼﾞ M 奈良県 Euro Works 264 中森　雅人 ﾅｶﾓﾘ ﾏｻﾄ M 奈良県 EURO-WORKS Racing

195 大井　憲太郎 ｵｵｲ ｹﾝﾀﾛｳ M 甲賀市 FUKADAまじりんぐ 265 上野　剛志 ｳｴﾉ ﾂﾖｼ M 大津市 ストラーダディビジョンR

196 堀田　マナブ ﾎｯﾀ ﾏﾅﾌﾞ M 京都府 Teamまんま／米俵 266 上野　哲平 ｳｴﾉ ﾃｯﾍﾟｲ M 大阪府 Rough Roadies

197 相良　晶一 ｻｶﾞﾗ ｼｮｳｲﾁ M 愛知県 CWASP アタリ前田 267 沖田　聡一郎 ｵｷﾀ ｿｳｲﾁﾛｳ M 京都府

198 内山　尚之 ｳﾁﾔﾏ ﾅｵﾕｷ M 石川県 バルバクラブカナザワ 268 大崎　雅信 ｵｵｻﾞｷ ﾏｻﾉﾌﾞ M 守山市 ストラーダレーシング

199 吉岡　学 ﾖｼｵｶ ﾏﾅﾌﾞ M 奈良県 EURO-WORKS Racing 269 山崎　諭 ﾔﾏｻﾞｷ ｻﾄｼ M 愛知県 松邨柔道クラブ

200 頼近　直純 ﾖﾘﾁｶ ﾅｵｽﾞﾐ M 大津市 Teamまんま 270 前田　実 ﾏｴﾀﾞ ﾐﾉﾙ M 三重県 MMCY

201 田中　歩 ﾀﾅｶ ｱﾕﾑ M 愛知県 チーム・アストロ 271 小塚　昌弘 ｺﾂﾞｶ ﾏｻﾋﾛ M 京都府

202 藤原　成人 ﾌｼﾞﾊﾗ ﾅﾙﾄ M 東近江市 kcr 272 渡部　雅友 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾄﾓ M 大阪府 cycle shop 香輪

203 廣瀬　功 ﾋﾛｾ ｲｻｵ M 野洲市 サイクルロードエイト 273 園　直史 ｿﾉ ﾀﾀﾞｼ M 大津市

204 内田　晴康 ｳﾁﾀﾞ ﾊﾙﾔｽ M 大津市 FUKADAまじりんぐ 274 中嶋　一雄 ﾅｶｼﾞﾏ ｶｽﾞｵ M 京都府 La tartaruga

205 石井　和明 ｲｼｲ ｶｽﾞｱｷ M 兵庫県 サクラマチサイクル@NFC 275 勝元　貴良 ｶﾂﾓﾄ ﾀｶﾖｼ M 大阪府 RBC.HANES

206 清水　勝也 ｼﾐｽﾞ ｶﾂﾔ M 彦根市 大垣ピストンズ 276 西山　新吾 ﾆｼﾔﾏ ｼﾝｺﾞ M 大津市 FUKADAまじりんぐ

207 木村　健児 ｷﾑﾗ ｹﾝｼﾞ M 大阪府 277 松邨　優一 ﾏﾂﾑﾗ ﾕｳｲﾁ M 愛知県 松邨柔道クラブ

208 織田　裕之 ｵﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ M 大阪府 チーム闇練 278 中村　将也 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾔ M 大阪府 水曜どうでしょう藩士吹田支部

209 村瀬　晃史 ﾑﾗｾ ｺｳｼﾞ M 京都府 279 横田　慧一 ﾖｺﾀ ｹｲｲﾁ M 大阪府

210 佐々木　正 ｻｻｷ ﾀﾀﾞｼ M 千葉県 280 嘉村　勇佑 ｶﾑﾗ ﾕｳｽｹ M 三重県

211 岩田　誠 ｲﾜﾀ ﾏｺﾄ M 大阪府 回転木馬 281 國澤　一平 ｸﾆｻﾜ ｲｯﾍﾟｲ M 三重県 SDK RT

212 西村　博明 ﾆｼﾑﾗ ﾋﾛｱｷ M 京都府 枚方公済 282 友藤　淳 ﾄﾓﾌｼﾞ ｱﾂｼ M 京都府

213 大橋　一智 ｵｵﾊｼ ｶｽﾞﾄﾓ M 大阪府 ＣＹＣＬＥ ＣＡＴ 283 高島　裕海 ﾀｶｼﾏ ﾋﾛｳﾐ M 兵庫県

214 萩原　智樹 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾄﾓｷ M 兵庫県 グランデパール播磨 284 高田　侑亮 ﾀｶﾀﾞ ﾕｳｽｹ M 岐阜県 DRONE

215 竹内　ヤスシ ﾀｹｳﾁ ﾔｽｼ M 大阪府 Team tUP!UP! 285 間所　智幸 ﾏﾄﾞｺﾛ ﾄﾓﾕｷ M 長浜市

216 岩上　真也 ｲﾜｶﾐ ｼﾝﾔ M 京都府 大原朝市ＢＦＲ 286 郷　宗充 ｺﾞｳ ﾑﾈﾐﾂ M 長浜市

217 岩本　信吾 ｲﾜﾓﾄ ｼﾝｺﾞ M 大阪府 チーム闇練 287 笠松　卓矢 ｶｻﾏﾂ ﾀｸﾔ M 愛知県 TEAM 光

218 前田　義範 ﾏｴﾀﾞ ﾖｼﾉﾘ M 大阪府 TRAP 288 里地　洋輔 ｻﾄｼﾞ ﾖｳｽｹ M 三重県 ダイモンレーシング

219 森谷　忠司 ﾓﾘﾔ ﾀﾀﾞｼ M 大阪府 ベッキークリテリウムはじめました 289 榎本　倫晃 ｴﾉﾓﾄ ﾉﾘｱｷ M 兵庫県 type1

220 高橋　栄司 ﾀｶﾊｼ ｴｲｼﾞ M 愛荘町 ビワoneメテオ 290 植田　優太 ｳｴﾀﾞ ﾕｳﾀ M 奈良県 LIVESTRONG

221 辰巳　裕次郎 ﾀﾂﾐ ﾕｳｼﾞﾛｳ M 東近江市 291 松浦　耕介 ﾏﾂｳﾗ ｺｳｽｹ M 京都府 トーヨーCT

222 宮崎　直樹 ﾐﾔｻﾞｷ ﾅｵｷ M 三重県 Team develtead 292 犬井　健太 ｲﾇｲ ｹﾝﾀ M 長浜市 ビワoneメテオ

223 大上野　宏幸 ｵｵｳｴﾉ ﾋﾛﾕｷ M 大阪府 team SONIC 293 鈴木　雄太郎 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾀﾛｳ M 大津市 KOGMA-Racing

224 中村　晃一 ﾅｶﾑﾗ ｺｳｲﾁ M 大阪府 イプ練 294 大佛　直紀 ｵｻﾗｷﾞ ﾅｵｷ M 富山県

225 蔭山　達也 ｶｹﾞﾔﾏ ﾀﾂﾔ M 京都府 EURO-WORKS Racing 295 芦原　徹 ｱｼﾊﾗ ﾄｵﾙ M 奈良県 マッスルプロダクション奈良

226 堀　浩之 ﾎﾘ ﾋﾛﾕｷ M 石川県 HMG 296 中村　陽 ﾅｶﾑﾗ ﾖｳ M 三重県

227 岩上　猛 ｲﾜｶﾞﾐ ﾀｹｼ M 大阪府 大東市サイクルロードクラブ 297 児玉　岳史 ｺﾀﾞﾏ ﾀｹｼ M 福井県 CORSA Pelucchi

228 上田　茂雄 ｳｴﾀﾞ ｼｹﾞｵ M 大阪府 ストラーダ 298 吉岡　航平 ﾖｼｵｶ ｺｳﾍｲ M 三重県

229 永沢　透 ﾅｶﾞｻﾜ ﾄｵﾙ M 京都府 トーヨーCT 299 河合　一徳 ｶﾜｲ ｶｽﾞﾉﾘ M 岐阜県 DRONE

230 柳田　吉範 ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ﾖｼﾉﾘ M 奈良県 300 森田　晃行 ﾓﾘﾀ ﾃﾙﾕｷ M 大阪府 Bellatte

231 中川　威 ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｹｼ M 奈良県 EURO-WORKS Racing 301 上田　大満 ｳｴﾀﾞ ﾋﾛﾐﾂ M 石川県 バルバカナザワ

232 北村　友 ｷﾀﾑﾗ ﾄﾓ M 大阪府 Teamまんま 302 黄瀬　光稀 ｷｾ ｺｳｷ M 京都府

233 ヨシダ　ケンイチ ﾖｼﾀﾞ ｹﾝｲﾁ M 岐阜県 大垣ピストンズ 303 早瀬　利宇 ﾊﾔｾ ﾘｭｳ M 大阪府 チーム闇練

234 岡本　大介 ｵｶﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ M 大阪府 304 米倉　聖人 ﾖﾈｸﾗ ﾏｻﾄ M 大阪府 ＣＹＣＬＥ ＣＡＴ

235 齊木　秀和 ｻｲｷ ﾋﾃﾞｶｽﾞ M 大津市 Freiheit 305 宮崎　竣 ﾐﾔｻﾞｷ ｼｭﾝ M 大阪府

236 梅本　一樹 ｳﾒﾓﾄ ｶｽﾞｷ M 三重県 Astac 306 増田　直之 ﾏｽﾀﾞ ﾅｵﾕｷ M 大阪府 Temeスクアドラ

237 辻　利明 ﾂｼﾞ ﾄｼｱｷ M 京都府 Cycom 307 金治　弘樹 ｶﾅｼﾞ ﾋﾛｷ M 大阪府 大阪工業大学

238 稗田　正佳 ﾋｴﾀﾞ ﾏｻﾖｼ M 大阪府 チーム闇練 308 遠藤　勇希 ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｳｷ M 守山市 Team Le Mont

239 教野　友作 ｷｮｳﾉ ﾕｳｻｸ M 長浜市 ビワ ONE メテオ 309 岡本　康平 ｵｶﾓﾄ ｺｳﾍｲ M 大阪府

240 髙橋　俊雄 ﾀｶﾊｼ ﾄｼｵ M 大阪府 チーム闇練 310 芹川　倭織 ｾﾘｶﾜ ｲｵﾘ M 大阪府 大阪工業大学

241 横山　哲久 ﾖｺﾔﾏ ﾉﾘﾋｻ M 兵庫県 ウオズミサイクル 311 瀧口　雄大 ﾀｷｸﾞﾁ ﾕｳﾀﾞｲ M 兵庫県 大阪工業大学

242 杉田　正人 ｽｷﾞﾀ ﾏｻﾄ M 大阪府 Team スクアドラ 312 辛島　陸 ｶﾗｼﾏ ﾘｸ M 京都府

243 宮本　隆司 ﾐﾔﾓﾄ ﾀｶｼ M 兵庫県 313 片岡　伸一朗 ｶﾀｵｶ ｼﾝｲﾁﾛｳ M 奈良県

244 樋口　陽浩 ﾋｸﾞﾁ ｱｷﾋﾛ M 石川県 Riding Party 314 木村　倖大 ｷﾑﾗ ｺｳﾀ M 近江八幡市 Cycle witches

245 園田　真吾 ｿﾉﾀﾞ ｼﾝｺﾞ M 愛知県 NASU FAN CLUB 315 袴田　悠貴 ﾊｶﾏﾀﾞ ﾕｳｷ M 愛知県 インパルス

246 小高　秀章 ｺﾀｶ ﾋﾃﾞｱｷ M 三重県 316 吉田　優志 ﾖｼﾀﾞ ﾏｻｼ M 京都府

247 吉田　聡 ﾖｼﾀﾞ ｻﾄｼ M 京都府 IRP.com 317 稲葉　圭則 ｲﾅﾊﾞ ﾖｼﾉﾘ M 愛知県 ロス・インゴベルナブレス・デ・トコナメ

318 松本　天照 ﾏﾂﾓﾄ ﾃﾝｼｮｳ M 草津市 瀬田工業高校

251 遠松　純子 ﾄｵﾏﾂ ｼﾞｭﾝｺ F 愛知県 デストラ 319 増田　遼歩 ﾏｽﾀﾞ ﾊﾙﾄ M 大阪府 team abenova

252 雑賀　敬子 ｻｲｶ ｹｲｺ F 大阪府 雑なメスネコ 320 池端　雅輝 ｲｹﾊﾀ ﾏｻｷ M 大阪府 Bellatte

253 藤原　優子 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｳｺ F 兵庫県 EURO-WORKS Racing 321 岩田　祥眞 ｲﾜﾀ ｼｮｳﾏ M 大阪府 回転木馬

254 村松　里菜 ﾑﾗﾏﾂ ﾘﾅ F 静岡県



13）C1＋C2　L20周　32.0km　15:55～　74名

　　※ポイント・レース方式採用カテゴリー

１着（５点）

２着（３点）

３着（２点）

４着（１点）

５着

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

18 16 14 12 10 8 6 4 2 G

111 新開　隆人 ｼﾝｶｲ ﾘｭｳｼﾞ M C1 大阪府

112 南條　太郎 ﾅﾝｼﾞｮｳ ﾀﾛｳ M C1 大阪府

113 森　俊夫 ﾓﾘ ﾄｼｵ M C1 奈良県

114 多賀　良成 ﾀｶﾞ ﾖｼﾅﾘ M C1 米原市

115 小南　友和 ｺﾐﾅﾐ ﾄﾓｶｽﾞ M C1 愛知県

116 森田　大理 ﾓﾘﾀ ﾀﾞｲﾘ M C1 三重県

117 田中　龍太朗 ﾀﾅｶ ﾘｭｳﾀﾛｳ M C1 京都府

118 辻　貴光 ﾂｼﾞ ﾀｶﾐﾂ M C1 京都府

119 雑賀　大輔 ｻｲｶ ﾀﾞｲｽｹ M C1 大阪府

120 一色　寛之 ｲｯｼｷ ﾋﾛﾕｷ M C1 奈良県

121 小渡　健悟 ｺﾜﾀﾘ ｹﾝｺﾞ M C1 奈良県

122 金子　隆亮 ｶﾈｺ ﾘｭｳｽｹ M C1 大阪府

123 桐野　一道 ｷﾘﾉ ｶｽﾞﾐﾁ M C1 京都府

124 二階堂　尚志 ﾆｶｲﾄﾞｳ ﾀｶｼ M C1 神奈川県

125 中村　弦太 ﾅｶﾑﾗ ｹﾞﾝﾀ M C1 京都府

126 大東　泰弘 ﾀﾞｲﾄｳ ﾔｽﾋﾛ M C1 愛知県

127 北野　普識 ｷﾀﾉ ﾕｷﾉﾘ M C1 千葉県

128 福留　康介 ﾌｸﾄﾞﾒ ｺｳｽｹ M C1 岡山県

129 海藤　稜馬 ｶｲﾄﾞｳ ﾘｮｳﾏ M C1 大阪府

130 山口　雄大 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｹﾋﾛ M C1 神奈川県

131 榎本　耕大 ｴﾉﾓﾄ ｺｳﾀﾞｲ M C1 草津市

132 吉森　大晃 ﾖｼﾓﾘ ﾋﾛｱｷ M C1 奈良県

133 貫名　将人 ﾇｷﾅ ﾏｻﾄ M C1 東京都

134 天野　大地 ｱﾏﾉ ﾀﾞｲﾁ M C1 大阪府

135 塚本　隼 ﾂｶﾓﾄ ﾊﾔﾄ M C1 大阪府

136 西村　剛 ﾆｼﾑﾗ ﾀｹｼ M C1 野洲市

137 杉山　竜大 ｽｷﾞﾔﾏ ﾘｭｳﾀﾞｲ M C1 日野町

138 久保田　寛隆 ｸﾎﾞﾀ ﾋﾛﾀｶ M C1 愛知県

139 湯浦　裕貴 ﾕｳﾗ ﾔｽﾀｶ M C1 愛知県

141 小賀野　晃 ｵｶﾞﾉ ｱｷﾗ M C2 大津市

142 小川　洸 ｵｶﾞﾜ ﾋｶﾙ M C2 京都府

143 酒巻　弘志 ｻｶﾏｷ ﾋﾛｼ M C2 三重県

144 村井　寛 ﾑﾗｲ ﾋﾛｼ M C2 兵庫県

145 堤　大輔 ﾂﾂﾐ ﾀﾞｲｽｹ M C2 岐阜県

146 伊藤　隆久 ｲﾄｳ ﾀｶﾋｻ M C2 大津市

147 谷口　敦史 ﾀﾆｸﾞﾁ ｱﾂｼ M C2 兵庫県

148 山下　秀剛 ﾔﾏｼﾀ ﾋﾃﾞﾀｶ M C2 三重県

149 北村　智昭 ｷﾀﾑﾗ ﾄﾓｱｷ M C2 京都府

150 高橋　大介 ﾀｶﾊｼ ﾀﾞｲｽｹ M C2 大阪府

151 北村　博則 ｷﾀﾑﾗ ﾋﾛﾉﾘ M C2 京都府

152 田口　直史 ﾀｸﾞﾁ ﾅｵｼﾞ M C2 奈良県

153 山口　泰司 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛｼ M C2 大阪府

154 森　俊文 ﾓﾘ ﾄｼﾌﾐ M C2 愛知県

155 井上　貞行 ｲﾉｳｴ ｻﾀﾞﾕｷ M C2 京都府

156 小林　洋平 ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｳﾍｲ M C2 神奈川県

157 岸本　伊織 ｷｼﾓﾄ ｲｵﾘ M C2 愛知県

158 井上　耕治 ｲﾉｳｴ ｺｳｼﾞ M C2 京都府

159 Bennett Ash ﾍﾞﾈｯﾄ ｱｯｼｭ M C2 大津市

160 小松　竜太 ｺﾏﾂ ﾘｭｳﾀ M C2 京都府

161 大橋　寿安 ｵｵﾊｼ ﾄｼﾔｽ M C2 大阪府

162 宮田　琢視 ﾐﾔﾀ ﾀｸﾐ M C2 埼玉県

163 池浦　雄一 ｲｹｳﾗ ﾕｳｲﾁ M C2 大阪府

164 松邨　浩樹 ﾏﾂﾑﾗ ﾋﾛｷ M C2 愛知県

165 島川　祐司 ｼﾏｶﾜ ﾕｳｼﾞ M C2 大阪府

166 篁　佳太 ﾀｶﾑﾗ ｹｲﾀ M C2 守山市

167 呉山　友崇 ｸﾚﾔﾏ ﾄﾓﾀｶ M C2 湖南市

168 河合　伸哉 ｶﾜｲ ｼﾝﾔ M C2 福井県

169 坂本　恭平 ｻｶﾓﾄ ｷｮｳﾍｲ M C2 京都府

170 古谷　勇輝 ﾌﾙﾀﾆ ﾕｳｷ M C2 大阪府

171 長瀬　広俊 ﾅｶﾞｾ ﾋﾛﾄｼ M C2 近江八幡市

172 南　嘉輝 ﾐﾅﾐ ﾋﾛｷ M C2 三重県

173 勝水　拓也 ｶﾂﾐｽﾞ ﾀｸﾔ M C2 奈良県

174 柿原　和貴 ｶｷﾊﾗ ｶｽﾞｷ M C2 大阪府

175 菅井　春稀 ｽｶﾞｲ ﾊﾙｷ M C2 守山市

176 谷本　望 ﾀﾆﾓﾄ ﾉｿﾞﾐ M C2 三重県

177 田中　実 ﾀﾅｶ ﾐﾉﾙ M C2 大阪府

178 光成　巧 ﾐﾂﾅﾘ ﾀｸﾐ M C2 大阪府

179 大森　健史 ｵｵﾓﾘ ｹﾝｼﾞ M C2 大阪府

180 島添　優真 ｼﾏｿﾞｴ ﾕｳﾏ M C2 野洲市

181 遠藤　尚 ｴﾝﾄﾞｳ ﾅｵ M C2 神奈川県

182 當麻　雄大 ﾄｳﾏ ﾕｳﾀﾞｲ M C2 大阪府

183 白崎　公平 ｼﾗｻｷ ｺｳﾍｲ M C2 近江八幡市

184 宮村　優 ﾐﾔﾑﾗ ﾏｻﾙ M C2 京都府

185 安藤　貴史 ｱﾝﾄﾞｳ ﾀｶｼ M C2 三重県

ナカガワAS K'Sデザイン

VC VELOCE

ｾﾞｯｹﾝ
No.

氏　名 フリガナ 性別 府県カテゴ
リー

Coraggio Kawanishi Cycling Team Youth　

EURO-WORKS Racing

OGP

DESTRA

TSU RACING

IRP.com

Team Hakusei

得点
合計

ゴール
着順

順位

通
過
順
位

所属チーム

雑なネコ feat.WCU

シエルヴォ奈良MIYATA-MERIDAレーシングチーム

ネクストリーム・うどん虹や

VC Fukuoka・サイクルフリーダム

チーム・ウォークライド

イナーメ信濃山形

TeamOltre

Legarsi-Igname

パナソニックレーシング

FIETS GROEN

Team Le Mont

チーム白星

東京大学自転車部競技班

ネクストリーム・うどん虹や

大阪工業大学

瀬田工業高校

 Team Le Mont

DESTRA

鷹組

パナソニックレーシング

T-cars cycling team

ZAS Racing

MMCY

Masahiko Mifune.com Cycling Team

TRAP

masahikomifune.com cyclingteam

EURO-WORKS Racing

THCrew

ミズタニ自転車

team 恋来

チーム小田原

零式

GUELL CC

MOJYUMA Area075

Sakatani Racing

FUKADAまじりんぐ

パナソニックレーシング

松邨柔道クラブ

チーム闇練

GSバンビーノ

高野建具店

ユニヴェール

岩井商会レーシング

EURO-WORKS Racing

Soleil de l'est

D-RACING

ターミネーターR.T

Team スクアドラ

ONE/WD

鷹組

大阪工業大学

TRAILBLAZER

瀬田工業高校

Muc-off Racing

ナカガワAS.K´デザイン


