
1．エキスパート 32名 1091 ⻲井　颯 カメイ　ハヤテ ⼤阪府 ジュネス レーシング

No. ⽒名 フリガナ 都道府県 チーム名 1092 中　良輔 ナカ　リョウスケ ⼤阪府 ジュネス レーシング

1001 ⽥中　佑季 タナカ　ユウキ 兵庫県 ZWC 1093 野⽥　慶司 ノダ　ケイジ 岐⾩県

1002 楠本　将平 クスモト　ショウヘイ ⼤阪府 もりさいくる 1094 堀野　千尋 ホリノ チヒロ ⽯川県 バルバクラブフクイ

1003 橋本　望 ハシモト　ノゾミ 福井県 1095 梶原　悠⾺ カジワラ　ユウマ 兵庫県

1004 新⽥　佑哉 ニッタ　ユウヤ 愛知県 1096 加藤　優⼀ カトウ　ユウイチ 愛知県

1005 下村　公孝 シモムラ　トモノリ 京都府 1097 久世 王海 クゼ タカミ 岐⾩県 チバリヨー

1006 澤　直樹 サワ　ナオキ 兵庫県 芦屋浜ＡＣ 1098 清⽔　優希 シミズ ユウキ 三重県

1007 爲永　誠 タメナガ　マコト 福井県 1099 五百蔵　博之 イオロイ ヒロユキ ⼤阪府 つうばいつうレーシング

1008 織⽥　善照 オダ ゼンショウ 滋賀県 STRADA Riders 1100 ⽯原　匠 イシハラ タクミ 愛知県 チームタフ

1009 ⾦⼭　剛成 カナヤマ　タケナリ 愛知県 1101 浅野　匠智 アサノ ナルトモ 愛知県

1010 下⽥　渉 シモダ ワタル 京都府 Road to sky 1102 ⼭岸　知⽣ ヤマギシ　トモキ 愛知県

1012 隅　智亮 スミ トモアキ ⼤阪府 1103 原⽥　亘 ハラダ　ワタル 奈良県

1013 仙⽥　直⾏ センダ ナオユキ 京都府 1104 井⽥　⿓宝 イダ　リュウホウ 三重県 ターミネーターRT

1014 前⽥　⾏紀 マエダ　ユキノリ 福井県 リトルビーレーシング 1105 吉⽥　卓⿓ ヨシダ　タクル ⼤阪府

1015 前⽥　学 マエダ　マナブ 京都府 チームまえだ整形 1106 中⾕　圭 ナカタニ　ケイ 京都府

1016 ⼤⻄　隆次 オオニシ　タカツグ 滋賀県 1107 鈴⽊　智⼤ スズキ トモヒロ 愛知県 ⼀⾊中学

1017 若松　達⼈ ワカマツ タツヒト 岐⾩県 gruppo acqua tama 1108 堀江　⼀葉 ホリエ カズハ 茨城県 flecha

1018 棟保　祐介 ムネヤス ユウスケ 滋賀県 1109 北森　善康 キタモリ　ヨシヤス 滋賀県 ⾁⼤好き

1019 王⽵　友晟 オウタケ　ユウセイ 兵庫県 LEFT RACINGTEAM 1110 曽我　祐介 ソガ　ユウスケ 岐⾩県 daddy

1020 梅川　陸 ウメカワ　リク ⼤阪府 ⼤泉愛輪会 1111 ⼭下　智⼤ ヤマシタ　トモヒロ ⼤阪府 サイクルガレージ KCS

1021 ⾼野　晃太郎 タカノ　コウタロウ 福井県 1112 桐村　和典 キリムラ　カズノリ ⼤阪府 サイクルクラフト⾼槻

1022 柘植　英明 ツゲ ヒデアキ 愛知県 ⼤垣ピストンズ 1113 伊藤　蓮 イトウ　レン 三重県 暁⾼校⾃転⾞競技部

1023 宮崎　幸平 ミヤザキ　コウヘイ 福井県 FSC 1114 新⽊　将栄 アラキ　ショウエイ 愛知県

1024 中⻄　哲健 ナカニシ ノリカツ 兵庫県 ナカガワＡＳＫデザイン 1115 藤井　悠豪 フジイ ユウゴウ ⼤阪府 ゆーごーず

1025 岸本　崇 キシモト　タカシ 兵庫県 1116 福⽥　滉 フクダ コウ 福井県 チタン⼯房キムラ

1026 布留川　恒太朗 フルカワ　コウタロウ 東京都 1117 ⽼原　⼤智 オイハラ　ダイチ 滋賀県 ペンペン２号

1027 森⽥　晃正 モリタ コウセイ 愛知県 天狗党︓津⽥⼯業 1118 ⼭内　渉 ヤマウチ ワタル 愛知県 名古屋⾼校⾃転⾞競技部

1028 奥　隆三郎 オク リュウザブロウ 富⼭県 BIKE ROUTE 1119 ⾓屋　育実 カドヤ　イクミ 兵庫県

1029 村井　忠 ムライ　マコト 奈良県 Gruppo Allenamento 1120 柚⽊　伸元 ユノキ シンケ゛ン 三重県

1030 デボースキー　ピオット デボースキー　ピオット 愛知県 1121 堀⽥　俊嘉 ホッタ トシカ 愛知県 名古屋⾼校⾃転⾞競技部

1031 藤平 紀⼀ フジヒラ ノリカズ 滋賀県 LOKO RACING 1122 佐々⽊　蒼太 ササキ ソウタ 愛知県

1032 北條 慈応 ホウジョウ ジオウ 奈良県 team Ragazzi 1123 廣岡　海 ヒロオカ　マアル 京都府

1033 ⼭⼝　涼輔 ヤマグチ　リョウスケ 岐⾩県 岐⾩第⼀ 1124 築⼭　颯汰 ツキヤマ ハヤタ 岡⼭県 FREESPEED

1125 逸崎　瑞喜 イツザキ　ミズキ ⼤阪府 堺市⽴堺⾼等学校

1126 平尾　優⽃ ヒラオ　ユウト ⼤阪府 興國⾼校

1127 杉本　裕太 スギモト　ユウタ 三重県

1128 ⽯上　翔登 イシガミ　ショウト 愛知県

2．男⼦A（中学⽣〜22歳） 80名 1129 佐藤　伸 サトウ　シン 東京都

No. ⽒名 フリガナ 都道府県 チーム名 1130 磯⾙　希信 イソガイ　キシン 愛知県

1051 ⼩切間　蛍⼀ コギリマ　ケイイチ 愛知県

1052 ⽻⽥　智優 ハネダ　トモマサ 奈良県 GSJ

1053 鈴⽊　篤海 スズキ　アヅミ 愛知県 Denso Racing

1054 岩間　祐⼈ イワマ　ユウト 愛知県 名城⼤学サイクリング同好会 3．男⼦B（23歳〜29歳） 211名

1055 ⼈⻄　⼀希 ヒトニシ　カズキ 滋賀県 No. ⽒名 フリガナ 都道府県 チーム名

1056 渡邉　零 ワタナベ　レイ 三重県 Liera Cycling Team 1141 阿辺　真也 アベ　シンヤ 兵庫県 チーム・サイクルショップイワ井

1057 中村　彰希 ナカムラ　ショウキ 愛知県 カークラッシャーレーシング(＾ω＾) 1142 Glowacki　Wojciech　Jakub Glowacki　Wojciech　Jakub Japan KGM

1058 中島　弘貴 ナカジマ　ヒロキ 滋賀県 1143 鈴⽊　椋 スズキ リョウ 三重県 ダブルインナー

1059 ⻄　紘平 ニシ　コウヘイ ⼤阪府 つうばいつうR 1144 ⼤⾼　純 オオタカ ジュン 愛知県

1060 ⼤津　靖樹 オオツ　ヤスキ 愛知県 1145 井上　純⼀ イノウエ　ジュンイチ 愛知県 チーム・ダヴァイ

1061 岡⽥　賢弥 オカダ　ケンヤ 愛知県 あすたま 1146 酒井　成⼤ サカイ　ナルヒロ ⼤阪府 住化友輪会

1062 ⼭岡　由幸 ヤマオカ ユウキ ⼤阪府 ⽔分☆塩分☆微分☆積分 1147 中⾕　友祐 ナカタニ　ユウスケ 京都府 La Tartaruga

1063 松岡　徹平 マツオカ　テッペイ ⼤阪府 KGUCRC 1148 三浦　宏之 ミウラ　ヒロユキ 奈良県 La Tartaruga

1064 船越　冬⾺ フナコシ　カズマ ⼤阪府 1149 前垣内　健太 マエガキウチ　ケンタ ⼤阪府

1065 梅村　誠太郎 ウメムラ セイタロウ 愛知県 1150 古⼭　晃⼤ フルヤマ アキヒロ 兵庫県 姫路ツーリングクラブ

1066 ⼩栗　⿓之介 オグリ　リュウノスケ 愛知県 1151 ⾼⽥　⼤輝 タカダ　タイキ 岐⾩県

1067 島袋　琉真 シマブクロ　リュウマ 愛知県 ゆるポタ ヒルクライム倶楽部 1152 齋藤　⼤輔 サイトウ　ダイスケ 愛知県

1068 ⽵内　波瑠 タケウチ　ハル 愛知県 ゆるポタ ヒルクライム 倶楽部 1153 ⻘⽊　拓也 アオキ　タクヤ 京都府 La Tartaruga

1069 ⼭⽥　涼平 ヤマダ　リョウヘイ 京都府 1154 横藤⽥　敏之 ヨコフジタ　トシユキ ⼤阪府 住化遊輪会

1070 井上　良介 イノウエ　リョウスケ 東京都 1155 請川　智哉 ウケガワ　トモヤ ⼤阪府 住化輪友会

1071 今井　貴則 イマイ　タカノリ 滋賀県 1156 ⼭本　剛司 ヤマモト　ツヨシ ⽯川県

1072 ⽇⽐　巧 ヒビ　タクミ 愛知県 名城⼤学サイクリング同好会 1157 ⽶⽥　⼤輝 ヨネダ　ダイキ 奈良県 まほろばRC

1073 吉⽥　亮介 ヨシダ　リョウスケ ⼤阪府 tubi 1158 ⽊下　拓哉 キノシタ　タクヤ 愛知県 BREZZA-KAMIHAGI

1074 中島　淳志 ナカシマ　アツシ 愛知県 ⽢党 1159 内⽥　佑介 ウチダ　ユウスケ ⽯川県 トーアエイヨー  

1075 中島　清志 ナカシマ　キヨシ 愛知県 ⽢党 1160 ⼟屋　輝仁 ツチヤ　アキヒト 滋賀県

1076 ⼤滝　湧 オオタキ　ワク 兵庫県 1161 村⻄　史規 ムラニシ フミキ 京都府 本⾳建前ガラパゴス

1077 辻　和樹 ツジ　カズキ 滋賀県 1162 ⼩⼭　友輝 オヤマ　トモキ 兵庫県

1078 佐村　健⼀朗 サムラ　ケンイチロウ 岐⾩県 1163 ⽊村　雅俊 キムラ　マサトシ ⼤阪府 勝尾寺ヒルクライム同好会

1079 ⽵中　⼤輝 タケナカ　ヒロキ 愛知県 BREZZA-KAMIHAGI 1164 坂本　⼤地 サカモト　ダイチ 愛知県

1080 丸野　友樹 マルノ トモキ 愛知県 1165 ⽥中　与夢 タナカ　アトム 愛知県 ダイセーエクスプレスシステム

1081 隅⽥　始槻 スミダ　モトキ 愛知県 1166 中村　太地 ナカムラ　タイチ 京都府 bluedragon

1082 岡本　晃輔 オカモト　コウスケ 愛知県 ZERO ｔｏ ONE 1167 江藤　司 エトウ　ツカサ ⼤阪府

1083 林　⿓平 ハヤシ　リョウヘイ 富⼭県 バルバクラブトヤマ 1168 新橋　弥晴 シンバシ　ミハル 福井県

1084 上野　将紀 ウエノ　マサキ 愛知県 NUCC 1169 中村　泰章 ナカムラ　ヤスアキ ⼤阪府 Team Green Road

1085 飯伏　寛太 イブシ　カンタ 愛知県 チーム光 1170 加藤　俊弘 カトウ　トシヒロ 岐⾩県 GTBC

1086 福⽥　和志 フクダ　カズシ 愛知県 ユルキャライダーズ　ゆるポタ部 1171 ⾼橋　⾠徳 タカハシ　タツノリ 愛知県

1087 ⽟置　⼤暉 タマオキ　ダイキ 愛知県 1172 ⽥淵　裕太 タブチ　ユウタ ⼤阪府 スピードと摩擦

1088 ⽵内　嶺 タケウチ　レイ ⼤阪府 1173 藤⽥　⼤貴 フジタ　ヒロキ 福井県 バルバクラブエチゼン

1089 廣江　凜玖 ヒロエ　リク ⼤阪府 ジュネス レーシング 1174 ⼭⼝　⼤輔 ヤマグチ ダイスケ 三重県 あくりる屋

1090 鈴⽊　凱⽮ スズキ　ガイヤ ⼤阪府 ジュネス レーシング 1175 奥⼭　拓也 オクヤマ　タクヤ 滋賀県 LRC



1176 道堀　裕介 ドウホリ　ユウスケ ⼤阪府 1255 光崎　⼀樹 ミツザキ　カズキ 愛知県 東部⾃転⾞競技部

1177 ⿃元　厚志 トリモト　アツシ 滋賀県 D-RACING 1256 ⼭⽥　啓三 ヤマダ　ケイゾウ 兵庫県

1178 下⼭　輝 シモヤマ　ヒカル ⼤阪府 ちゅうちゅう⼭岳部 1257 原⽥　敏史 ハラダ　トシフミ 愛知県 東部⾃転⾞競技部

1179 ⼩川　祐毅 オガワ　ユウキ 滋賀県 1258 池⾕　卓哉 イケタニ タクヤ ⾹川県

1180 松下　和⾺ マツシタ　カズマ ⼤阪府 Team Sprocket 1259 ⻄澤　悠 ニシザワ　ユウ 静岡県

1181 駒津　由紀彦 コマツ　ユキヒコ 愛知県 チャリ⾛ 1260 中⻄　正哉 ナカニシ　セイヤ ⼤阪府 team G

1182 坂本　享平 サカモト　キョウヘイ 愛知県 チームトヨタホーム 1261 栗⼭　拓 クリヤマ　タク 愛知県 ⽵⽥設計⼯業⾃転⾞部

1183 浅間　晃司 アサマ　コウジ 兵庫県 1262 ⾕川　裕昭 タニカワ　ヒロアキ 愛知県

1184 ⼤⾥　幸仁 オオサト　ユキヒト 岐⾩県 1263 和⽥　英樹 ワダ　ヒデキ 京都府

1185 ⼩林　樹 コバヤシ　イツキ 和歌⼭県 遊輪クラブ 1264 ⻄⾕　亮 ニシタニ　リョウ 東京都 ACTIVIKE 

1186 ⼟井内　雅博 ドイウチ マサヒロ 福井県 バルバクラブエチゼン 1265 加藤　洋平 カトウ　ヨウヘイ 兵庫県 ヴァルハラ研究所幼稚園部

1187 ⼭⽥　慎也 ヤマダ　シンヤ 福井県 バルバクラブエチゼン 1266 岩⽉　洸尚 イワツキ　ミツヒサ 愛知県 ZERO to ONE

1188 河合　⼀徳 カワイ　カズノリ 岐⾩県 DRONE 1267 ⽥中　雅也 タナカ　マサヤ 愛知県

1189 ⽝井　健太 イヌイ　ケンタ 滋賀県 ビワoneメテオ 1268 拔迫　元気 ヌキザコ　ゲンキ 愛知県 ZERO to ONE

1190 ⾼橋　孝直 タカハシ タカナオ 岐⾩県 1269 井上　⼀希 イノウエ　カズキ 愛知県 正直もうしんどい

1191 安原　⼤貴 ヤスハラ　ダイキ 三重県 DH2 Racing 1270 河上　嘉孝 カワカミ　ヨシタカ 愛知県

1192 渡邊　紳之介 ワタナベ　シンノスケ 三重県 DMGMORI 1271 村瀬　⼤地 ムラセ　ダイチ ⼤阪府

1193 蛭⼦　健志 エビス　タケシ 和歌⼭県 遊輪クラブ 1272 ⻑岡　太郎 ナガオカ　タロウ 三重県 Team DTK

1194 藤⽥　克真 フジタ　カツマ 三重県 FORE★STARS 1273 ⽇野　剛吉 ヒノ　コウキチ 愛知県 チーム・呑んだくれ

1195 深井　⼤輔 フカイ　ダイスケ 和歌⼭県 遊輪クラブ 1274 ⽵内　優⼀郎 タケウチ　ユウイチロウ 愛知県 チーム・呑んだくれ

1196 渡辺　夏基 ワタナベ　ナツキ 和歌⼭県 遊輪クラブ 1275 ⽇野　晃輔 ヒノ　コウスケ 埼⽟県

1197 松井　洸 マツイ　コウ ⼤阪府 1276 ⼩林　靖幸 コバヤシ　ヤスユキ 福井県 ISnet fukui 

1198 樋⼝　博之 ヒグチ　ヒロユキ ⼤阪府 ちゅうちゅう⼭岳部 1277 ⼩中　康平 コナカ コウヘイ 福井県 バルバクラブフクイ

1199 畠中　陽介 ハタケナカ　ヨウスケ 福井県 ビッグマム 1278 ⽥中　雅⼈ タナカ　マサト 三重県 Tsu racing

1200 ⽥中　宏樹 タナカ　ヒロキ 滋賀県 ストラーダ ディヴィジョンR 1279 ⾼橋　優太 タカハシ　ユウタ 兵庫県

1201 ⻄浦　謙吾 ニシウラ　ケンゴ 愛知県 1280 ⼤熊　哲幸 オオクマ　テツユキ 愛知県 チーム☆M.S.S

1202 ⽻⽩　將汰 ハジロ　ショウタ 兵庫県 1281 ⼭本　陽詳 ヤマモト　ハルヨシ 愛知県

1203 福井　将⼈ フクイ　マサト 静岡県 チームONO 1282 栽松　豪 ウエマツ　ゴウ ⼤阪府

1204 上久保　椋太 カミクボ リョウタ 愛知県 Stella Ciclista 1283 奥　典久 オク　ノリヒサ 滋賀県

1205 ⾼枝　⼤智 タカエダ　ダイチ 兵庫県 ちゅうちゅう⼭岳部 1284 込⼭　翔 コミヤマ ショウ 富⼭県 バルバクラブトヤマ

1206 光齋　悠⽮ コウサイ　ユウヤ 愛知県 Stella Ciclista 1285 渡邉　陵志 ワタナベ　リュウジ 富⼭県 バルバクラブトヤマ

1207 辻　知輝 ツジ　トモキ 愛知県 1286 ⻑澤　⻯雅 ナガサワ リュウガ 富⼭県 バルバクラブトヤマ

1208 成⽥　暁信 ナリタ　アキノブ 愛知県 KONSINレーシング 1287 ⻘⼭　洋樹 アオヤマ ヒロキ 富⼭県 バルバクラブトヤマ

1209 ⽔⾕　友祐 ミズタニ　ユウスケ 愛知県 1288 　福⾒　衛 フクミ　マモル 富⼭県 バルバクラブトヤマ

1210 ⽔⾕　七渡 ミズタニ ナナト 愛知県 1289 ⻑⾕川　良平 ハセガワ リョウヘイ ⽯川県 バルバクラブハクサン

1211 各務　史晏 カガミ　フミヤス 愛知県 1290 泉⽥　啓 イズミダ　ハジメ ⼤阪府

1212 筒井　崇⽂ ツツイ　タカフミ ⻑野県 (株)はやし 1291 篠⽥　翼 シノダ　ツバサ 愛知県

1213 中村　宏彰 ナカムラ　ヒロアキ 滋賀県 1292 稲垣　実 イナガキ　ミノル 岐⾩県 falco岐⾩

1214 中⽥　裕暉 ナカタ　ユウキ 愛知県 NowRoading 1293 ⾼辻　修造 タカツジ シュウゾウ ⽯川県 バルバクラブカナザワ

1215 ⿊⽊　翔太 クロキ ショウタ 愛知県 NowRoading 1294 内⽥　義⼈ ウチダ　ヨシヒト 京都府

1216 蒲⽥　真幸 カバタ　マサユキ ⼤阪府 渡辺曜とヨーソロー 1295 村⽥　章徳 ムラタ　アキノリ 京都府

1217 広瀬　光基 ヒロセ　コウキ 岐⾩県 Team ELMO 1296 村上　元規 ムラカミ　モトキ 兵庫県 TC3

1218 井上　恵介 イノウエ ケイスケ 愛知県 1297 ⻲⼭　裕太 カメヤマ　ユウタ 岐⾩県

1219 ⽊村　裕章 キムラ ヒロアキ 京都府 SPT⾃転⾞同好会 1298 ⻘島　佑典 アオシマ　ユウスケ 静岡県 SWIFT

1220 ⽥中　雅幸 タナカ　マサユキ 愛知県 ミツカンヘトヘトクラブ 1299 宮岸　恭平 ミヤギシ キョウヘイ ⽯川県 バルバクラブハクサン

1221 ⼭本　貴之 ヤマモト　タカユキ ⼤阪府 CycleRoad 1300 柳沢　勇太 ヤナギサワ　ユウタ ⼤阪府

1222 吉⽥　善紀 ヨシダ ヨシノリ 滋賀県 堀場製作所⾃転⾞倶楽部 1301 能⼾　雄⼤ ノト　ユウダイ ⼤阪府 TEAM Primavera

1223 内⽥　淳 ウチダ　ジュン ⼤阪府 1302 ⽔⼝　昌俊 ミナクチ　マサトシ 滋賀県

1224 森井　⿓吾 モリイ　リュウゴ 京都府 Tutto sportivo! 1303 ⻄村　隼⼈ ニシムラ ハヤト 京都府 419PRESTO

1225 加藤　聡⼀郎 カトウ　ソウイチロウ 愛知県 1304 ⽔嶋　洋平 ミズシマ　ヨウヘイ 兵庫県 チャリ旅しよう会

1226 ⼩嶋　友祐 コジマ　ユウスケ 愛知県 1305 藤井　翔太 フジイ　ショウタ 兵庫県

1227 安⽥　真基 ヤスダ　マサキ 京都府 コドラ 1306 鈴⽊　諒 スズキ　リョウ 愛知県

1228 北川　拓弥 キタガワ　タクミ ⼤阪府 Team Green Road 1307 ⼩⽊曽　光久 オギソ ミツヒサ 愛知県

1229 畑　伸幸 ハタ　ノブユキ 滋賀県 ダイキンレーシング 1308 森⽥　圭祐 モリタ　ケイスケ 愛知県

1230 柏村　健介 カシムラ　ケンスケ ⽯川県 1309 中村　陽 ナカムラ ヨウ 三重県 Wing it

1231 ⾒座　雄介 ミザ　ユウスケ 愛知県 豊和⼯業⾃転⾞部 1310 伊井　晶仁 イイ　アキヒト 京都府 cycle justice

1232 ⼭⼝　和晃 ヤマグチ　カズアキ 愛知県 1311 榮井　誠也 サカイ　セイヤ 京都府

1233 藤⽥　隼平 フジタ　シュンペイ 兵庫県 なぎぽん 1312 住⽥　育⼤ スミタ イクヒロ 岐⾩県 アクトアーミー

1234 清⽔　智⼤ シミズ　トモヒロ 滋賀県 1313 伊藤　英謙 イトウ　ヒデアキ 岐⾩県

1235 後庵　貴志 ゴアン　タカシ ⼤阪府 1314 深尾　将太 フカオ　ショウタ 滋賀県 ビワイチ会

1236 杉⽥　忍 スギタ　シノブ 愛知県 1315 粟野　勝 アワノ マサル 福井県 バルバクラブエチゼン

1237 富阪　怜 トミサカ　レン 愛知県 1316 武内　佑磨 タケウチ　ユウマ 愛知県

1238 兒⽟　光平 コダマ　コウヘイ 滋賀県 1317 郷原　輝久 ゴウハラ　テルヒサ 奈良県 RIDEGIANT

1239 望⽉　慶 モチヅキ　ケイ 福井県 1318 坂⽥　圭佑 サカタ ケイスケ 福井県 敦賀セメント（株）⾃転⾞部

1240 宮﨑　寛⼈ ミヤザキ　ヒロト 兵庫県 1319 ⻄中　⼀成 ニシナカ　カズナリ ⼤阪府

1241 野畑　太志 ノバタ　タイシ ⼤阪府 1320 三井　元気 ミツイ　ゲンキ 岐⾩県

1242 溝⼝　和徳 ミゾクチ　カズノリ 愛知県 1321 岩⽥　⼀磨 イワタ　カズマ 岐⾩県

1243 辻村　耕⼆ ツジムラ　コウジ ⼤阪府 1322 瀧⼝　礼智 タキグチ レイチ 福井県 バルバクラブエチゼン

1244 草次　俊介 クサツグ　シュンスケ 岐⾩県 1323 沖　直輝 オキ　ナオキ 京都府 ブルードラゴン

1245 三浦　健介 ミウラ　ケンスケ 滋賀県 1324 ⼩坂井　亮輔 コザカイ　リョウスケ 愛知県 FMかいはちゅぶ

1246 藤本　和真 フジモト　カズマ 京都府 1325 ⼤橋　礼明 オオハシ ヨシアキ 愛知県 ジャパリレーシング

1247 宮内　良輔 ミヤウチ リョウスケ 福井県 バルバクラブエチゼン 1326 渡邉　⽂平 ワタナベ　フミヒラ 愛知県

1248 荒井　優介 アライ　ユウスケ 三重県 1327 ⼩森　崇史 コモリ　タカシ 愛知県

1249 ⾼⽊　貴⼤ タカキ　タカヒロ ⼤阪府 1328 ⼭⽥　晃⼤ ヤマダ　アキヒロ 滋賀県

1250 宿⾕　匠吾 シュクヤ　ショウゴ ⼤阪府 1329 上村　陽輔 カミムラ ヨウスケ 愛知県

1251 ⻄⽥　侑樹 ニシダ　ユウキ 愛知県 1330 福澤　元靖 フクザワ　モトヤス 愛知県 中央AC

1252 ⼭⽥　敬 ヤマダ　ケイ 兵庫県 1331 豊泉　慎吾 トヨイズミ シンゴ 愛知県

1253 滝　亮⾺ タキ　リョウマ 愛知県 Cross Joker 1332 川勝　敦嗣 カワカツ　アツシ 兵庫県 Life Ride

1254 濱⽥　暁聖 ハマダ　アキト 京都府 1333 ⼤野　圭⼀ オオノ　ケイイチ 愛知県



1334 多⽥　侑⽮ タダ　ユウヤ 岐⾩県 1419 宝井　良輔 タカライ リョウスケ 愛知県

1335 増尾　裕司 マスオ　ユウジ ⼤阪府 TeamAqours 1420 柄澤　朋宏 カラサワ　トモヒロ 京都府

1336 ⻄川　知史 ニシカワ　トモシ 京都府 1421 酒井　裕也 サカイ　ユウヤ 京都府 la tarutaruga

1337 泉 貴裕 イズミ タカヒロ 兵庫県 1422 神⼭　優哉 コウヤマ　ユウヤ 滋賀県

1338 渡辺 啓太 ワタナベ ケイタ 岐⾩県 Team ELMO 1423 上⽥　裕昭 ウエダ ヒロアキ 滋賀県

1339 ⻄川 和伸 ニシカワ カズノブ 岐⾩県 1424 村⽥　知憲 ムラタ　トモノリ 岐⾩県

1340 ⽞⽥ 将司 ゲンダ マサシ 愛知県 1425 梅村　友⼈ ウメムラ　トモヒト 岐⾩県

1341 安藤 敏道 アンドウ トシミチ 岐⾩県 1426 ⽥邊　岳⼈ タナベ　タケト 愛知県 Team不具合

1342 兼松 正⾏ カネマツ マサユキ 岐⾩県 1427 荒⽊　尚記 アラキ　ナオキ 滋賀県

1343 ⻄川 和伸 ニシカワ カズノブ 岐⾩県 1428 徳⽥　裕 トクダ ユウ 滋賀県

1344 中村 秀明 ナカムラ ヒデアキ 岐⾩県 太平洋⼯業⾃転⾞競技部 1429 宇城　正博 ウジョウ　マサヒロ 滋賀県

1345 窄中 勝弘 サコナカ カツヒロ 愛知県 1430 柴⼭　明夫 シバヤマ　アキオ 愛知県 森のクマ

1346 ⾼橋 良太 タカハシ リョウタ 岐⾩県 1431 出⼝　旭 デグチ アキラ 愛知県 ドバッツ

1347 千葉 悠盛 岐⾩県 1432 油浅　亮祐 ユアサ　リョウスケ 三重県 willson cycle@⼭岳部

1348 和⽥　⼤ ワダ　マサル ⽯川県 パワーキック 1433 辻野　雅之 ツジノ　マサシ ⼤阪府

1349 鈴⽊ 健太 埼⽟県 FRAME/RoadQuest 1434 北川　隆浩 キタガワ　タカヒロ 滋賀県

1350 松村 誠也 東京都 FRAME/RoadQuest 1435 ⽯川　洵 イシカワ　マコト 愛知県 MSR

1436 ⼭澤　啓明 ヤマザワ　ヒロアキ 愛知県

1437 名倉　佑⼀ ナクラ　ユウイチ 岐⾩県

4．男⼦C（30歳〜34歳） 247名 1438 松本　哲郎 マツモト テツロウ 愛知県 ユーロード

No. ⽒名 フリガナ 都道府県 チーム名 1439 ⼤津　淳⼀ オオツ　ジュンイチ ⼤阪府 TEAM AXIS

1361 服部　真哉 ハットリ　シンヤ 愛知県 1440 川頭　芳規 カワズ　ヨシキ 滋賀県

1362 辻　健⽃ ツジ　ケント 愛知県 1441 伊藤　洸⼀朗 イトウ　コウイチロウ 三重県

1363 ⼭⽥　祐輝 ヤマダ　ユウキ 愛知県 1442 ヒルド　玲⾳ ヒルド レオン 奈良県 Cloud9ers

1364 松岡　弘晃 マツオカ　ヒロアキ ⼤阪府 1443 ⿃居　孝⾏ トリイ　タカユキ 愛知県 東部⾃転⾞競技部 個⼈

1365 ⽊⼾　幸太 キド　コウタ 愛知県 チーム ラプレ 1444 ⻘⼭　弘樹 アオヤマ　ヒロキ ⼤阪府

1366 樋⼝　宏信 ヒグチ　ヒロノブ 愛知県 打倒Y 1445 ⻄村　在 ニシムラ　アリ 奈良県 キャノンデール⼼斎橋

1367 ⼭本　将司 ヤマモト　マサシ 愛知県 キイロイトリさん 1446 ⽇下　貴⾂ クサカ　タカオミ 岡⼭県

1368 橋本　新吾 ハシモト　シンゴ 京都府 1447 ⾼⽊　冴樹 タカギ　サエキ 岐⾩県

1369 ⼭下　将和 ヤマシタ　マサカズ 三重県 anello 1448 橋本　渡 ハシモト ワタル 神奈川県

1370 江⼝　和宏 エグチ　カズヒロ 京都府 1449 池⽥　智⽂ イケダ　トモフミ 京都府

1371 藤野　慎⼀ フジノ　シンイチ ⼤阪府 ppp 1450 ⼩⽥原　拓也 オダワラ　タクヤ ⼤阪府 ちゅうちゅう⼭岳部

1372 森本　隆寛 モリモト　タカヒロ 奈良県 AXIS 1451 加藤　裕太 カトウ　ユウタ ⼤阪府

1373 横⽥　慧⼀ ヨコタ ケイイチ ⼤阪府 C-WASP アタリ前⽥ 1452 佐藤　雄⼤ サトウ　カツヒロ 滋賀県

1374 櫻井　亮太 サクライ　リョウタ 愛知県 1453 新⾥　峰⼈ シンザト　ミネヒト 京都府 KARASU

1375 坂⼝　勝政 サカグチ　カツマサ 三重県 anello 1454 ⼩川　真広 オガワ　マサヒロ 三重県

1376 林　昌史 ハヤシ　マサノリ 愛知県 ブレイカーズ 1455 ⽥頭　紘治 タガシラ　コウジ ⼤阪府

1377 ⽵中　勝彦 タケナカ　カツヒコ ⼤阪府 にわかライダー 1456 笠井　孝紀 カサイ　タカノリ ⽯川県

1378 杉⽥　岳哉 スギタ　タカヤ 三重県 爆ぜろ⼤腿四頭筋 1457 井上　⼤輔 イノウエ　ダイスケ 愛知県

1379 杉浦　洋輔 スギウラ　ヨウスケ 愛知県 ユーロード 1458 伊藤　⼤希 イトウ　ダイキ 岐⾩県

1380 ⽥⼝　真⼤ タグチ　マサヒロ 愛知県 team lapule 1459 ⽮野　哲司 ヤノ　テツジ 岐⾩県

1381 栗⽥　⻯⾺ クリタ　リュウマ 愛知県 Team ELMO 1460 ⼭⽥　⼤輔 ヤマダ　ダイスケ 愛知県 カーネル・サイクリング・チーム

1382 那須⽥　浩之 ナスダ　ヒロユキ 愛知県 Baccano! 1461 ⿊柳　達也 クロヤナギ　タツヤ 岐⾩県 カーネル・サイクリング・チーム

1383 彦根　智 ヒコネ　サトシ 愛知県 1462 ⽶澤　逸⼈ ヨネザワ　ハヤト 愛知県 カーネル・サイクリング・チーム

1384 間所　智幸 マドコロ トモユキ 滋賀県 滋賀県庁⾃転⾞部 1463 ⾼島　裕海 タカシマ　ヒロウミ 兵庫県

1385 佐久間　博敬 サクマ　ヒロタカ 岐⾩県 Izatill 1464 ⾼⼭　俊亮 タカヤマ　シュンスケ 愛知県

1386 郡　圭司 コオリ　ケイジ 愛知県 FTTR 1465 時任　清⽮ トキトウ　セイヤ ⼤阪府 SUNZOKU

1387 遠藤　正律 エンドウ　マサノリ ⼤阪府 ⽉曜道上 1466 兼松　⼤介 カネマツ　ダイスケ 兵庫県 CBC-Ashiya

1388 伊藤　隆⽂ イトウ タカフミ ⼤阪府 club sun 1467 ⽵内　淳⼈ タケウチ　アツヒト 愛知県 チーム重政

1389 井上　啓介 イノウエ　ケイスケ 福井県 1468 若林　雄平 ワカバヤシ ユウヘイ 京都府 ちゅうちゅう⼭岳部

1390 辻本　孝⾏ ツジモト タカユキ 滋賀県 1469 三澤　⼀仁 ミサワ　カズヒト 福井県 GEBA GEBA

1391 ⽚⼭　圭太 カタヤマ　ケイタ 愛知県 team Lapule 1470 新関　誉弘 ニイゼキ　モトヒロ 愛知県

1392 瀧上　桂 タキガミ　カツラ 京都府 1471 ⻄川　和也 ニシカワ　カズヤ 京都府 MCC

1393 太⽥　重光 オオタ シゲミツ 愛知県 尾張トライアスロンクラブ 1472 杉浦　友昭 スギウラ トモアキ 三重県 Team DTK

1394 武⽥　晃⼀ タケダ　コウイチ 和歌⼭県 遊輪クラブ 1473 林　正剛 ハヤシ　ショウゴ 三重県 Team DTK

1395 川本　⼼ カワモト　ココロ ⼤阪府 GSJ 1474 藤井　優也 フジイ　ユウヤ 三重県 Team DTK

1396 好川　皓介 ヨシカワ　コウスケ 滋賀県 ビワイチ会 1475 松⽥　光平 マツダ　コウヘイ 京都府 SPT⾃転⾞同好会

1397 吉川　徹 ヨシカワ　トオル 三重県 1476 難波　孝宏 ナンバ タカヒロ 岐⾩県

1398 加藤　浩介 カトウ　コウスケ 岐⾩県 1477 反本　啓介 ソリモト ケイスケ 京都府 ＳＡＭＰＡＩ

1399 篁　佳太 タカムラ　ケイタ 滋賀県 STRADA 1478 ⼊江　和⼤ イリエ カズヒロ 京都府 堀場製作所⾃転⾞倶楽部

1400 佐々⽊　⼤輔 ササキ　ダイスケ ⼤阪府 1479 濁川　雅志 ニゴリカワ　マサシ 岐⾩県

1401 ⿊川　陽平 クロカワ　ヨウヘイ 三重県 1480 早川　雄基 ハヤカワ　ユウキ 愛知県 雪⼭部

1402 上坂　勇⼈ ウエサカ　ハヤト 福井県 ビッグマム 1481 杉浦　拓哉 スギウラ　タクヤ ⼤阪府

1403 ⾕　暁 タニ　アキラ 岐⾩県 Team ELMO 1482 ⾼前⽥　彰吾 タカマエダ　ショウゴ ⽯川県

1404 本津　雅則 ホンツ　マサノリ ⼤阪府 1483 ⽥附　光 タヅケ　ヒカル 滋賀県 遊次郎

1405 尾崎　⾼嶺 オザキ　タカネ 三重県 1484 橋本　佳典 ハシモト　ヨシノリ 愛知県

1406 久富　啓太 クドミ　ケイタ 岐⾩県 HCC 1485 荻野　雄⼠ オギノ　ユウト 兵庫県

1407 松尾　⾼良 マツオ　タカヨシ 京都府 1486 阿野⽥　将⼈ アノダ　マサト 三重県

1408 河合　伸哉 カワイ　シンヤ 福井県 ⾼野建具店 1487 阿野⽥　佳紀 アノダ ヨシキ 三重県

1409 飯⽥　剛⼠ イイダ タケシ 奈良県 1488 呉⼭　友崇 クレヤマ　トモタカ 滋賀県 GSバンビーノ

1410 ⼾松　裕登 トマツ　ヒロト 愛知県 1489 垣⾒　秀輝 カキミ　ヒデキ 愛知県 RoB

1411 ⼭本　峰⾄ ヤマモト　タカシ 兵庫県 1490 鈴⽊　⾠典 スズキ タツノリ 三重県 チームひょっこり︕

1412 坂本　拓也 サカモト タクヤ ⼤阪府 Presto 1491 ⼭崎　克 ヤマザキ　カツ 滋賀県 ストラーダレーシング

1413 芦原　賢吾 アシハラ　ケンゴ 滋賀県 kcr 1492 岡　圭⼀ オカ ケイイチ 福井県

1414 渡邉　旭弘 ワタナベ　アキヒロ 三重県 1493 ⻑畑　陽介 ナガハタ　ヨウスケ ⼤阪府 KARASU

1415 寺本　尚平 テラモト ショウヘイ 福井県 バルバクラブエチゼン 1494 吉村　知浩 ヨシムラ　トモヒロ 愛知県

1416 ⾕川　聖彦 タニガワ　トシヒコ 愛知県 1495 ⼩林　⻯也 コバヤシ　タツヤ 愛知県

1417 ⽯井　太⼀ イシイ タイチ 神奈川県 チームガッタ 1496 ⼭⼝　晃弘 ヤマグチ　アキヒロ 愛知県 ドバッツ

1418 神能　健司 ジンノウ　ケンジ 滋賀県 kcr 1497 飯⽥　雄揮 イイダ　ユウキ 岐⾩県 太平洋⼯業⾃転⾞競技部



1498 宮⾕　征道 ミヤタニ　トモミチ 福井県 1580 市川　雄太 イチカワ　ユウタ 岡⼭県

1499 近藤　尚弥 コンドウ　ナオヤ 愛知県 DENSO RACING 1581 ⼯藤　伸吾 クドウ　シンゴ 愛知県

1500 ⻄川　雅⼈ ニシカワ　マサト ⼤阪府 1582 藤井　雅貴 フジイ　マサタカ 愛知県 本巣⾃転⾞部

1501 藤永　健太 フジナガ　ケンタ 愛知県 りんきち 1583 真鍋　晶輝 マナベ　アキテル 岐⾩県 本巣⾃転⾞部

1502 中野　武史 ナカノ　タケシ 京都府 KARASU 1584 ⽔⾕　駿介 ミズタニ　シュンスケ 広島県

1503 ⾼岸　俊幸 タカギシ　トシユキ 京都府 KARASU 1585 鈴⽊　孝明 スズキ　タカアキ 滋賀県 LOCO bicycle

1504 梶　慧⼠ カジ ケイシ 愛知県 FGA 1586 鈴⽊　⼤元 スズキ　ヒロモト 愛知県

1505 林　智之 ハヤシ　トモユキ 兵庫県 1587 鈴⽊　幸則 スズキ　ユキノリ 愛知県

1506 加島　崇史 カシマ　タカフミ 愛知県 チームヤマシゲ 1588 森⽥　徹 モリタ　トオル 愛知県 BHMC

1507 ⽩井　祐太郎 シライ　ユウタロウ 兵庫県 姫路製作所 1589 ⻘⽊　雄⼤ アオキ ユウタ 愛知県 yuta

1508 尾鷲　猛 オワシ　タケシ 静岡県 SDL 1590 巽　裕章 タツミ　ヒロアキ ⼤阪府 Team ASAMAX

1509 垣⽥　友希 カキタ　ユウキ ⼤阪府 1591 ⽚⼭　仁志 カタヤマ　ヒトシ 三重県

1510 ⼩浦　⼀朗 コウラ イチロウ ⼤阪府 チームサスケ 1592 栗⽊　貴史 クリキ　タカシ 愛知県

1511 村上　貴⼤ ムラカミ タカヒロ 兵庫県 チーム柴⽥ ⾃転⾞愛好会︕ 1593 森　遼⼀ モリ リョウイチ ⼤阪府

1512 中村　祐貴 ナカムラ　ユウキ 滋賀県 1594 ⼭本　翔吾 ヤマモト　ショウゴ 滋賀県

1513 ⾼橋　優太 タカハシ　ユウタ 岐⾩県 LCC 1595 末廣　智 スエヒロ　サトシ 愛知県 マルハチRC

1514 三橋　隆之 ミツハシ タカユキ 京都府 SPT⾃転⾞同好会 1596 久保　遼典 クボ　リョウスケ ⼤阪府 響⾃転⾞部

1515 川合　靖仁 カワイ　ヤスヒト 愛知県 チーム貧弱 1597 橋本　充弘 ハシモト ミツヒロ 兵庫県 TUFFSTUFF タフスタッフ

1516 池⽥　雄基 イケダ　ユウキ 愛知県 1598 佐藤　祐介 サトウ　ユウスケ 和歌⼭県

1517 ⻄⾕　⼀彦 ニシタニ カズヒコ 福井県 バルバクラブエチゼン 1599 堀江 俊介 ホリエ シュンスケ 岐⾩県

1518 中嶋　健⼈ ナカシマ　ケント 岐⾩県 1600 中村 鉄兵 ナカムラ テッペイ ⼤阪府

1519 須河　知博 スガワ　トモヒロ 京都府 トーヨーCT 1601 吉澤 拓也 ヨシザワ タクヤ 滋賀県

1520 伊⾼　裕規 イダカ　ユウキ 愛知県 1602 ⽯松 恒⼈ イシマツ ツネヒト 滋賀県

1521 野坂　直希 ノサカ　ナオキ 兵庫県 1603 ⻄本 友太朗 ニシモト ユウタロウ 滋賀県

1522 ⼭上　賢太郎 ヤマカミ　ケンタロウ 愛知県 1604 ⽯原 誠 イシハラ マコト 愛知県

1523 ⽥内　裕⼈ タノウチ ヒロト 和歌⼭県 アヴァンギャルド 1605 泰間 保⾄ タイマ ヤスシ 和歌⼭県

1524 ⽥中　敬太 タナカ　ケイタ 滋賀県 1606 杉⽥ 充⾂ スギタ ミツオミ

1525 後藤　壮平 ゴトウ ソウヘイ 奈良県 ⼤⽯塾 1607 横⼭ 慎弥 ヨコヤマ シンヤ

1526 末廣　英也 スエヒロ　ヒデヤ 兵庫県 1351 藤巻悠 FRAME/RoadQuest

1527 ⼭上　勇次 ヤマガミ　ユウジ 京都府 KARASU 5．男⼦D（35歳〜39歳） 311名

1528 岩崎　剛⼠ イワサキ　タケシ 兵庫県 ⾃転⾞⼯房エコー No. ⽒名 フリガナ 都道府県 チーム名

1529 ⼀林　勇佑 イチバヤシ　ユウスケ ⼤阪府 TeamG 1621 松川　周⼀ マツカワ　シュウイチ 岐⾩県

1530 ⼩林　政徳 コバヤシ　マサヨシ 愛知県 1622 渡邉　圭介 ワタナベ　ケイスケ ⼤阪府 team AXIS

1531 早川　雄⼀郎 ハヤカワ　ユウイチロウ 岐⾩県 1623 浅野　義宏 アサノ　ヨシヒロ 兵庫県

1532 森岡　裕貴 モリオカ　ヒロキ 愛知県 1624 藤⽥　雅史 フジタ　マサフミ 京都府

1533 ⽮野　直倫 ヤノ　ナオミチ 愛知県 サイクルマスター 1625 ⽥中　敏裕 タナカ　トシヒロ 京都府

1534 関⼝　岳⼈ セキグチ ヤマト 三重県 Team EWU 1626 ⼩野　雅寛 オノ　マサヒロ 愛知県

1535 宮川　享久 ミヤガワ　タカヒサ 滋賀県 1627 綾井　茂吉 アヤイ　シゲヨシ 滋賀県 好き勝⼿サイクリング部

1536 ⼭内　雄介 ヤマウチ　ユウスケ 愛知県 1628 村岡　誠 ムラオカ　マコト 三重県 DMGMORI

1537 河合　航 カワイ　ワタル ⼤阪府 響⾃転⾞部 1629 内藤　寛⼆ ナイトウ　カンジ 京都府 トーヨーCTアルコール班

1538 今井　祐樹 イマイ　ユウキ 岐⾩県 1630 中⼭　⼤介 ナカヤマ　ダイスケ 福井県

1539 松島　和彦 マツシマ カズヒコ 愛知県 ETNA/BEETORX 1631 猪⽥　洋 イノダ　ヒロシ 京都府 ciclo ipsilon

1540 三輪　卓万 ミワ　タクマ 愛知県 名古屋★連合 ⾃転⾞部 1632 吉⾒　恒平 ヨシミ　コウヘイ ⼤阪府

1541 岡　晃邦 オカ　テルクニ 京都府 1633 中脇　武洋 ナカワキ　タケヒロ 滋賀県

1542 岩佐　拓哉 イワサ　タクヤ 愛知県 眞鍋会 1634 古澤　新吾 フルサワ　シンゴ ⼤阪府 サニーサイド

1543 樋⽥　和也 トイダ　カズヤ 愛知県 名古屋★連合 1635 永吉　勇⼀ ナガヨシ　ユウイチ 愛知県

1544 上⽥　隼也 ウエダ　ジャンヤ 愛知県 1636 森　健太郎 モリ　ケンタロウ 京都府 イプ練×Hase塾

1545 ⾕⼝　建志郎 タニグチ　ケンシロウ 福井県 1637 東野　真之 ヒガシノ　マサユキ 兵庫県 欲張りチーム

1546 坂井　達宣 サカイ　タツノブ 愛知県 1638 平⽥　良 ヒラタ　リョウ 兵庫県 soleil de l'est

1547 佐宗　拓弥 サソウ　タクヤ 愛知県 激安ペダル 1639 ⾼津　暁道 タカツ　アキミチ 愛知県

1548 國分　雄基 コクブ　ユウキ 愛知県 激安ペダル 1640 鈴⽊　達也 スズキ　タツヤ 愛知県 サンリツサイクリング倶楽部

1549 筒井　祐太 ツツイ　ユウタ 愛知県 ちーむ1.23 1641 桑原　洋介 クワバラ　ヨウスケ 岐⾩県 ⻄美濃PEDAL MONSTERS

1550 四⽅⽥　英剛 ヨモダ　ヒデタカ 京都府 チームポッポ 1642 ⽮守　紘⾏ ヤモリ　ヒロユキ 滋賀県

1551 ⿑藤　成良 サイトウ ナルミ 福井県 バルバクラブフクイ 1643 ⽥中　稔 タナカ ミノル ⼤阪府 Team スクアドラ

1552 ⾼橋　⻯⾺ タカハシ　リョウマ 愛知県 超⼈⾎盟軍 東海⽀部 1644 寺薗　祐⼀ テラゾノ　ユウイチ 兵庫県

1553 ⿊⽊　紳⽮ クロキ　シンヤ 愛知県 チーム⼩原 1645 増⽥　晴彦 マスダ　ハルヒコ 京都府 Tutto Sportivo Cycling Kyoto

1554 光崎　恒平 コウザキ　コウヘイ 愛知県 1646 ⾼⼭　貴裕 タカヤマ　タカヒロ 滋賀県

1555 ⾼橋　⼀也 タカハシ カズヤ 富⼭県 バルバクラブトヤマ 1647 岸野　健 キシノ ケン ⼤阪府 GS⼤阪

1556 峰　洋介 ミネ ヨウスケ 富⼭県 1648 ⼩野⽥　純 オノダ　ジュン 滋賀県 I-BILANCIA

1557 ⻄野　達弥 ニシノ タツヤ 富⼭県 バルバクラブトヤマ 1649 岩倉　譲 イワクラ ユズル 兵庫県

1558 中川　裕康 ナカガワ　ヒロヤス 滋賀県 1650 内藤　健太 ナイトウ　ケンタ 滋賀県

1559 森　拓也 モリ タクヤ ⽯川県 バルバクラブハクサン 1651 本⽥　和愛 ホンダ　カズヨシ 東京都

1560 前⽥　⼤輔 マエダ　ダイスケ ⽯川県 バルバクラブハクサン 1652 和⽥　拓也 ワダ タクヤ ⼤阪府

1561 勝⾒　昂⽣ カツミ　コウキ 滋賀県 1653 ⾶⼝　和彦 ヒグチ　カズヒコ 奈良県 Pantan＠多武峰

1562 吉本　裕也 ヨシモト　ユウヤ 徳島県 1654 伊藤　雄⼀郎 イトウ　ユウイチロウ 愛知県

1563 クーハプレマ　チャーノン クーハプレマ　チャーノン 兵庫県 1655 三好　宏和 ミヨシ ヒロカズ 徳島県 モー堀ヒルクライム部

1564 中村　亮太 ナカムラ　リョウタ 滋賀県 サーファーズイヤー 1656 鈴⽊　⼤介 スズキ　ダイスケ 愛知県 peco peco倶楽部

1565 福⽥　啓⼀ フクダ　ケイイチ 滋賀県 サーファーズイヤー 1657 永坂　⼀也 ナガサカ　カズヤ 福井県 ビックマム

1566 ⽔野　綾祐 ミズノ　リョウスケ 愛知県 SCC 1658 ⼾⽥　浩輔 トダ　コウスケ 兵庫県 上⾕サイクル愛好会

1567 間　裕介 アイダ　ユウスケ 岐⾩県 モンスターフットレーシング 1659 若⼭　景亮 ワカヤマ　ケイスケ ⽯川県 PowerKick

1568 三浦　和也 ミウラ　カズヤ 岐⾩県 1660 中嶋　⼀雄 ナカジマ カズオ 京都府 La Tartaruga

1569 ⽯⾒　峻瑛 イワミ　タカアキ 岐⾩県 1661 粟飯原　達也 アイハラ　タツヤ 徳島県 ユニヴェール

1570 古市　浩⼈ フルイチ ヒロト 愛知県 1662 ⼭下　聡太 ヤマシタ　ソウタ 兵庫県

1571 ⼭⽥　宇宙 ヤマダ　ウチュウ 愛知県 1663 栗塚　宏之 クリツカ　ヒロユキ 福井県 ビックマム

1572 藤井　⼀輝 フジイ　カズキ 岐⾩県 viking naGoya 1664 ⽮野　淳⼆ ヤノ　ジュンジ 滋賀県 Liberte に びわイチ で モグモグ する フラペ

1573 前⽥　悦宏 マエダ ヨシヒロ 福井県 バルバクラブフクイ 1665 佐藤　⼤哉 サトウ　ダイキ ⼤阪府

1574 南部　隆⼀ ナンブ リュウイチ 福井県 バルバクラブフクイ 1666 ⼭本　晋治 ヤマモト　シンジ 愛知県 ユーロード

1575 ⼩川　勇樹 オガワ ユウキ 福井県 バルバクラブフクイ 1667 岡本　浩仁 オカモト ヒロヒト ⼤阪府

1576 ⼭⼝　⻯太 ヤマグチ リュウタ 広島県 1668 福⽥　真也 フクダ シンヤ 兵庫県 soleil de lʼest

1577 為永　⼤輔 タメナガ ダイスケ 福井県 バルバクラブフクイ

1578 南　甲太郎 ミナミ コウタロウ 福井県 バルバクラブフクイ

1579 染野　秀介 ソメノ　シュウスケ 滋賀県



1669 深⽥　巧美 フカダ　タクミ 滋賀県 ⿅⾶サイクリングクラブ 1748 ⽵村　伸宏 タケムラ　ノブヒロ 奈良県 EUROーWORKS racing

1670 ⼩南　靖典 コミナミ　ヤスノリ ⼤阪府 1749 川崎　司 カワサキ　ツカサ 愛知県

1671 池添　貴之 イケゾエ タカユキ ⼤阪府 1750 倉林　和暢 クラハヤシ　カズノブ 愛知県

1672 ⼭副　⽐佐志 ヤマゾエ　ヒサシ 愛知県 ポパイツーリングクラブ 1751 原　⼀将 ハラ　カズマサ 愛知県

1673 飯塚　孝晴 イイヅカ　タカハル 福井県 飯塚モータース(Little Be Racing) 1752 福⽥　精⼆ フクダ　セイジ 和歌⼭県 どへんたいズ

1674 ⽯川　清⼀ イシカワ　セイイチ 愛知県 1753 市川　寛 イチカワ ヒロシ 和歌⼭県 ドへんたいズ

1675 福井　春樹 フクイ　ハルキ 愛知県 HCC 1754 ⻑⾕部　⼀朗 ハセベ イチロウ 奈良県 CLOWD9ers

1676 清⽔　眞史 シミズ　マサジ 岐⾩県 HCC 1755 宇佐美　俊之 ウサミ トシユキ 三重県 Team DTK

1677 ⼋尾　尚樹 ヤオ　ナオキ 滋賀県 1756 宮⽥　匠 ミヤタ タクミ 三重県 Team DTK

1678 ⾕淵　宏明 タニブチ　ヒロアキ 愛知県 ⽇本発条⾃転⾞競技部 1757 細⽥　将史 ホソダ マサシ 滋賀県 SPT⾃転⾞同好会

1679 緒⽅　浩 オガタ　ヒロシ ⼤阪府 FCT 1758 ⼩塩　昭彦 オシオ アキヒコ 滋賀県 SPT⾃転⾞同好会

1680 波多野　明 ハダノ　アキラ 愛知県 1759 ⼤原　壮史 オオハラ タケシ 京都府 SPT⾃転⾞同好会

1681 松⼭　知裕 マツヤマ　チヒロ 愛知県 1760 清⽔　幸⼀ シミズ コウイチ 滋賀県 SPT⾃転⾞同好会

1682 仲野　嘉信 ナカノ　ヨシノブ 京都府 Bダッシュ 1761 阪⼝　⻯⼀ サカグチ　リュウイチ ⼤阪府

1683 本⽥　健司 ホンダ　ツヨシ ⼤阪府 SUNZOKU 1762 鈴⽊　聖夫 スズキ トシオ 愛知県

1684 中島　聡 ナカジマ　サトシ 愛知県 中央ＡＣ 1763 森　雅規 モリ　マサキ 愛知県 温泉同好会 ⼭岳部

1685 廣瀬　裕三 ヒロセ　ユウゾウ 愛知県 1764 広瀬　⻯太 ヒロセ リュウタ 京都府 ⼤⽯塾

1686 河⽥　喜宣 カワダ　ヨシノリ 岐⾩県 1765 徳野　慎平 トクノ シンペイ 三重県 チーム⻄川

1687 ⽔野　雄⼆ ミズノ　ユウジ 岐⾩県 1766 東⼭　直記 ヒガシヤマ　ナオキ 兵庫県

1688 ⾼橋　良太 タカハシ　リョウタ 岐⾩県 1767 武内　隆⾏ タケウチ　タカユキ 兵庫県

1689 ⼤島　正義 オオシマ　マサヨシ ⼤阪府 チーム スクアドラ 1768 有⽥　浩⼆ アリタ　コウジ ⼤阪府

1690 駒⽥　貴俊 コマダ タカトシ 三重県 あくりる屋 1769 瀬⼾　豊 セト ユタカ 静岡県 TEAM ONO

1691 佐藤　良太 サトウ　リョウタ ⼤阪府 KOGU LOCK 1770 伊藤　広基 イトウ　ヒロキ 兵庫県

1692 ⻄原　⼤祐 ニシハラ　ダイスケ ⼤阪府 KOGU LOCK 1771 纐纈　博 コウケツ　ヒロシ 岐⾩県

1693 松⽥　健⼆ マツダ　ケンジ ⼤阪府 KOGU LOCK 1772 元⼭　康弘 モトヤマ　ヤスヒロ 兵庫県 MBK

1694 村瀬　喜⾏ ムラセ　ノブユキ 岐⾩県 1773 吉岡　進⼆郎 ヨシオカ　シンジロウ 京都府 BLUE DRAGON

1695 松島　建嗣 マツシマ　タケシ ⼤阪府 1774 辻林　誠 ツジバヤシ　マコト ⼤阪府

1696 ⼤⾕　和⽣ オオタニ　カズオ ⼤阪府 キャノンデール⼼斎橋 1775 ⽊村　祥治 キムラ　ショウジ ⼤阪府 ne-tak

1697 中尾　周 ナカオ シュウ 滋賀県 1776 原⽥　拓⾒ ハラダ　タクミ 愛知県

1698 海野　純也 ウンノ ジュンヤ 神奈川県 La Tartaruga 1777 宮⽊　寛之 ミヤキ ヒロユキ 愛知県 DENSO RACING

1699 諸⼾　洋輔 モロト ヨウスケ ⻑野県 ⽇本発条⾃転⾞競技部 1778 安⽥　⼤輔 ヤスダ　ダイスケ 愛知県 クロスジョーカー

1700 ⽥中　佑⼀ タナカ ユウイチ 兵庫県 MRJ 1779 ⻄園　崇広 ニシゾノ　タカヒロ ⽯川県

1701 鷹栖　基久 タカノス モトヒサ ⽯川県 1780 伊藤　幸弘 イトウ ユキヒロ 愛知県 Flat Road Lovers

1702 佐藤　敏健 サトウ　トシタケ 静岡県 1781 平井　健太 ヒライ　ケンタ 京都府 家⻑平井のcycle 

1703 ⽯⿊　博紀 イシグロ ヒロキ ⼤阪府 1782 藤橋　健⼀ フジハシ　ケンイチ 滋賀県

1704 ⼤家　篤 オオヤ　アツシ 滋賀県 1783 ⼩祝　亮太郎 コイワイ　リョウタロウ 愛知県

1705 桑原　亨 クワハラ トオル 兵庫県 KAZAMIDORI ＆ 秋組 1784 細⼭⽥　安博 ホソヤマダ　ヤスヒロ ⼤阪府

1706 ⼸場　隆成 ユミバ タカシゲ 愛知県 中央ＡＣ 1785 荒井　渉 アライ ワタル 東京都

1707 ⽇⾼　建 ヒダカ　タツル 岐⾩県 Team ELMO 1786 中川　忠紘 ナカガワ　タダヒロ ⼤阪府 勝尾寺ヒルクライム同好会

1708 河合　照彦 カワイ　テルヒコ 愛知県 1787 藤井　隆之 フジイ　タカユキ 京都府 RCVアールシーブイ

1709 柳⽥　亮介 ヤナギダ　リョウスケ 岐⾩県 1788 ⿃⾒　俊介 トリミ シュンスケ 岐⾩県 TeamONO

1710 佐々⽊　聡 ササキ　サトル 滋賀県 1789 豊國　光成 トヨクニ　ミツマサ ⼤阪府

1711 國領　康弘 コクリョウ　ヤスヒロ 滋賀県 1790 城　良輔 ジョウ　リョウスケ ⼤阪府 ヒルクライム同好会

1712 辻　健吾 ツジ ケンゴ ⼤阪府 Double Happiness CC 1791 堤　健智 ツツミ　タケトシ 滋賀県

1713 広瀬　陽介 ヒロセ　ヨウスケ 三重県 鷹組 1792 坪川　勝彦 ツボカワ　マサヒコ ⽯川県

1714 杉⼭　公⼀ スギヤマ　コウイチ 岐⾩県 1793 佐々⽊　拓 ササキ　タク 滋賀県

1715 中川　晴嗣 ナカガワ　ハルツグ 奈良県 1794 濱島　健太 ハマジマ　ケンタ 岐⾩県 アピシクリスムクルッブ

1716 橋本　尚也 ハシモト　ナオヤ 兵庫県 1795 松平　太⼀ マツヒラ　タイチ ⼤阪府 ABCD

1717 尾川　賢典 オガワ　ケンスケ ⼤阪府 1796 斎藤　和茂 サイトウ　カズシゲ ⼤阪府

1718 ⽯⿊　功浩 イシグロ　タカヒロ 新潟県 msr 1797 新⽊　巌⼈ シンキ　ミチヒト ⼤阪府

1719 松⽥　良則 マツダ ヨシノリ 奈良県 zozonga 1798 武藤　隆 ムトウ タカシ 和歌⼭県 RC:Shirahama

1720 ⼩島　庄太郎 コジマ　ショウタロウ 京都府 ⽇曜ライド 1799 森　俊樹 モリ トシキ ⼤阪府 ブラスト

1721 中⼭　幸治 ナカヤマ　コウジ 滋賀県 1800 上野　哲平 ウエノ　テッペイ ⼤阪府 ちゅうちゅう⼭岳部

1722 福⽥　敦 フクダ アツシ ⼤阪府 Double Happiness CC 1801 原⽥　誠 ハラダ　マコト 愛知県

1723 安達　圭史郎 アダチ ケイシロウ 兵庫県 Double Happiness 1802 久保　充司 クボ　ミツジ 和歌⼭県 強⼒⾺⼒⾃転⾞屋

1724 松岡　武志 マツオカ　タケシ 愛知県 1803 岡野　透 オカノ トオル ⼤阪府

1725 北⼝　卓⽮ キタグチ　タクヤ 岐⾩県 1804 福島  淳⼆ フクシマ　ジュンジ 滋賀県

1726 永⽥　昌義 ナガタ マサヨシ 愛知県 1805 板倉　輝圭 イタクラ　テルヨシ 滋賀県

1727 ⼩塩　健司 コシオ ケンジ ⼤阪府 TRAP 1806 渡辺　真也 ワタナベ シンヤ 愛知県

1728 宮野　翔吾 ミヤノ ショウゴ ⽯川県 鉄⼈倶楽部 1807 円⾕　朝彦 ツムラヤ アサヒコ 東京都 ミツカンヘトヘトクラブ

1729 岡嶋　慎⼀郎 オカジマ　シンイチロウ 滋賀県 1808 Colquhoun　Phillip クフーン　フィリップ 滋賀県

1730 井上　健 イノウエ　ケン 愛知県 1809 ⼤⽯　裕之 オオイシ ヒロユキ 愛知県 まるはちRC

1731 甲斐嶋　祐介 カイジマ　ユウスケ 京都府 1810 三宅　直樹 ミヤケ　ナオキ 愛知県 温泉同好会 ⼭岳部

1732 和⽥　吉弘 ワダ ヨシヒロ 愛知県 1811 藤⽥　哲史 フジタ サトシ 京都府 violar

1733 ⽊内　崇⽂ キウチ　タカフミ 滋賀県 ⼭岳推進部 1812 林　⼤樹 ハヤシ　ヒロキ 三重県

1734 加藤　寛明 カトウ　ヒロアキ 愛知県 1813 勢⼾　正樹 セト　マサキ 兵庫県 TKYレーシング

1735 広⼾　充義 ヒロト　ミツヨシ 三重県 1814 松本　達哉 マツモト タツヤ 京都府 Do!jo!

1736 仁澤　祐介 ニザワ　ユウスケ ⼤阪府 1815 ⽶井　孝志 ヨネイ　タカシ 滋賀県

1737 ⻑⾕　信宏 ハセ　ノブヒロ 滋賀県 1816 ⼩林　貴則 コバヤシ　タカノリ 三重県

1738 ⼤⿊⾕　隆 ダイコクヤ　タカシ 愛知県 1817 武内　隆哲 タケウチ タカアキ 兵庫県

1739 ⼤橋　政之 オオハシ　マサユキ 滋賀県 1818 酒井　洋明 サカイ　ヒロアキ 愛知県

1740 ⼤⽯　豊 オオイシ　ユタカ 京都府 1819 橋本　健次 ハシモト　ケンジ ⼤阪府 サニーサイド

1741 渡辺　直樹 ワタナベ ナオキ 三重県 FORE★STARS 1820 福丸　智哉 フクマル　トモヤ 兵庫県 Lumiere  KOBE 

1742 森上　武 モリカミ タケシ ⼤阪府 TeamJAD 1821 ⼩⼭　翔伍 コヤマ　ショウゴ 京都府 KARASU

1743 藤井　康⼆ フジイ　コウジ 愛知県 1822 若杉　雅也 ワカスギ マサヤ 愛知県 花道

1744 野⽥　芳敬 ノダ　ヨシノリ 愛知県 1823 ⽴松　俊洋 タテマツ トシヒロ 愛知県 テックスポーツ

1745 澤井　恵介 サワイ　ケイスケ 福井県 バルバクラブエチゼン 1824 ⽊⼭　栄嗣 キヤマ　ヒデツグ 滋賀県

1746 北洞　泰輔 ホクドウ　タイスケ ⼤阪府 X-TREMER RACING 1825 加藤　千明 カトウ　チアキ 愛知県

1747 ⽯川　隆之 イシカワ　タカユキ 愛知県 1826 後藤　陽平 ゴトウ　ヨウヘイ 兵庫県



1827 稲⼭　哲史 イナヤマ サトシ ⼤阪府 本町クラブ堺 1906 中間　健司 ナカマ　ケンジ 岐⾩県

1828 尾形　威明 オガタ　タケヒロ ⼤阪府 Team G 1907 杉野　庸介 スギノ ヨウスケ 愛知県 ねんねこにゃー

1829 秋⼭　容洋 アキヤマ　ヤスヒロ 兵庫県 TKYレーシング 1908 佐波　雄⼀郎 サバ　ユウイチロウ 三重県 KCKサイクリングクラブ

1830 ⽔⼝　喜晴 ミズグチ　ヨシハル 福井県 1909 澤　智裕 サワ　トモヒロ ⼤阪府

1831 ⻫藤　雅⼈ サイトウ　マサト 東京都 Team EWU 1910 齋藤　隆志 サイトウ　タカシ 三重県

1832 ⼭⽥　裕之 ヤマダ　ヒロユキ 和歌⼭県 1911 ⼤崎　雅信 オオザキ マサノブ 滋賀県 ストラーダレーシング

1833 星　育実 ホシ イクミ 三重県 precious 1912 ⻄野　喜⽂ ニシノ　ヨシフミ 福井県 チームケンモリ

1834 菊池　優作 キクチ ユウサク 東京都 1913 上⽥　豊 ウエダ　ユタカ ⼤阪府

1835 ⻘⽊　芳教 アオキ　ヨシノリ 岐⾩県 1914 芦⽊　勝敏 アシキ　カツトシ 愛知県 PLUS ULTRA

1836 上⻄　達也 ウエニシ　タツヤ ⼤阪府 1915 辻本　雅俊 ツジモト　マサトシ ⽯川県 moribeer

1837 ⼭崎　賢 ヤマザキ　マサル 滋賀県 MOON bikes⻯王 1916 ⻘島　⼀欽 アオシマ　カズヨシ 兵庫県

1838 ⽊村　溶徹 キムラ　ヨウテツ 兵庫県 1917 綾 勇 アヤ ユウ 兵庫県

1839 合野　慶彦 ゴウノ ヨシヒコ ⼤阪府 1918 ⽵野 ⼤樹 タケノ ヒロキ 京都府

1840 ⾓野　剛史 スミノ タカシ ⼤阪府 1919 ⾼⽥ 憲昭 タカタ ノリアキ ⼤阪府

1841 吉永　俊介 ヨシナガ　シュンスケ ⼤阪府 サイクルロード 1920 ⾺場 俊幸 バンバ トシユキ 京都府

1842 奥村　⼀司 オクムラ　カズシ 兵庫県 チームレッドパイン 1921 河野 康典 カワノ ヤスノリ 滋賀県 オッサン

1843 松村　康信 マツムラ　ヤスノブ 愛知県 1922 柴⽥ 将⾏ シバタ マサユキ 岐⾩県

1844 ⼩林　亨 コバヤシ　トオル 岐⾩県 1923 ⿊⽊ 伸彦 クロキ ノブヒコ 愛知県 町畑ソフトメンホークス

1845 宮本　武 ミヤモト　タケシ 愛知県 チームヤマシゲ 1924 伊藤 宏司 イトウ コウジ 滋賀県 ｋｃｒ　＝　kiyoshi cycle racing

1846 清⽔　剛 シミズ　ツヨシ 愛知県 激安ペダル 1925 村上 学 ムラカミ マナブ 京都府

1847 本庄　康⼈ ホンジョウ　ヤスヒト 京都府 1926 佐藤 良⼀ サトウ リョウイチ 愛知県 target

1848 加藤　悠 カトウ　ユウ 愛知県 1927 伊藤 徹郎 イトウ テツロウ 町畑ソフトメンホークス

1849 森　聡善 モリ　アキヨシ 愛知県 イトウサイクリング 1928 吉野 太加志 ヨシノ タカシ 岐⾩県 La Finale

1850 堀川　明彦 ホリカワ アキヒコ 福井県 バルバクラブフクイ 1929 船越　修爾 岐⾩県

1851 笹⽥　⻯⾺ ササダ　リュウマ ⼤阪府 1930 松尾 正⽂ 岐⾩県

1852 ⽚岡　直⼈ カタオカ　ナオト 愛知県 1931 ⼭川　貴史 ヤマカワ　タカフミ 三重県

1853 久保⽥　幸雄 クボタ　ユキオ 愛知県

1854 ⽥原　将光 タハラ マサミツ 富⼭県 バルバクラブトヤマ

1855 細井　尚 ホソイ タカシ ⼤阪府 違駄天 6．男⼦E（40歳〜44歳） 354名

1856 渡邉　匡 ワタナベ　マサシ 滋賀県 ぴよぴよ貧脚RC No. ⽒名 フリガナ 都道府県 チーム名

1857 ⾦⼭　貴宣 カナヤマ タカヨシ ⽯川県 バルバクラブハクサン 1941 岡島　洋介 オカジマ ヨウスケ 愛知県 ユーロード

1858 ⾼松　和宏 タカマツ　カズヒロ ⽯川県 バルバクラブハクサン 1942 眞鍋　誠 マナベ　マコト 徳島県 リベロ

1859 ⽯⼭　⼤樹 イシヤマ　ヒロキ 滋賀県 BiwakoCycling 1943 藤井　晋作 フジイ　シンサク 兵庫県

1860 松下　拓郎 マツシタ　タクロウ 富⼭県 バルバクラブ タカオカ 1944 三本　純平 ミモト　ジュンペイ ⼤阪府 エムキカク

1861 平井　育⼈ ヒライ　イクト 愛知県 1945 吉⽥　誠也 ヨシダ　セイヤ 愛知県

1862 ⽊村　陽仁 キムラ　アキヒト 愛知県 チームコスモ 1946 ⻄村　正⼈ ニシムラ　マサト 兵庫県

1863 ⽇⽐　淳夫 ヒビ　アツオ 滋賀県 1947 ⼤川　修弘 オオカワ　ノブヒロ 岐⾩県 team kobato

1864 ⾠⼰　豊 タツミ　ユタカ 愛知県 1948 ⽶村　健児 ヨネムラ ケンジ 兵庫県 BaySonRacing

1865 松川　哲 マツカワ サトシ ⽯川県 草苅WORKS 1949 牧之内　賢太 マキノウチ　ケンタ 三重県 ダブルインナー

1866 本⼭　靖⼈ モトヤマ　ヤスヒト 愛知県 1950 吉岡　直樹 ヨシオカ　ナオキ 京都府 BLUE DRAGON

1867 畑　篤史 ハタ　アツシ 愛知県 1951 ⻄浜　弘智 ニシハマ ヒロノリ ⼤阪府

1868 吉兼　政⼈ ヨシカネ　マサト 愛知県 1952 伊藤　秀樹 イトウ　ヒデキ 兵庫県 Black Sheep

1869 ⽵中　翔逸 タケナカ　ショウイチ 岐⾩県 ファルコ岐⾩サイクリング 1953 ⼤城　宗⽣ オオシロ　ムネオ 京都府 P塾4期⽣

1870 永岩　哲美 ナガイワ　テツミ 愛知県 1954 内藤　正隆 ナイトウ　マサタカ 京都府

1871 權現領　慎 ゴンゲンリョウ　マコト 愛知県 1955 ⾼⽥　誠路 タカタ　セイジ 京都府 BLUE DRAGON

1872 伊藤　義泰 イトウ　ヨシヤス 愛知県 Utmb⽬指すん会︖ 1956 杉村　泰彦 スギムラ　ヤスヒコ ⼤阪府 GSJ

1873 伊藤　三輝 イトウ　ミツテル 愛知県 ハッピーターンCC 1957 ⾼⽥　博輝 タカタ ヒロキ 京都府 Yosa

1874 柴⽥　貴⼤ シバタ　タカヒロ 愛知県 PLUS ULTRA 1958 松村　篤 マツムラ アツシ 京都府 KCT

1875 ⼤森　慶太 オオモリ　ケイタ 愛知県 BRAZZAカミハギRT ホビー ＆⼀番星★ 1959 佐藤　康夫 サトウ ヤスオ 兵庫県 KOBEROKKO

1876 ⾼畑　翔⽮ タカハタ　ショウヤ 滋賀県 1960 ⾼⽥　正男 タカダ　マサオ 愛知県 岡崎繊維⻘年クラブ

1877 笹岡　⼤悟 ササオカ ダイゴ 福井県 バルバクラブフクイ 1961 川上　賢⼀ カワカミ ケンイチ 兵庫県 268 we do

1878 河⽥　直景 カワダ　ナオカゲ 岐⾩県 1962 加藤　勝⺒ カトウ　カツミ 愛知県

1879 杉本　⼤介 スギモト　ダイスケ 滋賀県 SPT⾃転⾞同好会 1963 ⻤頭　靖明 キトウ　ヤスアキ 三重県

1880 ⾦川　佳樹 カナカ゛ワ ヨシキ 和歌⼭県 BETENDO CYCLING TEAM 1964 中瀬　雄介 ナカセ　ユウスケ 神奈川県

1881 ⽥渕　マルコス忠男 タブチ　マルコスタダオ 愛知県 Club Giro 1965 杉本　泰仁 スギモト　ヤスヒト 京都府 チーム⻲

1882 原　洸 ハラ タケシ 滋賀県 1966 ⻄前　⿓也 ニシマエ　タツヤ 奈良県

1883 森⽥　栄太朗 モリタ　エイタロウ 愛知県 天狗党 1967 富⽥　政也 トミタ　マサヤ 愛知県

1884 清⽔　賢次 シミズ　ケンジ 滋賀県 1968 中屋　和久 ナカヤ　カズヒサ ⼤阪府 AXIS

1885 吉⽥　由貴夫 ヨシダ　ユキオ 愛知県 1969 倉本　稔久 クラモト　トシヒサ 愛知県

1886 中根　由 ナカネ　ユイ 愛知県 1970 上⽥　憲 ウエダ　ケン 愛知県

1887 ⼩林　鉄平 コバヤシ　テッペイ 京都府 1971 中⼭　浩⼆ ナカヤマ　コウジ 岐⾩県 Chapter 08

1888 松家　啓司 マツヤ　ケイジ 愛知県 team FreePort 1972 近藤　祐史 コンドウ　ユウジ ⼤阪府

1889 ⽇⽐野　謙 ヒビノ　ケン 愛知県 ねんねこにゃー 1973 萩原　秀之 ハギワラ ヒデユキ 静岡県

1890 加藤　賢⼀ カトウ ケンイチ 奈良県 1974 松原　慎⼆ マツバラ　シンジ ⼤阪府

1891 湯⾕　宗由 ユタニ　ムネヨシ 兵庫県 1975 ⾼岡　雅知 タカオカ マサトモ ⼤阪府 Rabbit Street

1892 ⽊村　壮太郎 キムラ　ソウタロウ 三重県 1976 河合　洋佑 カワイ　ヨウスケ 福岡県

1893 飯⽥　杏 イイダ　キョウ 岐⾩県 1977 常深　公雄 ツネミ キミオ 愛知県 三菱⾃動⾞⾃転⾞部

1894 肥⼟　裕⽮ アクト　ヒロヤ 愛知県 ユーロード 1978 後藤　悦⼀ ゴトウ　ヨシカズ 滋賀県 TEAM Big Lake

1895 宮崎　良知 ミヤザキ　リョウチ 愛知県 1979 余語　英之 ヨゴ　ヒデユキ 愛知県

1896 ⿓⽥　憲幸 タツタ　ノリユキ 和歌⼭県 協⼒⾺⼒⾃転⾞屋 1980 ⼭崎　拓哉 ヤマザキ　タクヤ ⽯川県

1897 渡會　佳司 ワタライ　ケイジ 愛知県 ダヴァイ 1981 井澤　⿓平 イザワ　リョウヘイ 三重県 Anello

1898 ⼭北　敏明 ヤマキタ　トシアキ 愛知県 ⼭北フェニックス 1982 倉⽥　貴⽣ クラタ タカオ 愛知県 ⽵⽥設計⾃転⾞部

1899 池⽥　哲也 イケダ　テツヤ 岐⾩県 P塾5期⽣ 1983 横井　敏幸 ヨコイ　トシユキ 岐⾩県 O☆RACING

1900 森　暁彦 モリ　アキヒコ ⼤阪府 くまきちれーしんぐ。 1984 井上　寛之 イノウエ ヒロユキ ⼤阪府

1901 古⾒澤　雅之 コミザワ マサユキ 愛知県 verdad 1985 澤⽥　雅俊 サワダ　マサトシ ⼤阪府 TEAM AXIS

1902 ⼋⽥　友成 ハッタ　トモナリ 愛知県 BASILISCUS 1986 ⼆之宮　洋平 ニノミヤ ヨウヘイ 三重県

1903 河辺　峻皓 カワベ　タカヒロ 愛知県 1987 ⽊村　正彦 キムラ　マサヒコ 愛知県

1904 ⼤杉　俊⼆ オオスギ シュンジ 愛知県 1988 ⽔⼝　徹 ミズグチ　トオル 岐⾩県 O☆racing

1905 ⽥村　秀⾏ タムラ ヒデユキ 愛知県 1989 ⽔井　健雄 ミズイ　ヤスオ 兵庫県 みっちょ



1990 河野　君典 コウノ　キミノリ ⼤阪府 エムキカク 2069 ⻑⾕川　健⼀ ハセガワ　ケンイチ 愛知県 はせちゃん

1991 ⼟肥　弘忠 ドヒ　ヒロタダ 福井県 Little Be Racing 2070 橋本　英明 ハシモト　ヒデアキ ⾹川県 cycle size

1992 ⽥野　博康 タノ　ヒロヤス 兵庫県 2071 北⼝　圭介 キタグチ　ケイスケ ⼤阪府 High Cadence Co., Ltd.

1993 佐々⽊　潤 ササキ ジュン ⼤阪府 GS⼤阪 2072 芝滝　雅之 シバタキ マサユキ ⼤阪府 どすこい部屋

1994 丸⼦　良太 マルコ　リョウタ 京都府 ⼭岳推進部 2073 ⾚松　政彦 アカマツ　マサヒコ 京都府 ペンギンレーシング

1995 福井　亮介 フクイ　リョウスケ ⼤阪府 箕⾯サイクリングクラブ 2074 福⽥　剛 フクダ　タケル 京都府

1996 ⼤城　雄史 オオシロ　ユウジ 京都府 Hase塾 2075 鈴⽊　浩司 スズキ　ヒロシ 愛知県 テックスポーツカミハギ

1997 ⻫藤　健治 サイトウ　ケンジ 福井県 GEBA GEBA 2076 板⾕　英彰 イタヤ　ヒデアキ 福井県

1998 ⽊⽥　⿓弘 キダ　タツヒロ 愛知県 2077 広兼　雅⼈ ヒロカネ　マサト 兵庫県 OUMEDOS

1999 川島　陽⼀ カワシマ　ヨウイチ 京都府 2078 ⼭下　通孝 ヤマシタ ミチタカ ⽯川県

2000 ⼩川　剛志 オガワ　タケシ 岐⾩県 (有)⼤学堂⼩川薬局 2079 ⼋⽥　武⼠ ハッタ　タケシ 愛知県

2001 渡邊　卓哉 ワタナベ　タクヤ 岐⾩県 2080 ⼩林　正明 コバヤシ　マサアキ 京都府

2002 五百蔵　雅之 イオロイ マサユキ ⼤阪府 つうばいつうレーシング 2081 清⽔　尚志 シミズ ヒサシ ⼤阪府 いちもくさん

2003 岡本　⼀幸 オカモト　カズユキ 愛知県 MSR 2082 ⾕⼝　良⾼ タニグチ　ヨシタカ 愛知県

2004 川端　浩介 カワバタ　コウスケ 京都府 Rise－RT 2083 関　真哉 セキ　シンヤ 愛知県

2005 加藤　祐哉 カトウ　ユウヤ 愛知県 穂ノ国⾃転⾞愛好会 2084 井⼿　隆哉 イデ　タカヤ 愛知県

2006 河合　篤史 カワイ　アツシ 京都府 ＰＲＥＳＴＯ 2085 ⽇沖　幹博 ヒオキ　ミキヒロ 愛知県

2007 ⻄　知洋 ニシ　トモヒロ 滋賀県 2086 吉⽥　善彦 ヨシダ　ヨシヒコ 愛知県

2008 河原　正幸 カワハラ　マサユキ ⼤阪府 ⼭岳部 2087 鈴⽊　優介 スズキ　ユウスケ 愛知県 岡崎繊維⻘年クラブ

2009 柴⽥　雅之 シバタ　マサユキ 滋賀県 T.S.K.Y 2088 宮平　太 ミヤヒラ フトシ 兵庫県

2010 遠⼭　剛 トオヤマ　タケシ ⼤阪府 TEAM AXIS 2089 ⼭⽥　克⼰ ヤマダ　カツミ ⼤阪府

2011 ⼩国　亮⼆ オグニ　リョウジ 岐⾩県 Team ELMO 2090 村上　友博 ムラカミ　トモヒロ 兵庫県

2012 内⽥　裕之 ウチダ ヒロユキ 三重県 Team DTK 2091 鈴⽊　毅典 スズキ タケノリ 滋賀県 チーム炒飯

2013 福地　宏晃 フクチ　ヒロアキ 滋賀県 貧脚の会 2092 細坂　浩嗣 ホソサカ ヒロシ 福井県 バルバクラブエチゼン

2014 ⼩出　和⾏ コイデ　カズユキ 愛知県 2093 ⾕村　崇 タニムラ　タカシ 京都府 PRESTO 

2015 ⼭⽥　賢⼆ ヤマダ　ケンジ ⼤阪府 2094 村上　敏樹 ムラカミ　トシキ 滋賀県

2016 中村　恒博 ナカムラ　ツネヒロ ⼤阪府 2095 丹下　雅⼈ タンゲ　マサト 滋賀県 ダイハツ

2017 川端　堅三 カワバタ　ケンゾウ ⼤阪府 2096 富⽥　岳史 トミタ　タケシ ⽯川県

2018 ⽊塚　暁喜 キヅカ　アキノブ ⼤阪府 2097 森川　真紀 モリカワ マキ 愛知県 team HS

2019 松波　靖 マツナミ　ヤスシ 岐⾩県 Team KOBATO 2098 ⼩島　恒亮 コジマ コウスケ 愛知県 team HS

2020 ⻄垣　孝⼈ ニシガキ　タカト 愛知県 2099 ⽷井　博志 イトイ ヒロシ 兵庫県

2021 松井　裕⼀ マツイ　ユウイチ 滋賀県 好き勝⼿サイクリング部 2100 ⻄⾕　健 ニシタニ　タケシ 愛知県

2022 伊藤　憲司 イトウ　ケンジ 岐⾩県 2101 ⼭崎　直樹 ヤマザキ　ナオキ 三重県

2023 河島　茂 カワシマ　シゲル ⼤阪府 ⾃転⾞⼯房エコー 2102 平岩　稔英 ヒライワ トシヒデ 愛知県

2024 加藤　正⼀ カトウ　マサカズ ⼤阪府 2103 中越　教介 ナカゴシ タカユキ ⼤阪府 Guell枚⽅

2025 ⻘⽊　謙⼀ アオキ ケンイチ ⼤阪府 コマツサイクリング部 2104 松崎　裕⼀ マツザキ　ユウイチ 三重県 オタフク

2026 ⻑⾕川　誠 ハセガワ マコト 福井県 バルバクラブフクイ 2105 林　浩司 ハヤシ　コウジ 愛知県

2027 藤林　将之 フジバヤシ　マサユキ 滋賀県 LOKO RACING 2106 鈴⽊　豊⼤ スズキ トヨヒロ 徳島県

2028 坊　重輝 ボウ　シゲキ 京都府 イプ練・Hase塾 2107 ⽮野　修 ヤノ　オサム 愛知県

2029 ⼭本　英⾏ ヤマモト　ヒデユキ 兵庫県 2108 中⾕　健作 ナカタニ　ケンサク 三重県 SPEED LABO

2030 ⼆⽊　康⽒ フタギ　ヤスシ 岐⾩県 gcsc 2109 塚本　憲治 ツカモト ケンジ 愛知県 Crazy train R

2031 松⽥　実 マツダ　ミノル 愛知県 2110 久保　累 クボ ルイ 京都府 堀場製作所⾃転⾞倶楽部

2032 植⽥　武⼠ ウエダ　タケシ 滋賀県 2111 ⾦崎　耕⼀郎 カナサキ　コウイチロウ 兵庫県 チーム　レッドパイン

2033 吉川　朋伸 ヨシカワ　トモノブ 福井県 2112 清⽔　隆昌 シミズ　タカマサ 奈良県 チームまえだ整形

2034 杉本　啓樹 スギモト　ヒロキ ⽯川県 パワーキック 2113 伊藤　通英 イトウ　ミチヒデ 三重県 美⿅サイクリングチーム

2035 村⽊　亮介 ムラキ　リョウスケ 三重県 2114 後藤　豊 ゴトウ　ユタカ ⼤阪府 チーム clover

2036 東井　浩⾂ トウイ　ヒロオミ 愛知県 DAT#2 2115 松岡　紀夫 マツオカ　ノリオ 京都府

2037 坂井　伸好 サカイ ノブヨシ 愛知県 ACC 2116 芳村　憲泰 ヨシムラ カズヒロ 兵庫県

2038 伊藤　⻯昭 イトウ　タツアキ 岐⾩県 チーム　ぜんひら 2117 林　宏充 ハヤシ　ヒロミツ 愛知県

2039 宇津⾒　晋 ウツミ ススム 兵庫県 MRJ 2118 横⽥　佳洋 ヨコタ　ヨシヒロ ⼤阪府 チームポッポ

2040 別曽　達也 ベッソ　タツヤ 兵庫県 MRJ 2119 清⽔　茂幸 シミズ　シゲユキ 愛知県

2041 杉⼭　亨 スギヤマ　トオル 岐⾩県 Team Kobato 2120 中川　健 ナカガワ タケシ 福井県 Rise-RT

2042 薦⽥　俊⼀ コモダ　トシカズ ⼤阪府 BLASTサニーサイド 2121 ⼭内　智之 ヤマウチ トモユキ 滋賀県 ブルーサンダーズ

2043 末⽥　直之 スエダ　ナオユキ 岐⾩県 gcsc 2122 ⼭下　康秋 ヤマシタ　ヤスアキ 愛知県

2044 ⻄澤　弘⼀郎 ニシザワ　コウイチロウ 兵庫県 上⽥⾼校OB 2123 ⼭⼝　稔 ヤマグチ　ミノル 愛知県

2045 河崎　匡亮 カワサキ マサアキ 滋賀県 NCBC 2124 飯⽥　豊 イイダ　ユタカ 愛知県 チームひょっこり︕

2046 能美　善彦 ノウミ ヨシヒコ 愛知県 いとう内科クリニックRT 2125 渡部　⼤介 ワタナベ ダイスケ 三重県 チームひょっこり︕

2047 柴⼭　重樹 シバヤマ　シゲキ 愛知県 KGKG愛知 2126 上村　敏浩 ウエムラ　トシヒロ 愛知県

2048 吉⽥　雄治 ヨシダ　ユウジ ⼤阪府 2127 梶原　久典 カジワラ　ヒサノリ 滋賀県

2049 ⼤村　真⼀ オオムラ　シンイチ 岐⾩県 2128 ⽵内　好彦 タケウチ　ヨシヒコ 愛知県

2050 塚本　創 ツカモト ハジメ 滋賀県 2129 SUZUKI　MASAKAZU スズキ　マサカズ 愛知県

2051 植草　貴⾏ ウエクサ　タカユキ 愛知県 2130 ⽯井　⼤資 イシイ　ダイスケ ⼤阪府 チーム・サイクルショップイワ井

2052 澤⽥　学 サワダ　マナブ 滋賀県 2131 冨⽥　洋介 トミタ　ヨウスケ 兵庫県

2053 ⼭本　秀明 ヤマモト　ヒデアキ 滋賀県 2132 櫟本　誠 イチノモト　マコト ⼤阪府 エムキカク

2054 夏⾒　洋祐 ナツミ　ヨウスケ 滋賀県 2133 南　繁雄 ミナミ シゲオ ⼤阪府

2055 ⾵⼝　将幸 カゼグチ　マサユキ 滋賀県 2134 ⾦村　明紀 カナムラ　アキノリ 滋賀県

2056 折⼾　克成 オリト カツナリ 岐⾩県 ⼤垣島町　幻冬⾞ 2135 ⻄島　史典 ニシジマ フミノリ 愛知県

2057 塚本　英⼆ ツカモト エイジ 愛知県 TOTEC468 2136 豊嶋　伸⼀ トヨシマ　シンイチ 愛知県

2058 林　伸⾏ ハヤシ　ノブユキ 岐⾩県 2137 森　義雄 モリ　ヨシオ 岐⾩県

2059 井上　尚之 イノウエ　タカシ 滋賀県 2138 ⼭⽥　諭 ヤマダ　サトシ 京都府 飯能連合

2060 ⾚⽊　知裕 アカギ　トモヒロ 和歌⼭県 和歌⼭チャリダー 2139 中塚　新 ナカツカ シン ⼤阪府

2061 福⽥　隆宏 フクダ タカヒロ 京都府 2140 ⻄尾　宗仁 ニシオ　ムネヒト 三重県 ダイモンレーシング

2062 奥川　夏弥 オクガワ ナツヤ 滋賀県 White Jack 2141 ⼤岡　明男 オオオカ　アキオ 愛知県

2063 村本　⼤輔 ムラモト ダイスケ ⼤阪府 2142 ⼩野　武⼠ オノ タケシ ⼤阪府 900レーシング

2064 ⼤⾕　太⼀ オオタニ　タイチ 愛知県 東部⾃転⾞競技部 2143 ⼤場　徹也 オオバ　テツヤ 愛知県

2065 野⽥　繕稔 ノダ　ヨシナリ 岐⾩県 Team Kobato 2144 釜本　剛志 カマモト　ツヨシ 兵庫県

2066 村⽥　進 ムラタ　ススム 愛知県 BREZZA-KAMIHAGI 2145 ⽊村　⽂紀 キムラ　フミノリ ⼤阪府

2067 新名　領⼀ ニイナ　リョウイチ 愛知県 2146 花井　晶規 ハナイ アキノリ 愛知県

2068 ⼤脇　邦弘 オオワキ　クニヒロ 愛知県 チーム名古屋 2147 森上　研也 モリガミ　ケンヤ ⼤阪府



2148 吉⽥　栄次 ヨシダ　エイジ ⼤阪府 OPEN PRO 2230 ⾼橋　智和 タカハシ　トモカズ 滋賀県

2149 浅野　温 アサノ　アツシ 愛知県 2231 ⾼萩　道信 タカハギ　ミチノブ 広島県

2150 堀⽥　和男 ホッタ　カズオ 福井県 2232 村上　学 ムラカミ　マナブ 愛知県 chamule

2151 ⺠⾕　⽂彦 タミヤ フミヒコ 京都府 2233 ⽥代　裕⼀ タシロ　ユウイチ 愛知県

2152 ⼤⽯　智之 オオイシ　トモユキ 兵庫県 Companio Kobe 2234 粟津　創 アワズ　ハジメ ⽯川県 バルバクラブハクサン

2153 佐藤　拓也 サトウ　タクヤ 岐⾩県 南雲堂 2235 梅景　雅史 ウメカゲ　マサフミ 京都府 CCC

2154 加藤　佳⾼ カトウ　ヨシタカ 愛知県 2236 太⽥　直樹 オオタ　ナオキ 奈良県

2155 ⼤久保　勲 オオクボ イサオ 愛知県 2237 ⼤⻄　武史 オオニシ タケシ 京都府 ⼤⽯塾

2156 杉原　努 スギハラ　ツトム 群⾺県 2238 林　浩央 ハヤシ　ヒロヒサ 愛知県

2157 ⽊村　泰久 キムラ　ヤスヒサ 京都府 2239 桃井　真樹 モモイ　マサキ 愛知県

2158 河合　司 カワイ　ツカサ 岐⾩県 2240 ⼾澤　雄紀 トザワ　タケノリ 京都府

2159 福井　猛 フクイ　タケシ 滋賀県 すたいるF 2241 池垣　直則 イケガキ　ナオノリ 愛知県 BHMC 

2160 畠⼭　真⼀ ハタケヤマ　シンイチ 三重県 LEMMINGS2019 2242 藤本　博之 フジモト　ヒロシ 愛知県

2161 網⼲　盛志 アボシ　セイジ 兵庫県 TKYレーシング 2243 佐野　正和 サノ　マサカズ 愛知県

2162 ⽊村　和也 キムラ　カズヤ ⼤阪府 BLAST 2244 ⾺渕　敦史 マブチ　アツシ 岐⾩県 セキサイ

2163 名和　秀樹 ナワ　ヒデキ 岐⾩県 team NAWA 2245 福崎　徹 フクザキ　トオル 愛知県

2164 ⼀ノ瀬　浩 イチノセ　ヒロシ 愛知県 チーム重政 2246 杉村　勝義 スギムラ カツヨシ 福井県 敦賀セメント（株）⾃転⾞部

2165 ⽚桐　⼀成 カタギリ カズナリ 愛知県 チャリ道楽 2247 佐上　尚史 サガミ ヒサシ 福井県 敦賀セメント（株）⾃転⾞部

2166 池川　義典 イケガワ　ヨシノリ ⽯川県 2248 ⼩椋　健太郎 オグラ　ケンタロウ 岐⾩県 TCS

2167 富⽥　功⼀ トミタ　コウイチ 愛知県 2249 藤原　猛 フジハラ　タケシ 広島県

2168 ⼩⽥　和広 ショウダ カズヒロ ⼤阪府 2250 中村　英雄 ナカムラ　ヒデオ ⽯川県

2169 ⼋⽊　伸明 ヤギ　ノブアキ ⼤阪府 つうばいつう 2251 ⽥中　久貴 タナカ　ヒサタカ 京都府

2170 森川　典英 モリカワ ノリヒデ 奈良県 2252 ⼤橋　征幸 オオハシ　マサユキ 岐⾩県 フットワークRC

2171 辞本　真⼀ イヤモト シンイチ 京都府 ⼤⽯塾/CLOUD9ers 2253 梶原　靖友 カジハラ　ヤストモ 愛知県 363クロモリ

2172 川⽥　丈夫 カワタ　タケオ 滋賀県 2254 Kramer　Mattherw クレイマー　マシュー 愛知県

2173 弦川　⻯ ツルカワ　リョウ ⼤阪府 2255 村上　良彦 ムラカミ ヨシヒコ 京都府

2174 岡本　⼤介 オカモト　ダイスケ ⼤阪府 ベッキーシクロクロス 2256 彦坂　卓則 ヒコサカ　タカノリ 愛知県

2175 森脇　宏之 モリワキ　ヒロユキ ⼤阪府 2257 加藤　⻯⼆ カトウ　リュウジ 愛知県

2176 内⽥　司 ウチダ　ツカサ 三重県 WILSON CYCLE BLACK 2258 中川　雅⽂ ナカガワ マサフミ 滋賀県

2177 武藤　公⼀ ムトウ　コウイチ 岐⾩県 Ave21ツーリング 2259 苅⽥　誠 カリタ　マコト 京都府

2178 平松　健 ヒラマツ　ケン 東京都 プントロッソ東京 2260 ⻄村　孝由 ニシムラ　タカヨシ 兵庫県

2179 滋賀　景介 シガ　ケイスケ 京都府 GNARLY BIKES 2軍 2261 ⽊村　貴志 キムラ タカシ ⼤阪府 TUFFSTUFF タフスタッフ

2180 ⽔野　純弥 ミズノ ジュンヤ ⽯川県 バルバクラブカナザワ 2262 河合　智孝 カワイ トモタカ 愛知県 NIKO FACTORY

2181 寒川　朋彦 サムカワ トモヒコ ⼤阪府 アラモード 2263 平シ也　成⽇召 ヒライケ シゲアキ ⼤阪府 ナカガワRC・寝夜練

2182 ⼆宮　隆吉 ニノミヤ　タカヨシ ⼤阪府 2264 苗島　豊 ナエシマ ユタカ ⽯川県 スイカ部

2183 井上　良平 イノウエ　リョウヘイ 京都府 2265 ⽶⽥　昌治 ヨネダ　ショウジ ⼤阪府 Team GSJ

2184 河野　覚 カワノ　サトル 愛知県 2266 ⿊⽥　⼤作 クロダ ダイサク 愛知県

2185 島　有助 シマ ユウスケ ⼤阪府 2267 延尾　多嘉裕 ノブオ　タカヒロ 京都府 P塾4期⽣/⽉曜道上

2186 ⼭⼝　和範 ヤマグチ カズノリ 三重県 MAX SPEED 97 2268 福⽥　良 フクダ　リョウ 京都府 Jokerʻs cycling team

2187 上村　章⼈ ウエムラ　アキト 京都府 エキップ　イワシ 2269 早崎 亨 ハヤサキ トオル 岐⾩県

2188 宮澤　基樹 ミヤザワ　モトキ 和歌⼭県 中⾕病院 2270 太⽥ 周児 オオタ シュウジ 愛知県

2189 瀬⼾　恵介 セト ケイスケ ⽯川県 とんとら 2271 ⽥中 盛雄 タナカ モリオ 京都府 ストラーダレーシング

2190 野々⼭　祐史朗 ノノヤマ ユウジロウ 愛知県 2272 添⽥ 将智 ソエダ マサトモ 滋賀県 アールサイクリング同好会

2191 中村　啓介 ナカムラ　ケイスケ 京都府 F 2273 津⽥ 正和 ツダ マサカズ 岐⾩県

2192 布施　嘉之 フセ　ヨシユキ 京都府 F 2274 今⻄ 進也 イマニシ シンヤ ⼤阪府

2193 曽根　⼒ ソネ　チカラ ⼤阪府 2275 ⼭⼝ 泰司 ヤマグチ ヒロシ ⼤阪府 La Belle Equipe

2194 広瀬　健太郎 ヒロセ　ケンタロウ ⼤阪府 TEAM AXIS 2276 橋本 宏司 ハシモト ヒロシ 滋賀県 b-compare

2195 岡本　祐⼰ オカモト　ヒロキ ⼤阪府 2277 松尾 貴宏 マツオ タカヒロ 愛知県

2196 林⼝　健司 ハヤシグチ ケンジ 滋賀県 2278 菊池 謙次 キクチ ケンジ 愛知県

2197 教野　友作 キョウノ　ユウサク 滋賀県 ビワ one メテオ 2279 作⽥ 修⼀ サクタ シュウイチ 愛知県

2198 林　恭平 ハヤシ キョウヘイ 和歌⼭県 アバンギャルド 2280 古川 敏雄 フルカワ トシオ 京都府

2199 安藤　太⼀ アンドウ　タイチ 愛知県 2281 天池 光⼠ アマイケ ミツシ 岐⾩県

2200 岩永　幸治 イワナガ コウジ 福井県 バルバクラブフクイ 2282 豊嶋 章彦 トヨシマ アキヒコ 京都府 BLUE DRAGON

2201 宮本　康弘 ミヤモト ヤスヒロ 福井県 バルバクラブフクイ 2283 ⽔⾕ 智幸 ミズタニ トモユキ 三重県 美⿅サイクリングチーム

2202 表原　武史 オモテハラ タケシ 徳島県 2284 森重 伸也 モリシゲ シンヤ 岐⾩県 TEAM M

2203 迫　敏 サコ サトシ 愛知県 イトウサイクリング 2285 地主 真⼆ ヂヌシ シンジ 兵庫県 Rokko Climbers Club

2204 加藤　寛 カトウ　ヒロシ 岐⾩県 2286 横⽥ ⼀朗 ヨコタ イチロウ 滋賀県

2205 丸野　敏喜 マルノ　トシキ 愛知県 2287 東⾕ 宏明 ヒガシタニ ヒロアキ 京都府

2206 中嶋　善貴 ナカジマ　ヨシキ 京都府 2288 鶴⾕ 信之 ツルタニ ノブユキ

2207 ⻄條　⽂隆 サイジョウ　フミタカ 滋賀県 tsky 2289 川⽥ 賢 カワタ ケン ｋｃｒ　＝　kiyoshi cycle racing

2208 ⼭川　晃平 ヤマカワ　コウヘイ 兵庫県 2290 中井 浩⼆ ナカイ コウジ ｋｃｒ　＝　kiyoshi cycle racing

2209 道下　顕司 ミチシタ ケンジ 岐⾩県 2291 才川 眞幸 サイガワ マサユキ アールサイクリング同好会

2210 福井　英樹 フクイ ヒデキ ⼤阪府 primavera 2292 林 憲彦 ハヤシ ノリヒコ

2211 柚⽊　伸介 ユノキ ノフ゛ユキ 三重県 2293 辻 正治 ツジ マサハル 岐⾩県 La Finale

2212 市川　裕⼤ イチカワ　ユウダイ 岐⾩県 2294 五⼗川 真⼀ 岐⾩県

2213 熊⾕　彰⼈ クマガイ　アキト 愛知県 カミハギAC

2214 鈴⽊　保利 スズキ　ヤストシ 静岡県 7．男⼦F（45歳〜49歳） 446名

2215 ⽇吉　健⼀ ヒヨシ　ケンイチ 愛知県 No. ⽒名 フリガナ 都道府県 チーム名

2216 濱本　直秀 ハマモト　ナオヒデ 岡⼭県 2301 宮崎　典彦 ミヤザキ　ノリヒコ ⼤阪府

2217 串⽥　保浩 クシダ ヤスヒロ 富⼭県 バルバクラブトヤマ 2302 岡本　純⼀ オカモト ジュンイチ ⼤阪府 整備⾃転⾞部

2218 布⽬　倫康 ヌノメ トモミチ 富⼭県 バルバクラブトヤマ 2303 ⼤⽯　⽂彦 オオイシ　フミヒコ 京都府

2219 古市　邦夫 フルイチ クニオ 富⼭県 バルバクラブトヤマ 2304 ⾕⼝　裕紀 タニグチ ヤスノリ ⼤阪府 チームＧＴＨ

2220 迫⽥　宏光 サコダ ヒロミツ 兵庫県 チームモンベル 2305 本⽥　祐⼀ ホンダ　ユウイチ 滋賀県 正会

2221 ⽥中　晃⼀ タナカ コウイチ ⽯川県 バルバクラブハクサン 2306 ⾹川　勤 カガワ　ツトム 京都府

2222 鈴⽊　良和 スズキ　ヨシカズ 愛知県 イブラ 2307 智和　亨 チワ　トオル 兵庫県 HM2T

2223 徳重　政則 トクシゲ　マサノリ 岐⾩県 falco岐⾩ 2308 酒向　孝嗣 サコウ タカシ 愛知県 朝⾛ろう団

2224 佐藤　洋明 サトウ　ヒロアキ ⼤阪府 2309 中村　耕⼀ ナカムラ　コウイチ ⼤阪府

2225 ⼭本　源藏 ヤマモト ゲンゾウ 和歌⼭県 遊輪クラブ 2310 岩井　和昭 イワイ　カズアキ 兵庫県

2226 岩津　晴彦 イワツ　ハルヒコ 岐⾩県 イビデン⾃転⾞部 2311 ⿊岩　侯⽣ クロイワ　コウセイ 三重県 ブレイカーズ

2227 ⽩川　努 シラカワ ツトム 滋賀県 NRC 2312 菊本　正広 キクモト　マサヒロ 三重県

2228 佐々⽊　章 ササキ　アキラ 愛知県 2313 ⽯橋　雄⼀郎 イシバシ　ユウイチロウ 滋賀県

2229 稲前　俊⼀ イナマエ　シュンイチ 愛知県 2314 松尾　吉朗 マツオ　ヨシロウ 岐⾩県 gcsc



2315 ⻄雄　康博 ニシオ　ヤスヒロ 滋賀県 2397 ⼭本　典正 ヤマモト　ノリマサ 兵庫県

2316 福⽥　芳克 フクダ　ヨシカツ 徳島県 エルカミーノ 2398 市川　豊 イチカワ ユタカ 滋賀県 ⼤垣CSC

2317 伊藤　尚 イトウ ヒサシ 京都府 チームご近所 2399 ⾕⼝　進⼀ タニグチ　シンイチ 滋賀県

2318 森⼝　剛成 モリグチ　タカナリ ⼤阪府 Team Bandits 2400 柳⽥　雅紀 ヤナギダ　マサキ 京都府

2319 井⼿　真⼀ イテ　シンイチ ⼤阪府 Team Bandits 2401 池⽥　寛康 イケダ　ヒロヤス 愛知県

2320 上野　貴広 ウエノ タカヒロ ⼤阪府 Team AXIS 2402 菰⽥　拓之 コモダ　タクユキ 愛知県 RIZING HEART RACING

2321 萩森　郷太郎 ハギモリ　ゴウタロウ ⼤阪府 Team AXIS 2403 ⽔⾕　康彦 ミズタニ ヤスヒコ 三重県

2322 ⼭本　順⼀ ヤマモト　ジュンイチ 愛知県 岡崎繊維⻘年クラブ 2404 岸　洋平 キシ　ヨウヘイ 三重県

2323 増⽥　浩⼆ マスダ コウジ ⼤阪府 2405 吉崎　三四呂 ヨシザキ　サンシロウ 京都府

2324 ⼭本　貴仁 ヤマモト タカヒト 愛知県 APM 2406 川畑　康武 カワバタ ヤスタケ 兵庫県 companio kobe

2325 神本　博勝 カミモト ヒロマサ 兵庫県 BlackSeep 2407 辻　⻯太郎 ツジ リョウタロウ ⼤阪府 交野⾥⼭

2326 吉⽥　哲也 ヨシダ　テツヤ ⼤阪府 勝尾寺ヒルクライム同好会 2408 池⽥　宏 イケダ　ヒロシ 兵庫県 Compaoio KOBE

2327 ⽥中　⼤樹 タナカ　ヒロキ ⼤阪府 TopField 2409 桶⾕　伸也 オケタニ　シンヤ 愛知県

2328 濱⽥　雅⾏ ハマダ　マサユキ 兵庫県 2410 浅野　義⾼ アサノ　ヨシタカ ⼤阪府 presto

2329 ⿊住　浩⼀ クロズミ　コウイチ 奈良県 2411 河合　⾼志 カワイ　タカシ 滋賀県

2330 浜⾕　治 ハマタニ オサム 滋賀県 2412 松塚　光弘 マツヅカ ミツヒロ 三重県 TMES

2331 ⽯原　晃 イシハラ　アキラ 愛知県 2413 松⽥　賢⼀ マツダ　ケンイチ 兵庫県 Companio  Kobe

2332 吉武　孝⼆ ヨシタケ コウジ ⼤阪府 TEAM AXIS 2414 ⽴川　博啓 タチカワ　ヒロアキ 奈良県 bicyclecolor

2333 磯⽥　基治 イソダ モトハル ⼤阪府 2415 ⽯⽥　浩孝 イシダ　ヒロタカ 岐⾩県

2334 ⽯川　俊信 イシカワ トシノブ 兵庫県 チーム・キヤノンボール 2416 加藤　良和 カトウ　ヨシカズ ⼤阪府

2335 ⾼⼭　訓史 タカヤマ　サトシ ⼤阪府 TEAM AXIS 2417 ⽶良　建⼆ メラ　ケンジ 滋賀県 チームくーのん

2336 牧　友雄 マキ　トモオ ⼤阪府 zozonga 2418 ⼭⼝　博章 ヤマグチ　ヒロアキ 滋賀県

2337 宇野　亮 ウノ リョウ ⼤阪府 キャノンデール⼼斎橋 2419 舘沼　義範 タテヌマ　ヨシノリ 兵庫県 TEAM ROCK

2338 ⼤宅　悟朗 オオヤケ ゴロウ 兵庫県 Bandits 2420 原　真吾 ハラ　シンゴ 愛知県 アピ シクリウムクルップ

2339 斎藤　泰成 サイトウ ヒロシゲ 愛知県 サンリツサイクリング倶楽部 2421 豊留　貴幸 トヨドメ タカユキ 滋賀県 FUKADAまじりんぐ

2340 斎藤　直哉 サイトウ ナオヤ 愛知県 サンリツサイクリング倶楽部 2422 ⽇⽐野　健 ヒビノ タケシ 滋賀県

2341 ⼟井　進 ドイ　ススム 兵庫県 2423 紀ノ国⾕　直司 キノクニヤ　タダシ 兵庫県 YCC

2342 正⽥　克⼤ ショウダ　カツヒロ 東京都 チームぼんじり 2424 北川　禎久 キタガワ ヨシヒサ 滋賀県 kcr (kiyoshi cycle racing)

2343 結城　和央 ユウキ　カズヒサ ⼤阪府 YCC 2425 寺本　重⼀ テラモト シゲカズ 愛知県

2344 志知　勝之 シチ　カツユキ 愛知県 2426 川村　孝広 カワムラ　タカヒロ 岐⾩県 シズレーシング

2345 ⾚松　潤⼀ アカマツ　ジュンイチ 兵庫県 POWER  PACK 2427 森　⼀ モリ　ハジメ 和歌⼭県 遊輪クラブ

2346 岩佐　暢之 イワサ ノブユキ 兵庫県 チーム闇⾛2019〜 2428 本間　宗⼀ ホンマ ソウイチ 愛知県 指笠RC

2347 ⻘⽊　靖治 アオキ　セイジ 岐⾩県 ⻄美濃PEDAL MONSTERS 2429 ⻄中　慶太 ニシナカ　ケイタ ⼤阪府 TEAM AXIS

2348 村井　司 ムライ　ツカサ 愛知県 2430 廣瀬　徹也 ヒロセ　テツヤ 兵庫県

2349 杉本　照美 スギモト テルミ 愛知県 猿投RISE 2431 服部　豊⼟ ハットリ　トヨト 愛知県 NCFR

2350 天⽥　善信 アマダ　ヨシノブ 兵庫県 ヴェルジェ 2432 ⾺場　直哉 ババ　ナオヤ 滋賀県 NRC

2351 広瀬　公則 ヒロセ　キミノリ 愛知県 2433 三⽊　章弘 ミキ　アキヒロ 滋賀県

2352 関　弘 セキ　ヒロシ 兵庫県 Team ヴェル・ジェ 2434 ⽮野　亮 ヤノ　リョウ 岐⾩県

2353 ⼤塚　裕⼀ オオツカ ユウイチ 岐⾩県 team que sera sera 2435 ⻄澤　弥 ニシザワ　ワタル ⽯川県

2354 津野　幸松 ツノ ユキマツ 愛知県 yama-tomo 2436 善平　卓司 ゼンヒラ　タカシ 岐⾩県 チームぜんひら

2355 藤井　伸太郎 フジイ　シンタロウ 愛知県 2437 春⽇　⼆三夫 カスガ フミオ 滋賀県

2356 福⽥　浩之 フクダ　ヒロユキ 兵庫県 Team Cannonball 2438 境　賢治 サカイ　ケンジ 兵庫県

2357 荒⽊　晃治 アラキ　コウジ ⼤阪府 2439 加藤　宏昌 カトウ　ヒロマサ 愛知県

2358 早瀬　由朗 ハヤセ ヨシロ 福井県 2440 河辺　浩幸 カワベ　ヒロユキ 愛知県

2359 ⼩林　紀明 コバヤシ ノリアキ 京都府 KCT 2441 ⽑利　陽⼀ モウリ　ヨウイチ ⼤阪府 ラビットストリートカンカンベイサイドモール

2360 久保　仁 クボ ヒトシ 京都府 京都ARU 2442 武沢　宏典 タケザワ　ヒロノリ 徳島県

2361 室⽥　邦博 ムロタ クニヒロ ⼤阪府 mook OSAKA CC 2443 ⻄村　拓海 ニシムラ　タクミ 三重県 チームかずいき

2362 藤原　敏宏 フジワラ　トシヒロ 京都府 好き勝⼿サイクリング部 2444 ⿊⽥　誠 クロダ　マコト 兵庫県 TGR

2363 橋本　耕太朗 ハシモト コウタロウ ⼤阪府 Team Sakatani 2445 松井　良秀 マツイ　ヨシヒデ 兵庫県

2364 岡本　邦裕 オカモト クニヒロ ⼤阪府 2446 加藤　博 カトウ　ヒロシ 愛知県 MSR

2365 武⽥　洋 タケダ　ヒロシ ⼤阪府 2447 近藤　真実 コンドウ マサミ 愛知県 MSR

2366 南　秀聡 ミナミ　ヒデサト ⼤阪府 箕⾯サイクリングクラブ 2448 杉⾕　喜和 スギタニ ヨシカズ 和歌⼭県 遊輪クラブ

2367 ⾬森　直樹 アメモリ　ナオキ 福井県 2449 儘⽥　光和 ママダ　ミツカズ 京都府 BLUE DRAGON

2368 辻　成佳 ツジ　シゲヨシ ⼤阪府 OUMEDOS 2450 五東　忍 ゴトウ　シノブ 滋賀県

2369 安⽥　真史 ヤスダ　マサシ ⽯川県 2451 菊川　勉 キクガワ　ツトム 三重県

2370 藤⽥　響 フジタ キョウ 京都府 2452 森⽥　賢治 モリタ　ケンジ ⼤阪府

2371 ⼟井　健治 ドイ　ケンジ 愛知県 2453 内⽥　剛 ウチダ　ゴウ 愛知県

2372 ⾺場　厚守 ババ　アツモリ 愛知県 2454 上⽻　輝明 ウエバ　テルアキ 滋賀県

2373 吉⽥　稔 ヨシダ ミノル 京都府 Le Poisson Rouge 2455 澤　光孝 サワ　ミツタカ 三重県 かずいき

2374 ⾼橋　栄司 タカハシ エイジ 滋賀県 ビワONE 2456 服部　真⼆ ハットリ　シンジ 三重県

2375 奥野　成樹 オクノ　シゲキ ⼤阪府 2457 ⼭本　寛 ヤマモト　ヒロシ 和歌⼭県

2376 右⽥　昌弘 ミギタ　マサヒロ ⼤阪府 tnc 2458 ⻘⽊　聡 アオキ サトシ ⼤阪府 ⾃転⾞⼯房エコー

2377 ⽇⽐野　昌史 ヒビノ マサシ 岐⾩県 2459 ⾕⼝　雅⼈ タニグチ　マサト 京都府

2378 棚橋　宏⼀郎 タナハシ コウイチロウ 岐⾩県 2460 濱⽥　昭⼀ ハマダ　ショウイチ 京都府 くすのき⾃転⾞競技部

2379 伊藤　啓 イトウ　アキラ 三重県 2461 植⽥　敦尋 ウエダ　アツヒロ ⼤阪府

2380 廣⽥　量久 ヒロタ　カズヒサ 兵庫県 CKB 2462 能登　宣⾏ ノト　ノブユキ 岐⾩県 TEAM ELMO

2381 中原　由志貴 ナカハラ ヨシタカ ⼤阪府 LePoissonRouge 2463 ⼗持　圭⼀ トモチ　ケイイチ ⼤阪府 Team KYAK

2382 阿部　智昭 アベ　トモアキ 徳島県 モー堀ヒルクライム部 2464 ⽊村　崇 キムラ　タカシ ⼤阪府 サイクリングジム

2383 上⽥　浩司 ウエダ　コウジ 京都府 2465 ⻄⽥　智也 ニシダ トモヤ ⼤阪府 サイクリングジム

2384 板屋　克明 イタヤ　カツアキ 京都府 2466 ⽵之下　圭⼀ タケノシタ　ケイイチ ⼤阪府 サイクリングジム

2385 ⼤⻄　康記 オオニシ コウキ 兵庫県 2467 松⽊　伸仁 マツギ　シンジ ⼤阪府 ラビットストリート

2386 加藤　充純 カトウ タカズミ 愛知県 グランペール 2468 藤井　円 フジイ　マドカ 岐⾩県

2387 ⽩崎　隆⾏ シラサキ　タカユキ 滋賀県 Da Cycling Club 2469 南　志朗 ミナミ　シロウ 兵庫県 ミナミサイクル

2388 ⼤前　健⼀ オオマエ　ケンイチ 兵庫県 2470 伊藤　⼀哉 イトウ　カズヤ 岐⾩県 ⻄美濃PEDAL MONSTERS

2389 ⼩⾕　和久 オダニ カズヒサ 滋賀県 NCBC 2471 ⻄⽥　基宏 ニシダ　モトヒロ 滋賀県 上平⽊町⾃転⾞部（仮）

2390 松下　　充男 マツシタ　ミツオ 奈良県 多武峰朝練 2472 ⾼村　英志 タカムラ　ヒデユキ 富⼭県

2391 松崎　敦 マツザキ　アツシ 静岡県 2473 中岡　真⼀ ナカオカ　シンイチ 愛知県 TeamNABE

2392 ⼭⽊　成章 ヤマキ　シゲアキ 兵庫県 2474 板垣　素 イタガキ　モト 兵庫県 PGBT

2393 辻本　圭⼀ ツジモト　ケイイチ 滋賀県 2475 池本　健⼆ イケモト ケンジ 京都府

2394 ⼭本　⾼義 ヤマモト　タカヨシ 和歌⼭県 遊輪館 2476 ⽊名瀬　良紀 キナセ ヨシノリ 福井県 バルバクラブエチゼン

2395 住　英年 スミ　ヒデトシ 岐⾩県 Team ELMO

2396 ⼭本　健 ヤマモト　タケシ 兵庫県 播磨銀輪倶楽部



2477 原　正剛 ハラ　マサタケ 滋賀県 2556 寺阪　仁 テラサカ　ヒトシ 京都府

2478 ⾼橋　則夫 タカハシ　ノリオ 愛知県 2557 林　充男 ハヤシ　ミツオ ⼤阪府

2479 ⽔野　進 ミズノ　ススム 愛知県 2558 新⽻　達也 ニワ タツヤ ⼤阪府

2480 岨　宗介 ソワ　ソウスケ 三重県 The Breakers 2559 ⼩川　重成 オガワ シゲナリ 広島県

2481 古野　篤志 フルノ　アツシ 愛知県 中央AC 2560 ⾕⼝　司 タニグチ ツカサ 兵庫県 シラサギサイクル・レーシングチーム

2482 ⼭本　敬太 ヤマモト ケイタ 京都府 2561 俊　和憲 シュン　カズノリ ⼤阪府 BLAST

2483 ⼭⽥　雄宗 ヤマダ　タケヒロ 兵庫県 Lontano宝塚 2562 ⻤塚　浩之 オニツカ ヒロユキ 岐⾩県

2484 ⽵本　典寛 タケモト ノリヒロ ⼤阪府 TEAM　AXIS 2563 福原　貴知 フクハラ タカトモ 奈良県 バイシクルカラー/⼤正池倶楽部

2485 中⻄　武徳 ナカニシ タケノリ 愛知県 ＮＷ★ＦＣ 2564 ⽻島　英雄 ハジマ ヒデオ 千葉県

2486 阪井　剛司 サカイ　タケシ ⼤阪府 2565 ⼤久保　和典 オオクボ カズノリ 滋賀県

2487 中嶋　貴 ナカジマ タカシ 愛知県 2566 ⽯井　広喜 イシイ　ヒロキ ⼤阪府

2488 森⼭　正治 モリヤマ マサハル 愛知県 ミツカンヘトヘトクラブ 2567 ⾼宮　崇 タカミヤ タカシ 愛知県 VCBA

2489 近藤　健⼀郎 コンドウ　ケンイチロウ ⼤阪府 2568 濱⽥　健司 ハマダ　ケンジ 滋賀県 チームひろひろ

2490 ⼟⽅　利春 ヒジカタ　トシハル 愛知県 2569 井上　薫 イノウエ カオル 愛知県 ⾃転⾞道　杣坂動物園

2491 梅⽥　英明 ウメダ ヒデアキ 三重県 DMGMORI 2570 井藤　正⼈ イトウ　マサト 岐⾩県 Ｔｅａｍ－DADDY

2492 井上　尚紀 イノウエ　ナオキ 兵庫県 2571 ⻄村　精児 ニシムラ セイジ 滋賀県 LRC

2493 橋本　善明 ハシモト ヨシアキ 滋賀県 2572 ⼭⽥　英司 ヤマダ　エイジ 愛知県

2494 古森　敦義 コモリ　アツヨシ 三重県 FORE★STARS 2573 川島　隆伸 カワシマ　タカノブ ⼤阪府

2495 シミズ　エイジ シミズエイジ　シミズエイジ 三重県 FORE★STARS 2574 林　正直 ハヤシ　マサナオ 京都府 まつゆきチャリダー1⼈者

2496 加藤　丈博 カトウ　タケヒロ 京都府 OPENPRO RACING 2575 ⼩池　智之 コイケ　トモユキ 京都府 ベーリンガー

2497 加茂　義明 カモ　ヨシアキ ⽯川県 2576 藤井　敏史 フジイ　サトシ 京都府

2498 深⽥　崇史 フカダ　タカシ 和歌⼭県 2577 池⽥　浩 イケダ　ヒロシ 埼⽟県 Team GSC

2499 瀧⼭　正樹 タキヤマ　マサキ ⼤阪府 KARASU 2578 北村　悟 キタムラ サトル ⽯川県 バルバクラブカナザワ

2500 廣岡　昇 ヒロオカ　ノボル 滋賀県 LOKO RACING 2579 ⼭⽥　料平 ヤマダ　リョウヘイ 兵庫県 箕⾯サイクリングクラブ

2501 影⽯　真⼀ カゲイシ シンイチ 岐⾩県 2580 前⽥　知秀 マエダ　トモヒデ ⼤阪府

2502 岡⽥　貴嗣 オカダ　タカシ 滋賀県 LOKO RACING 2581 橋本　克徳 ハシモト　カツノリ 福井県 TEAMちょれっく

2503 ⼩野　貴司 オノ　タカシ ⼤阪府 2582 ⾓⽥　久雄 カクタ　ヒサオ 兵庫県 瀬⼾内中年ちゃりんこ団

2504 ⼤⽮　祐⼆ オオヤ　ユウジ 滋賀県 モリノハタケ 2583 塚⽥　顕⽂ ツカダ　アキフミ 滋賀県 チームあえさみこ

2505 野⼝　裕之 ノグチ　ヒロユキ ⼤阪府 サニーサイド松⾕サイクル 2584 多賀　良成 タガ ヨシナリ 滋賀県 ピストンズR

2506 ⼤津　貴史 オオツ　タカフミ 滋賀県 2585 森　英郎 モリ　ヒデオ 愛知県 Team☆M.S.S

2507 ⾚⽊　伸⾏ アカギ ノブユキ 奈良県 Bダッシュ 2586 安⻫　秀朗 アンザイ ヒデアキ 三重県 LEMMINGS2019

2508 堀尾　茂央 ホリオ　シゲオ 愛知県 2587 内⽥　晃央 ウチダ アキオ 兵庫県 kazamidori

2509 葉武　俊明 ハタケ　トシアキ 滋賀県 モリノハタケ 2588 吉⽥　雅司 ヨシダ　マサシ ⼤阪府 tubi

2510 森野　英範 モリノ　ヒデノリ 滋賀県 2589 ⻘野　純典 アオノ　ヨシノリ 徳島県 UNIVERS

2511 ⻑⾕　克⼰ ハセ カツミ 富⼭県 2590 伊藤　由浩 イトウ　ヨシヒロ 岐⾩県

2512 衛藤　光宏 エトウ ミツヒロ 三重県 SAKAI RACING 2591 庄司　孝志 ショウジ　タカシ 滋賀県 NCBC

2513 ⼩坂　悟 コサカ　サトル 富⼭県 KIZOK 2592 倉貫　信仁 クラヌキ　ノブヒト 福井県

2514 久保　裕 クボ　ユタカ 滋賀県 2593 森井　貴寛 モリイ　タカヒロ 福井県 前⼯チャリ部

2515 川崎　正展 カワサキ　マサノリ 京都府 2594 村井　義明 ムライ　ヨシアキ 京都府 PRT KOSEKI

2516 ⾼橋 哲也 タカハシ テツヤ 愛知県 ⼈⼒⾞ 2595 ⽟村　公⼆ タマムシ　コウジ 愛知県

2517 佐村　昭⼆ サムラ　ショウジ 岐⾩県 LCC 2596 村瀬　⽂也 ムラセ　フミナリ 岐⾩県 LCC

2518 川村　勝久 カワムラ カツヒサ ⼤阪府 つうばいつうR 2597 ⿇⽥　潤 アサダ　ジュン 京都府

2519 原　⼀樹 ハラ カズキ ⼤阪府 RCCOSK 2598 松葉　保男 マツバ ヤスオ 奈良県 まほロバRC-多武峰朝練

2520 藤川　敬 フジカワ タカシ 滋賀県 藤川洋品店 2599 今枝　寛 イマエダ カン 愛知県 尾張トライアスロンクラブ

2521 ⽯坂　洋⼀ イシザカ　ヨウイチ 愛知県 TEAM SIMIZU 2600 井上　勝貴 イノウエ　マサキ 滋賀県 NPS

2522 天春　徹也 アマガス　テツヤ 愛知県 2601 南畑　宏⾏ ミナミハタ　ヒロユキ 静岡県

2523 ⼭本　良⼀ ヤマモト　リョウイチ 兵庫県 2602 宮⽥　真理 ミヤタ マコト 岡⼭県

2524 鈴沖　弘⾏ スズオキ　ヒロユキ 愛知県 2603 ⽥中　貴宏 タナカ　タカヒロ 奈良県

2525 豊嶋　⼤輔 トヨシマ ダイスケ 愛知県 DMCX 2604 原　啓⼈ ハラ ヒロト 愛知県

2526 曽根　謙⼀ ソネ ケンイチ ⼤阪府 エコサイクル 2605 鍛治⾕　伸英 カジタニ　ノブヒデ ⼤阪府 Black TKG

2527 相原　毅 アイハラ タケシ 三重県 Team DTK 2606 真壁　宏志 マカベ ヒロシ ⼤阪府 サイクルクラフト⾼槻

2528 濱⽥　隆雄 ハマダ タカオ 京都府 SPT⾃転⾞同好会 2607 川政　成仙 カワマサ ナリヒサ 兵庫県 宝塚ポスタルwith⿃友

2529 本多　卓也 ホンダ　タクヤ 兵庫県 2608 ⻫藤　哲也 サイトウ　テツヤ 静岡県

2530 東島　弘茂 ヒガシジマ ヒロシゲ 愛知県 ⼩野薬品⾃転⾞同好会 2609 杉本　達哉 スギモト タツヤ 愛知県 シミズサイクル

2531 ⼭⼝　誠司 ヤマグチ セイジ 岐⾩県 愛知⼤学トライアスロン部OB 2610 井上　知則 イノウエ　トモノリ 愛知県 シミズサイクル

2532 樅⼭　⼤剛 モミヤマ　ダイゴウ 愛知県 @23 2611 ⻄巻　祐吾 ニシマキ　ユウゴ 愛知県

2533 蓑島　貴則 ミノシマ　タカノリ 愛知県 尾張トライアスロンクラブ 2612 ⾕⼝　弘和 タニグチ ヒロカズ 滋賀県 ⽊の家専⾨店⾕⼝⼯務店

2534 三宅　誠 ミヤケ　マコト 愛知県 Kon-do!ちゃり部 2613 本⽥　憲⼀ ホンダ ケンイチ 和歌⼭県 Ｙʼｓ　Ｒａｃｉｎｇ

2535 古⽥　武久 フルタ　タケヒサ 愛知県 ⾃転⾞道 2614 ⽵嶋　由樹 タケシマ ヨシキ 愛知県

2536 東⼭　泰造 ヒガシヤマ　タイゾウ ⼤阪府 2615 杉本　光彦 スギモト　ミツヒコ 滋賀県

2537 松岡　洋史 マツオカ ヒロシ 三重県 2616 中村　善宏 ナカムラ ヨシヒロ 京都府 DaikinRacing

2538 富島　英幸 トミシマ　ヒデユキ 三重県 2617 上﨑　尚吾 ウエサキ　ショウゴ 京都府 京都トライアスロンクラブ

2539 森　義幸 モリ　ヨシユキ 愛知県 温泉同好会⼭岳部 2618 妹尾　正春 セオ マサハル ⼤阪府 Team AXIS

2540 向囿　友博 ムコウゾノ　トモヒロ ⼤阪府 サニーサイド 2619 池⽥　誠 イケダ　マコト 兵庫県

2541 柴⽥　慎治 シバタ シンジ 滋賀県 NRC 2620 藤井　隆史 フジイ タカシ ⼤阪府 ゆーごーず

2542 幸⽥　⼒ コウダ　チカラ 兵庫県 2621 福⽥　淳 フクダ ジュン 福井県 チタン⼯房キムラ

2543 若松　祐介 ワカマツ　ユウスケ 徳島県 2622 嶋⽥　幸⼀郎 シマダ　コウイチロウ ⼤阪府 光明池⾃転⾞部

2544 吉⽥　慎⼀ ヨシダ　シンイチ 愛知県 FROG じてんしゃ部 2623 ⾦⾕　修⼀ カネタニ　シュウイチ ⽯川県 パワーキック

2545 ⾚坂　陽⼀ アカサカ　ヨウイチ ⼤阪府 本町クラブ堺 2624 ⻄尾　清史 ニシオ　キヨフミ ⼤阪府 CCOPP

2546 児⽟　利光 コダマ　トシミツ ⼤阪府 N.t.L!!! 2625 ⼩川　正清 オガワ マサキヨ ⽯川県 バルバクラブカナザワ

2547 ⼩島　⼀訓 コジマ　カズクニ 京都府 安全第⼀ 2626 稲⽥　定満 イナダ　サダミツ 三重県

2548 神⾕　秀典 カミヤ ヒデノリ 愛知県 CREST 2627 岡本　壮⼀郎 オカモト ソウイチロウ 岐⾩県 O-RACING

2549 井⼝　昭⼆ イグチ　ショウジ ⼤阪府 岸和⽥ツーリングクラブ 2628 藤岡　⼀成 フジオカ カズナリ 愛知県 heracles & erogestone

2550 駒⽔　亘 コマミズ　ワタル 滋賀県 ストラーダライダーズ 2629 ⾼須　庸仁 タカス　ノブヒト 愛知県 ニュートラル銀輪倶楽部

2551 清井　良治 キヨイ　リョウジ 奈良県 チームRENA 2630 渡瀬　智⼰ ワタセ トモキ ⼤阪府 DRCC

2552 ⽩桃　智将 シラモモ　トモユキ ⼤阪府 2631 ⽔⾕　卓也 ミズタニ　タクヤ 愛知県

2553 ⽵内　栄哉 タケウチ　ヒデヤ 静岡県 チームナロー 2632 辻　英資 ツジ　ヒデシ 京都府 ポッポ

2554 東森　稔 トウモリ　ミノル 滋賀県 チームみのる 2633 才野　篤 サイノ アツシ 滋賀県 MegaHips

2555 配川　知之 ハイカワ トモユキ 滋賀県 ストラーダ・レーシング 2634 伊⾖野　貴 イズノ　タカシ ⼤阪府



2635 宮先　俊光 ミヤサキ トシミツ 富⼭県 BBB.A 2714 仲村 剛 ナカムラ ツヨシ 三重県 鈴ハイ

2636 ⽮盛　久登 ヤモリ　ヒサト 京都府 ストラーダ 2715 多賀 敏⾏ タガ トシユキ 岐⾩県 Crazy Train R

2637 粟飯原　光広 アイバラ　ミツヒロ 千葉県 cycleborg@TAG 2716 波多野 友昭 ハタノ トモアキ 岐⾩県

2638 吉川　⼀仁 ヨシカワ　カズヒト 静岡県 2717 ⼩松 知也 コマツ トモヤ 静岡県 坂本整形外科

2639 中⾕　健⼀ ナカタニ ケンイチ ⼤阪府 2718 ⽔⽥ 将広 ミズタ マサヒロ ⼤阪府

2640 ⽵⽥　求⼀ タケダ　モトカズ ⼤阪府 AXIS 2719 勝井 達也 カツイ タツヤ 京都府

2641 三⽥村　裕樹 ミタムラ　ヒロキ 福井県 2720 ⼭本 輝喜 ヤマモト テルキ 三重県

2642 中⼭　順 ナカヤマ ジュン 徳島県 モー堀ヒルクライム部 2721 坂本 幸信 サカモト ユキノブ 京都府 PRT KOSEKI

2643 伊原　修 イハラ オサム 愛知県 2722 兵頭 健治 ヒョウドウ ケンジ 滋賀県 ちーむ　ぽんちゃん

2644 ⽊下　俊男 キノシタ トシオ 東京都 クラブGiro 2723 奥野 康司 オクノ コウジ 京都府 LOKO RACING

2645 渡邉　将⽣ ワタナベ ノブオ 愛知県 2724 横⽥ 純⼀ ヨコタ ジュンイチ ⼤阪府

2646 柴⽥　義政 シバタ　ヨシマサ 愛知県 2725 市川 稔 イチカワ ミノル 愛知県

2647 ⽯川　秀樹 イシカワ　ヒデキ 愛知県 2726 宮川 健⼠ ミヤガワ ケンジ 奈良県

2648 松本　純 マツモト　ジュン ⼤阪府 内平野⾃転⾞同好会 2727 駒形 知彦 コマガタ トモヒコ 京都府

2649 伊津野　英昭 イツノ ヒデアキ 奈良県 内平野⾃転⾞同好会 2728 ⽚⼭ 敬仁 カタヤマ ケイジ 京都府

2650 ⽮島　航 ヤジマ ワタル 滋賀県 FUKADAまじりんぐ 2729 川畑 雅之 カワバタ マサユキ ⼤阪府

2651 川副　佳之 カワゾエ ヨシユキ 静岡県 2730 ⻑尾 智哉 ナガオ トモヤ ⼤阪府

2652 川越　佳明 カワゴエ　ヨシアキ ⼤阪府 2731 浅川 敦史 アサカワ アツシ 愛知県

2653 岩井　英則 イワイ　ヒデノリ 愛知県 2732 ⻄川 洋司 ニシカワ ヒロシ 滋賀県

2654 加藤　賢⼆ カトウ　ケンジ 愛知県 2733 ⼾⾕ 健太郎 トダニ ケンタロウ 愛知県

2655 樋⼝　貢 ヒグチ　ミツグ ⼤阪府 いちもくさん 2734 濱中 伸互 ハマナカ シンゴ 愛知県 Team☆M.S.S

2656 ⼭⽥　寛⾂ ヤマダ ヒロオミ 岐⾩県 2735 ⽥仲 勇 タナカ イサム 京都府

2657 早福　寿史 ソウフク　スズシ 神奈川県 Force 2736 正福寺 孫広 ショウフクジ マゴヒロ 愛知県

2658 永⽥　篤 ナガタ　アツシ 奈良県 ベッキーシクロクロス（hill climb） 2737 河野 暢 コウノ ミツル ⼤阪府

2659 ⾕⼝　純⼆ タニグチ　ジュンジ 愛知県 2738 神⽥ ⽂男 カンダ フミオ ⼤阪府 DRCC

2660 河野　豊 コウノ ユタカ 奈良県 EUROWORKS 2739 武⽥ 篤志 タケダ アツシ ⼤阪府 tama

2661 ⽯井　秀明 イシイ ヒデアキ ⼤阪府 サニーサイド 2740 ⽊村 和裕 キムラ カズヒロ 愛知県 ⾃由輪

2662 ⾚地　靖彦 アカチ　ヤスヒコ 岐⾩県 2741 樅⼭　⼤剛 モミヤマ　ダイゴウ 愛知県

2663 上垣　雅史 ウエガキ　マサシ ⼤阪府 2742 南平 喜代和 ナンペイ キヨカズ ｋｃｒ　＝　kiyoshi cycle racing

2664 ⼤⽮　毅 オオヤ　ツヨシ 岐⾩県 falco岐⾩ 2743 松浦 潤 マツウラ ジュン

2665 堀⽥　俊則 ホッタ　トシノリ 愛知県 2744 今井 啓太 イマイ ケイタ

2666 ⽥中　正治 タナカ　マサハル 滋賀県 2745 渕⽥ 泰⼠ フチタ タイシ アールサイクリング同好会

2667 能⼾　雄⼀ ノト ユウイチ ⼤阪府 Team PREMAVERA 2746 服部 静敏 ハットリ　シズトシ 岐⾩県 La Finale

2668 市埜　吉孝 イチノ ヨシタカ 福井県 ⾼野建具店 2747 奥上 尉希 オクガミ ヤスキ ⼤阪府 O.H.S⼤阪ヒルクライム同好会

2669 北川　勝⼰ キタガワ　カツミ ⽯川県 北川住設

2670 三⽊　裕⼀ ミキ　ユウイチ 富⼭県 バルバクラブ タカオカ 8．男⼦G（50歳〜59歳） 436名

2671 ⻄⼭　伸幸 ニシヤマ　ノブユキ 滋賀県 No. ⽒名 フリガナ 都道府県 チーム名

2672 ⼭⼝　剛 ヤマグチ　ツヨシ 愛知県 2751 中河　義和 ナカガワ　ヨシカズ 兵庫県 HM2T

2673 芳賀　正宜 ハガ マサヨシ 愛知県 2752 中津　信⼆ ナカツ　シンジ ⼤阪府 整備⾃転⾞部

2674 湯澤　啓介 ユザワ　ケイスケ 愛知県 サイクルマスター 2753 加藤　勝裕 カトウ　カツヒロ 静岡県 team NARO 

2675 舩⽊　学 フナキ　マナブ 滋賀県 2754 ⽟置　卓志 タマオキ タカユキ 兵庫県 ちーむたまやん

2676 的場　勝仁 マトバ カツヒト 愛知県 TCC-SPEED通勤⾼速 2755 林⽥　俊策 ハヤシダ シュンサク ⾹川県 ⼤⼈の⾃転⾞部

2677 鈴⽊　誠 スズキ マコト 岐⾩県 2756 寒川　広喜 カンガワ　ヒロキ ⼤阪府

2678 渋⾕　真⼆ シブタニ　シンジ 奈良県 チーム みあと 2757 平岡　秀樹 ヒラオカ　ヒデキ 岐⾩県 セキサイ

2679 ⽵島　昭⼀ タケシマ ショウイチ 富⼭県 M-2 2758 徳島　睦夫 トクシマ　ムツオ 広島県 コンクイスタ

2680 池⽥　徹 イケダ　テツ 滋賀県 2759 ⽥中　浩幸 タナカ　ヒロユキ 岐⾩県

2681 松本　清寿 マツモト　キヨトシ 愛知県 2760 ⻘⽊　善郎 アオキ ヨシオ ⼤阪府 TRAP

2682 藤原　誠 フジワラ　マコト 愛知県 2761 ⽥中　祐⼀ タナカ ユウイチ 兵庫県 soleil de l'est

2683 内藤　敬⼀ ナイトウ　ケイイチ 京都府 2762 隼瀬　正博 ハヤセ　マサヒロ 滋賀県

2684 ⼭⽥　⼀博 ヤマダ　カズヒロ ⽯川県 バルバクラブハクサン 2763 松本　健也 マツモト　タケシ 愛知県

2685 ⼤野　武⼈ オオノ　タケヒト 愛知県 2764 上坂　透 コウサカ　トオル 滋賀県

2686 奥平　充男 オクダイラ　ミツオ 京都府 岩井商会サイクルクラブ 2765 ⽊曽　泰隆 キソ　ヤスタカ 愛知県

2687 ⽇吉　康幸 ヒヨシ ヤスユキ 岡⼭県 Team No Problem 2766 福井　芳博 フクイ ヨシヒロ 愛知県 朝⾛ろう団

2688 出原　功 イヅハラ　イサオ 愛知県 BHMC 2767 ⽥中　洋 タナカ ヒロシ ⼤阪府 ヤバイ運⾛屋

2689 ⼭　武史 ヤマ タケシ 愛知県 2768 ⼤⽉　和夫 オオツキ　カズオ ⼤阪府 ナカガワRC

2690 勝⽥　仁 カツダ ヒトシ 岡⼭県 2769 ⼤橋　佳太 オオハシ ケイタ 三重県 ダブルインナー

2691 海端　孝治 ウミバタ コウジ 滋賀県 敦賀セメント（株）⾃転⾞部 2770 ⽵⽥　豊 タケダ　ユタカ ⼤阪府 つぅばぃつぅR

2692 吉⽥　憲弘 ヨシダ ノリヒロ 福井県 敦賀セメント（株）⾃転⾞部 2771 内⼭　喜道 ウチヤマ　ヨシミチ 愛知県 ステリプロ

2693 松原　正典 マツバラ マサノリ ⼤阪府 チーム・ガチャピン 2772 寺浦　正晃 テラウラ マサアキ ⼤阪府

2694 杉原　貴弘 スギハラ　タカヒロ 愛知県 Team　Bakeratta 2773 前原　繁 マエハラ　シゲル 愛知県

2695 中村　忠之 ナカムラ　タダシ 滋賀県 NRC 2774 藤原　広太郎 フジワラ コウタロウ ⼤阪府 チームｉ

2696 藤⽥　隆宏 フジタ　タカヒロ ⼤阪府 2775 ⻄江　修⼀ ニシエ　シュウイチ ⽯川県

2697 ⾒舘　俊治 ミタテ　トシハル 京都府 2776 猪⿅倉　靖博 イガクラ　ヤスヒロ 愛知県

2698 ⾜⽴　英之 アダチ ヒデユキ 愛知県 2777 浅野　雅⼈ アサノ　マサト 愛知県 ⼤⼤⼤吉

2699 嘉数　昇太郎 カカズ ショウタロウ 三重県 ターミネーターRT 2778 吉⽥　要 ヨシダ　カナメ ⼤阪府 ラビットストリート

2700 ⼭⼝　伸⼀ ヤマグチ シンイチ 福井県 ⾼野建具店 2779 廣瀬　伸次 ヒロセ　シンジ 滋賀県 市⽴⻑浜病院

2701 増⽥　泰 マスダ　ヤスシ 愛知県 2780 ⽊村　達雄 キムラ タツオ 三重県 ブレイカーズ

2702 濱⽥　康夫 ハマダ　ヤスオ 滋賀県 GPT 2781 杉江　嘉蔵 スギエ ヨシタダ 滋賀県 au ventoux

2703 梅本　伸⾏ ウメモト ノブユキ 愛知県 ぴっとレーシング 2782 杉江　⾼司 スギエ タカシ 滋賀県 au ventoux

2704 雑賀　正⾏ サイカ　マサユキ 和歌⼭県  TEAM  SANREMO 2783 吉本　淳⼀ ヨシモト　ジュンイチ ⼤阪府

2705 吉⽥　圭介 ヨシダ　ケイスケ ⼤阪府 2784 依⽥　茂樹 ヨリタ　シゲキ 滋賀県 Big Lake

2706 安藤　篤史 アンドウ　アツシ 三重県 KCKサイクリングクラブ 2785 ⼭元　勝宜 ヤマモト　カツヨシ 滋賀県 好き勝⼿サイクリング部

2707 花村　浩⼆ ハナムラ　コウジ 愛知県 PLUS ULTRA 2786 中野　芳樹 ナカノ ヨシキ ⼤阪府

2708 飯塚　洋司 イイツ゛カ ヒロシ 福井県 飯塚 モータース 2787 ⽶⽥　雅昭 ヨネダ　マサアキ 奈良県 BʼRacing ちゃりんこ部

2709 今井　裕之 イマイ ヒロユキ 岐⾩県 クロスジョーカー 2788 廣瀬　尚紀 ヒロセ ナオキ ⼤阪府 つうばいつうレーシング

2710 稲川 英樹 イナガワ ヒデキ 岐⾩県 2789 中　明雄 ナカ　アキオ 三重県

2711 ⽔野 強志 ミズノ ツヨシ 滋賀県 2790 宮﨑　博久 ミヤザキ ヒロヒサ ⼤阪府 ⾼齢者の会

2712 寺本 智教 テラモト トモノリ 滋賀県 2791 ⼩川　⾦也 オガワ キンヤ 東京都 オッティモ

2713 ⼤賀 興⼀郎 オオガ コウイチロウ ⼤阪府 2792 上⽥　幸司 ウエダ コウジ 京都府 kcr



2793 ⽊村　薫敏 キムラ　シゲトシ 徳島県 UNIVERS 2873 ⼩⼭　晃弘 コヤマ　アキヒロ 愛知県

2794 川⼝　伊智朗 カワグチ イチロウ 和歌⼭県 RC:shirahama 2874 岩崎　秀紀 イワサキ ヒデキ 三重県 S-ride cycling team

2795 森　恒⽣ モリ　ツネオ ⼤阪府 2875 ⽊村　亮 キムラ リョウ 奈良県 必死のパッチ

2796 楠　健司 クスノキ　ケンジ 京都府 どすこい9ers 2876 伊藤　正彦 イトウ　マサヒコ 岐⾩県 チームゴジラ

2797 ⼭家　康之 ヤマガ　ヤスユキ 三重県 2877 吉⽥　隆司 ヨシダ タカシ ⼤阪府 サイクルガレージ KCS

2798 井上　浩孝 イノウエ ヒロタカ 静岡県 2878 ⾼⼭　伸好 タカヤマ　ノブヨシ 京都府 ロカカカ

2799 坂⼝　稔 サカグチ　ミノル 愛知県 2879 北川　昭治 キタガワ ショウジ 福井県 バルバクラブフクイ

2800 ⻄本　尚弘 ニシモト タカヒロ 京都府 La Tartaruga 2880 南東　勝美 ナントウ カツミ 福井県 バルバクラブフクイ

2801 杉浦　正 スギウラ タダシ 愛知県 JTEKT 2881 ⽯原　裕康 イシハラ ヒロヤス 愛知県 チームタフ

2802 ⾕　幸司 タニ コウジ 兵庫県 ダムダム団シニア 2882 答島　豊 コタジマ　ユタカ 徳島県

2803 ⻄野　裕治 ニシノ　ユウジ ⼤阪府 2883 松並　孝⾄ マツナミ　タカシ 奈良県 まほロバＲＣ

2804 宮下　裕史 ミヤシタ　ヒロシ ⼤阪府 2884 倉⾒　祐史 クラミ　ユウジ 愛知県 THG

2805 寺川　信⼀ テラカワ　シンイチ 京都府 プレスト 2885 佐伯　仁之 サイキ ヒトユキ 京都府

2806 ⼭根　修⼀ ヤマネ　シュウイチ 京都府 2886 ⼤川　順⼀ オオカワ　ジュンイチ 愛知県 アスファルトキッズ

2807 和佐⽥　覚 ワサダ　マナブ 愛知県 カンピオーネ  2887 上⽥　哲也 ウエダ テツヤ 京都府 OPENPRO RACING

2808 下泉　哲 シモイズミ　テツ 兵庫県 TEAM  PONTE 2888 ⾦澤　剛久 カナザワ ヨシヒサ ⻑野県

2809 家⽥　豊 イエダ　ユタカ 愛知県 2889 ⽥村　正 タムラ タダシ ⼤阪府 Team　Green　Road

2810 松崎　清忠 マツザキ　キヨタダ 愛知県 2890 ⻄ノ園　秀樹 ニシノソノ　ヒデキ ⼤阪府 チーム時速ヒトケタ

2811 成⼾　良平 ナルト　リョウヘイ 岐⾩県 2891 勝部　厚司 カツベ　アツシ 京都府 p.sukikatte cycle club

2812 ⽴⽊　昌幸 ツイキ　マサユキ 岐⾩県 ⼤垣CSC 2892 芝⾕　年康 シバタニ　トシヤス 京都府 presto

2813 ⼭岡　秀樹 ヤマオカ　ヒデキ ⼤阪府 2893 早崎　⼀⼈ ハヤサキ　カズヒト 富⼭県 BBB.A

2814 市岡　恒明 イチオカ　ツネアキ 三重県 2894 ⼆川　和成 ニカワ カズナリ ⼤阪府 Team スクアドラ

2815 福⽥　利之 フクダ　トシユキ 愛知県 shoros 2895 ⻘柳　茂晴 アオヤギ シゲハル 滋賀県 ＦＣＣサイクリングクラブ

2816 中村　光宏 ナカムラ ミツヒロ 京都府 2896 ⻄川　幸伸 ニシカワ ユキノブ 三重県 あくりる屋

2817 ⼤野　啓介 オオノ　ケイスケ 三重県 2897 河合　盾⼀郎 カワイ シ゛ュンイチロウ 愛知県 指笠RC

2818 辻　仁志 ツジ　ヒトシ 京都府 2898 東出　吉晃 ヒガシデ　ヨシアキ 愛知県 ぴっとレーシング

2819 横⼿　宏彰 ヨコテ ヒロアキ ⼤阪府 チームi 2899 檜⼭　聡 ヒヤマ　サトシ ⼤阪府 PRESTO

2820 向井　久護 ムカイ　キュウゴ ⼤阪府 チャリboo53 2900 京藤　伸弘 キョウトウ ノブヒロ 京都府 ＧＳユアサ

2821 ⻫藤　祐嗣 サイトウ ユウジ 愛知県 2901 ⻑⾕川　善雄 ハセガワ ヨシオ 愛知県 MSR

2822 ⽯原　タカオ イシハラ　タカオ 岐⾩県 2902 宮崎　昭博 ミヤザキ　アキヒロ 愛知県 アズビル

2823 古⽥　克典 フルタ　カツノリ 愛知県 2903 池⽥　正之 イケダ マサユキ 静岡県 BC.TIMERS

2824 道券　宣浩 ドウケン　ノリヒロ ⽯川県 TONDEMO CLUB 2904 永井　栄⼀ ナガイ　エイイチ ⼤阪府 Team  Allegro Vivace

2825 ⽥嶋　良宏 タシ゛マ ヨシヒロ ⻑野県 albicocca chikuma 2905 塚⽥　均 ツカダ ヒトシ ⼤阪府

2826 村上　悟 ムラカミ サトル 兵庫県 BJC 2906 内藤　雄作 ナイトウ　ユウサク 奈良県 キャノンデール⼼斎橋

2827 岡本　⿓治 オカモト　リュウジ ⼤阪府 2907 ⾜⽴　考司 アダチ タカシ ⼤阪府

2828 上川　芳弘 ウエカワ ヨシヒロ 三重県 ブレイカーズ 2908 榎本　敦久 エノモト　アツヒサ 和歌⼭県 遊輪クラブ

2829 薗　雅宏 ソノ　マサヒロ 奈良県 AXIS 2909 宇⽥　英徳 ウダ　ヒデノリ ⼤阪府 つうばいつうR

2830 伊達　秀⼆ ダテ シュウジ 広島県 くごう鍼灸院 2910 伊藤　雄介 イトウ ユウスケ 愛知県 いとう内科クリニックRT

2831 松岡　右典 マツオカ アキノリ 兵庫県 チーム闇⾛〜(≧▽≦)2019 2911 永井　克彦 ナガイ　カツヒコ 愛媛県

2832 川瀬　重明 カワセ　シゲアキ 滋賀県 2912 林　修 ハヤシ　オサム 徳島県 ＴＫＦ

2833 ⽊村　浩⼆郎 キムラ コウジロウ 滋賀県 2913 村⽥　孝幸 ムラタ タカユキ ⼤阪府 ベッキーシクロクロス

2834 ⽊村　保 キムラ タモツ 愛知県 LEGGERO 2914 今井　義信 イマイ ヨシノブ 岐⾩県 ⼤垣CSC

2835 宮崎　守成 ミヤサキ　モリミチ 京都府 KCT 2915 宇⽥　徹 ウダ　トオル ⼤阪府 dhccc

2836 梅本　久貴 ウメモト　ヒサタカ 和歌⼭県 遊輪館 2916 草加　修司 クサカ　シュウジ 滋賀県 ビワoneメテオ

2837 林　孝英 ハヤシ タカヒデ 岐⾩県 ⼤垣ピストンズ 2917 ⻫藤　順⼀ サイトウ　ジュンイチ 滋賀県  LOKO RACING

2838 鈴⽊　政輝 スズキ マサキ 愛知県 2918 吉⻑　広秋 ヨシナガ ヒロアキ 兵庫県

2839 ⻄村　裕司 ニシムラ ヒロシ 京都府 PRESTO 2919 冨澤　健三 トミザワ ケンゾウ ⼤阪府 チームI

2840 ⼭代　しづお ヤマシロ　シヅオ ⼤阪府 レバンＲＴ 2920 ⻄村　博 ニシムラ ヒロシ 愛知県 だるま

2841 仲村　永志 ナカムラ　エイジ ⼤阪府 2921 濱本　静夫 ハマモト シズオ 兵庫県 HM2T

2842 篁　雄⺒ タカムラ ユウジ 京都府 スペリアーモ・イワイ 2922 三宅　哲也 ミヤケ テツヤ ⼤阪府

2843 松下　隆 マツシタ　タカシ ⼤阪府 2923 吉⽥　伸⼀ ヨシダ　シンイチ 愛知県

2844 沼野　⻫ ヌマノ ヒトシ ⼤阪府 ENDLESS 2924 瀧⼭　雅春 タキヤマ　マサハル 兵庫県

2845 ⼤友　幹夫 オオトモ ミキオ 岡⼭県 チーム 登るんじゃー 2925 池⽥　⼀則 イケダ　カズノリ 愛知県 Gyrfalcon

2846 安⽥　克⼰ ヤスダ カツミ 三重県 2926 ⽊村　昇 キムラ ノボル ⽯川県 つうばいつうR

2847 櫻井　亮太 サクライ リョウタ 三重県 2927 脇⽥　守康 ワキダ モリヤス 愛知県

2848 ⾼島　祐介 タカシマ　ユウスケ 岐⾩県 2928 酒巻　和彦 サカマキ　カズヒコ ⼤阪府 BLAST

2849 ⼤⻄　利実 オオニシ トシミ 三重県 臨時漕会 2929 ⻑⾕　常明 ハセ　ツネアキ 兵庫県 Companio Kobe

2850 野⼝　哲⽣ ノグチ　テツオ 三重県 ニッタ⾃転⾞部 2930 伊原　貫司 イハラ カンジ 愛知県

2851 中尾　徹 ナカオ　トオル 愛知県 2931 中村　泰 ナカムラ タイ 三重県 team NCL

2852 畑⽥　記秀 ハタダ　ノリヒデ 京都府 2932 外⼭　和彦 トヤマ　カズヒコ 静岡県 ＦＲＤ

2853 ⻘⼭　昌司 アオヤマ　マサシ 徳島県 Team Libero 2933 浜崎　豊 ハマサキ　ユタカ 兵庫県

2854 ⽥中　良⼆ タナカ　リョウジ 愛知県 朝⾛ろう団 2934 ⼤野　匡司 オオノ　マサシ ⼤阪府

2855 岸野　靖弘 キシノ ヤスヒロ ⼤阪府 Team AXIS 2935 ⼭本　昌秀 ヤマモト　マサヒデ 滋賀県

2856 濱⼝　敬治 ハマグチ　ケイジ 三重県 2936 中村　⼲城 ナカムラ　タテキ 愛知県

2857 濵⽥　靖彦 ハマダ ヤスヒコ 三重県 2937 松野　朗 マツノ　アキラ 岐⾩県

2858 永井　伸明 ナガイ　ノブアキ ⼤阪府 SUNZOKU 2938 ⾚井　信太郎 アカイ　シンタロウ 滋賀県 NRC

2859 ⽷原　正明 イトハラ　マサアキ 三重県 CYCLING TEAM JUSTICE 2939 ⽥中　聖史 タナカ セイシ 愛知県 ミツカンヘトヘトクラブ

2860 福地　幸雄 フクチ　ユキオ 京都府 京佃煮わらじや 2940 福井　孝明 フクイ　タカアキ 滋賀県 好き勝⼿サイクリング部

2861 ⼭⽥　修司 ヤマダ　シュウジ 京都府 京佃煮わらじや 2941 奈良　正⼀ ナラ ショウイチ 愛知県 天狗党

2862 菊池　孝信 キクチ　タカノブ 京都府 2942 北野　善⽂ キタノ ヨシフミ 兵庫県 姫路ツーリングクラブ

2863 ⾠⺒　公司 タツミ　コウジ 奈良県 ニッタ⾃転⾞部/多武峰朝練 2943 澤井　和男 サワイ カズオ 岐⾩県

2864 林　茂伸 ハヤシ シゲノブ 三重県 Team DTK 2944 ⻑澤　達男 ナガサワ　タツオ ⼤阪府 飯盛⼭登坂部

2865 紺　利宏 コン トシヒロ 滋賀県 サイクルロードエイト 2945 秋⽥　和彦 アキタ カズヒコ 愛知県 DENSO RACING

2866 清⽔　達彦 シミズ タツヒコ 岐⾩県 2946 ⼆ッ⽊　雅之 フタツギ　マサユキ 愛知県

2867 福地　祥晃 フクチ　ヨシアキ 岐⾩県 イビデン⾃転⾞部 2947 柘植　稔久 ツゲ　トシヒサ 愛知県

2868 樋野　明宏 ヒノ　アキヒロ ⼤阪府 Team　Allegro　Vivace 2948 原⽥　敏浩 ハラダ　トシヒロ 奈良県

2869 松永　眞理⽣ マツナガ マリオ 愛知県 ちゃりん娘中部サポーターズ 2949 平林　靖久 ヒラバヤシ　ヤスヒサ ⼤阪府 コア趣味友の会

2870 ⽩⽯　明 シライシ　アキラ ⼤阪府 2950 縄⽥　久仁夫 ナワタ クニオ 愛知県 Avelon

2871 江頭　元 エガシラ ハジメ 愛知県 Bakatorque 2951 廣⽥　俊夫 ヒロタ　トシオ 岐⾩県 フットワークRC

2872 國保　克司 コクボ カツシ 三重県 ザ・ブレイカーズ 2952 林　秀是 ハヤシ ヒデユキ 愛知県 Liberta



2953 ⻄村　健治 ニシムラ　ケンジ 滋賀県 3033 飯嶋　浩 イイジマ　ヒロシ 京都府

2954 鈴⽊　通之 スズキ　ミチユキ 愛知県 3034 ⼩川　光章 オガワ ミツアキ ⼤阪府 ⼤産⼤A.C.OB

2955 今川　保美 イマガワ ヤスミ ⽯川県 パワーキック 3035 岩渕　淳 イワブチ　アツシ ⼤阪府 Jokers

2956 奥⽥　健⼀ オクダ ケンイチ 岐⾩県 3036 ⽯原　康之 イシハラ ヤスユキ ⼤阪府 TEAM PRIMAVERA

2957 丸⼭　伸幸 マルヤマ ノブユキ 岐⾩県 3037 坂⾒　勝教 サカミ　ヨシノリ 兵庫県

2958 東　博 ヒガシ　ヒロシ 兵庫県 3038 新美　浩史 ニイミ　ヒロシ 愛知県 DESTRA

2959 作⽥　康久 サクダ ヤスヒサ 愛知県 3039 飯泉　仁美 イイズミ ヒトミ 京都府 SPT⾃転⾞同好会

2960 海野　裕⼈ ウンノ　ヒロト 静岡県 パリブレスト 3040 今井　豊裕 イマイ トヨヒロ 滋賀県

2961 深瀬　康夫 フカセ ヤスオ 愛知県 3041 ⼤橋　達也 オオハシ　タツヤ 愛知県 カミハギサイクル

2962 ⽩⽯　浩⼀ シライシ　コウイチ 富⼭県 FBS100 3042 林　茂⽣ ハヤシ　シゲオ 兵庫県

2963 ⽊村　治 キムラ オサム 奈良県 まほロバRC 3043 アシュリマン　グレゴリー アシュリマン　グレゴリー ⼤阪府

2964 樋⼝　雄⼀ ヒク゛チ ユウイチ ⼤阪府 Team Hi 3044 辻村　靖裕 ツジムラ ヤスヒロ 愛知県

2965 栗⽥　和典 クリタ　カツノリ ⼤阪府 3045 藤吉　健市 フジヨシ　ケンイチ 愛知県 ⽝⼭ポタリングクラブ

2966 鈴⽊　基康 スズキ　モトヤス 静岡県 3046 伊藤　裕久 イトウ ヒロヒサ 愛知県

2967 ⼤橋　⿓美 オオハシ　タツミ 岐⾩県 3047 倉内　友孝 クラウチ トモタカ ⼤阪府

2968 近藤　陽⼀ コンドウ ヨウイチ 滋賀県 ビワoneメテオ 3048 中尾　朋之 ナカオ　トモユキ 京都府 個⼈参加

2969 安藤　渉⼆ アンドウ ショウジ 愛知県 ansho57 3049 ⽥中　嘉和 タナカ ヨシカズ 京都府 チームふなせんいさみ

2970 川辺　和広 カワベ　カズヒロ ⼤阪府 チームサニーサイド 3050 ⻄⽥　芳和 ニシダ　ヨシカズ ⼤阪府

2971 ⽇野　毅 ヒノ タケシ 兵庫県 Team Hi 3051 ⼤⾕　淳 オオタニ　タダシ 愛知県

2972 岡本　健⼆ オカモト　ケンジ 神奈川県 3052 ⼭中　和彦 ヤマナカ　カズヒコ 京都府

2973 三⾕　雅⼈ ミタニ マサト 京都府 トーヨーCT 3053 村井　⼀幸 ムライ　カズユキ 滋賀県 NCBC

2974 ⽯川　琢也 イシカワ　タクヤ 岐⾩県 3054 岡本　健太郎 オカモト ケンタロウ 愛知県 チームヤマシゲ

2975 ⼤坪　憲幸 オオツボ ノリユキ 岐⾩県 3055 愛葉　祐司 アイバ　ユウジ 愛知県

2976 浜⻄　圭介 ハマニシ　ケイスケ ⼤阪府 3056 ⼭⽥　健⼀ ヤマダ　ケンイチ 京都府 The☆whoo

2977 ⽔⾕　英司 ミズタニ　ヒデシ 愛知県 3057 川岸　光宏 カワギシ　ミツヒロ ⼤阪府 ポッキー

2978 松本　守⼈ マツモト　モリヒト 兵庫県 阿成棒端会 3058 有⾺　譲 アリマ　ユズル 兵庫県 シラサギサイクル

2979 ⽊津　敏仁 キヅ トシヒト ⼤阪府 RinRinClub 3059 濱⼝　直也 ハマグチ　ナオヤ ⼤阪府

2980 ⼩柴　晃 コシバ アキラ 三重県 thingsting 3060 福本　哲也 フクモト テツヤ 三重県 ターミネーターRT

2981 ⾐川　登志之 キヌカワ トシユキ 愛知県 3061 伴　和典 バン　カズノリ 滋賀県 チームフナセン&イサミズシ

2982 寺平　国光 テラヒラ　クニミツ 愛知県 3062 萩原　祥⾏ ハギワラ　ヨシユキ 滋賀県

2983 乾　晃造 イヌイ　コウゾウ 和歌⼭県 3063 ⽊村　育郎 キムラ　イクオ 京都府 ⽮⽥太⼀レーシング

2984 井上　和司 イノウエ　カズシ 愛知県 AMGN794 3064 荒⽥　治彦 アラタ ハルヒコ 愛知県 ミツカンヘトヘトクラブ

2985 寺⾨　徹 テラカド　トオル ⼤阪府 3065 稲吉　裕章 イナヨシ ヒロアキ 愛知県 サイクルマスター

2986 ⽯原　巧 イシハラ タクミ 滋賀県 SPT⾃転⾞同好会 3066 後藤　英之 ゴトウ ヒデユキ 愛知県 チームみずがめ

2987 若園　明裕 ワカゾノ アキヒロ 岐⾩県 Footwork 3067 平⽥　浩之 ヒラタ ヒロユキ 愛知県 いかれポンチ

2988 野瀬　良樹 ノセ　ヨシキ ⼤阪府 &MORE; 3068 河合　政治 カワイ セイジ 愛知県 いかれポンチ

2989 上村　裕和 ウエムラ　ヒロカズ 奈良県 キャノンデール⼼斎橋，RCC 3069 今井　浩 イマイ　ヒロシ ⼤阪府 チームわかば

2990 ⼭⽥　昇 ヤマダ ノボル 埼⽟県 3070 德⼭　⽂⼈ トクヤマ　フミヒト ⼤阪府

2991 ⽥中　愼 タナカ　マコト 兵庫県 ⼤阪ヒルクライム同好会 3071 ⽚⼭　真明 カタヤマ　マサハル 京都府

2992 安⽥　輝 ヤスダ アキラ 東京都 3072 北村　哲也 キタムラ　テツヤ 和歌⼭県 ゆうりんかん

2993 岩⽥　聡 イワタ　サトシ 愛知県 名城ARC 3073 前⽥　卓哉 マエダ　タクヤ 滋賀県

2994 岡⽥　隆 オカダ　タカシ 静岡県 浜松サイクリングクラブ 3074 ⾚澤　和徳 アカザワ カズノリ 岡⼭県 チーム・グランプッチ

2995 市原　ツタヲ イチハラ　ツタヲ 岐⾩県 ⼤垣ピストンズ 3075 北⼝　能章 キタグチ ヨシアキ 京都府

2996 池本　幸男 イケモト　ユキオ ⼭⼝県 HIDEO MAX HEART 3076 ⾼⽥　晋司 タカダ　シンジ 愛知県

2997 太⽥　毅 オオタ　タケシ ⼤阪府 3077 川端　孝治 カワバタ コウジ 愛知県 ドドンパ

2998 ⼭本　克⼰ ヤマモト カツミ 愛知県 3078 安達　裕⻑ アダチ ヒロナガ 岐⾩県 どんとこい︕︕

2999 中野　哲雄 ナカノ　テツオ ⼤阪府 3079 元井　和彦 モトイ カズヒコ 京都府 シャカリキレーシング

3000 ⽵内　英⼆ タケウチ エイジ ⼤阪府 OUMEDOS 3080 ⾼⽊　宏之 タカギ ヒロユキ ⼤阪府 チーム ANNA

3001 ⽇⽐野　勝 ヒビノ　マサル 愛知県 SHALET 3081 稲葉　⼀雄 イナバ　カズオ 京都府 チームポッホ

3002 多々羅　求 タタラ　モトム 岐⾩県 3082 渡辺健司 ワタナベケンジ 京都府 エンドルフィン2

3003 伊東　祐史 イトウ スケフミ 滋賀県 HOSHIZAKI 3083 野々村　博幸 ノノムラ ヒロユキ ⽯川県 TEAM MODENA

3004 塚本　祐司 ツカモト ユウジ 三重県 3084 神⼭　亮 コウヤマ リョウ 滋賀県 ダイキンレーシング

3005 井上　久雄 イノウエ　ヒサオ 岐⾩県 Mazak OCC 3085 柴⽥　仁志 シバタ ヒトシ 岐⾩県

3006 ⼭本　俊和 ヤマモト　トシカズ 京都府 ストラーダライダース 3086 初岡　浩⼀ ハツオカ　コウイチ 愛知県

3007 ⽮野　修⼀ ヤノ シュウイチ ⼤阪府 3087 樋⼝　良弘 ヒグチ　ヨシヒロ 三重県 タートル三重

3008 ⽵内　聡 タケウチ サトシ 愛知県 3088 勝⽥　勝則 カツダ　カツノリ 岐⾩県 釣ったろか

3009 藤村　茂 フジムラ　シゲル 岐⾩県 3089 成瀬　正幸 naruse　tadayuki 愛知県

3010 ⽊⼾　毅　 キド タケシ　 ⼤阪府 本町クラブ 3090 ⽴⽯　明広 タテイシ アキヒロ ⼤阪府

3011 梅村　年幸 ウメムラ　トシユキ 愛知県 3091 ⼭⼝　勝 ヤマグチ　マサル 京都府 チームjamシニア

3012 渡辺　達 ワタナベ　トオル 岐⾩県 DAITRON 3092 永井　久司 ナガイ ヒサシ 富⼭県 BBB.A

3013 加藤　伸⼆ カトウ シンジ 愛知県 3093 森下　恭⾏ モリシタ　ヤスユキ 和歌⼭県 TEAM NEXTSTAGE

3014 佐藤　志樹 サトウ　モトキ 神奈川県 3094 ⾼井　久晃 タカイ　ヒサテル 滋賀県

3015 鯛⾕　洋成 タイタニ ヒロシ 兵庫県 3095 春⽇井　敏之 カスガイ　サトシ 愛知県

3016 安⽥　昌範 ヤスダ　マサノリ 愛知県 3096 三宅　常晴 ミヤケ　ツネハル 岐⾩県 チームエロモ

3017 烏野　浩⼀ ウノ コウイチ ⼤阪府 3097 久留島　⼤輔 クルシマ ダイスケ 岐⾩県 gcsc

3018 森⽥　邦嗣 モリタ クニツグ 愛知県 チームeco one 3098 松川　洋治 マツカワ ヨウジ 福井県 バルバクラブフクイ

3019 溝⼝　敦⼠ ミゾグチ　アツシ 京都府 3099 ⾓屋　良 カドヤ　マコト 兵庫県 つうばいつう

3020 ⼩⽥　春彦 オダ　ハルヒコ 愛知県 3100 荒　修 アラ オサム ⻑野県

3021 杉⼭　⼯ スギヤマ タクミ 愛知県 TMC KCHC 3101 ⼤⻄　嘉美 オオニシ ヨシミ ⼤阪府 内平野⾃転⾞同好会

3022 ⽩神　剛 シラガ ツヨシ 三重県 泗⿊会 3102 ⽥井　直樹 タイ ナオキ 神奈川県

3023 中⾕　秀樹 ナカタニ ヒデキ 京都府 3103 堀　定⾏ ホリ サダユキ 滋賀県

3024 岩⽥　想 イワタ　ソウ 京都府 チームかえたろう 3104 ⽯川　茂男 イシカワ　シゲオ 兵庫県 クライムサイクルスポーツ

3025 中島　英⽐呂 ナカシマ　ヒデヒロ 岐⾩県 かんぽレーシング 3105 清⽔　享 シミズ　トオル ⼤阪府

3026 ⼤堀　和美 オオホリ カズヨシ 和歌⼭県 アバンギャルド和歌⼭ 3106 ⻄沢　頼 ニシザワ　タノム ⼤阪府 TEAM AXIS

3027 ⾼橋　孝司 takahashi　kougi 京都府 3107 湯浅　敏正 ユアサ トシマサ ⽯川県 プリンスロード

3028 ⽇沖　純⼀ ヒオキ ジュンイチ 愛知県 ⾃由輪倶楽部 3108 依⽥　⽂彦 ヨダ　フミヒコ 愛知県 SKR

3029 中條　洋 ナカジョウ　ヒロシ 兵庫県 3109 ⾓屋　裕 カドヤ ユタカ ⼤阪府 つうばいつうＲ

3030 宮脇　満 ミヤワキ ミツル 愛知県 尾張トライアスロンクラブ 3110 庄司　識⼈ ショウジ　ノリヒト 愛知県 M2

3031 三浦　保夫 ミウラ ヤスオ 愛知県 3111 平尾　⼀師 ヒラオ　カズノリ 滋賀県

3032 伊藤　修 イトウ オサム 愛知県



3112 脇坂　佳成 ワキサカ　ヨシナリ 愛媛県 焼⿃⼭⿃レーシング 9．男⼦H（60歳以上） 134名

3113 加藤　壽嗣 カトウ ヒサツグ 京都府 違駄天 No. ⽒名 フリガナ 都道府県 チーム名

3114 中島　正 ナカシマ タダシ 愛知県 3201 ⼤同　毅 ダイドウ タケシ 京都府 KCT

3115 ⿃居　満仁 トリイ　ミツト 愛知県 ZERO to ONE 3202 中川　達哉 ナカガワ　タツヤ ⼤阪府 KCT

3116 吉⽥　武⽂ ヨシダ　タケフミ ⼤阪府 3203 ⽊下　正敏 キノシタ マサトシ 愛知県

3117 ⾕　茂樹 タニ シゲキ ⽯川県 3204 平野　博⾏ ヒラノ ヒロユキ 滋賀県 チームラストスマイル

3118 鈴⽊　郁⼆ スズキ ユウジ ⼤阪府 チーム泥んこプロレス 3205 平岡　⽂男 ヒラオカ　フミオ 奈良県

3119 伊藤　裕章 イトウ ヒロアキ 愛知県 3206 蓑島　靖 ミノシマ　ヤスシ 三重県 ⼀匹狼

3120 藤澤　良介 フジサワ リョウスケ 愛知県 レイノルズ５３１ 3207 前⽥　敏彦 マエダ トシヒコ ⼤阪府 チーム　i　（アイ）

3121 森　由紀夫 モリ ユキオ ⼤阪府 3208 松本　昭雄 マツモト　アキオ 三重県

3122 ⾓⾕　昌浩 カクタニ　マサヒロ ⼤阪府 出前迅速 3209 福⽥　⼀男 フクダ　カズオ 兵庫県

3123 達野　智史 タツノ サトシ 滋賀県 アヤハディオ　堅⽥店 3210 ⻑屋　義隆 ナガヤ ヨシタカ 岐⾩県

3124 岩井　巧 イワイ タクミ ⼤阪府 チーム・サイクルショップイワ井 3211 岡⽥　久幸 オカダ ヒサユキ 静岡県

3125 廣岡　剛 ヒロオカ　ツヨシ 京都府 3212 奥⽥　保夫 オクダ　ヤスオ ⼤阪府

3126 加藤　栄蔵 カトウ エイゾウ 愛知県 GCJP_NAGOYA 3213 浦野　保雄 ウラノ ヤスオ ⼤阪府 ウィンドローバー

3127 近藤　親雄 コンドウ チカオ 愛知県 3214 吉⽥　光廣 ヨシダ　ミツヒロ 愛知県 RISE

3128 ⽵⽣　正幸 タケオ マサユキ 愛知県 ユーロード 3215 加藤　喜丈 カトウ ヨシタケ ⼤阪府 Team スクアドラ

3129 四元　利憲 ヨツモト カズノリ 兵庫県 カワムラサイクルCC 3216 今⻄　健治 イマニシ　ケンジ 京都府 サイクルショップイワ井

3130 櫻井　尚史 サクライ　ヒサシ 愛知県 3217 伊⾹　誠 イコウ マコト 東京都 和⽥サイクルRC

3131 ⾚松　謙⼀ アカマツ　ケンイチ ⼤阪府 3218 ⼩野　博 オノ ヒロシ 滋賀県

3132 本⽥　信吾 ホンダ　シンゴ 愛知県 マキタサイクリング同好会 3219 ⽇⾼　誠⼀ ヒダカ セイイチ 京都府 チームi

3133 道⽊　慎⼆ ドウキ シンジ 愛知県 3220 尾崎　勝⾒ オザキ　カツミ 兵庫県

3134 河村　浩之 カワムラ　ヒロユキ 静岡県 ⽇本平りんりん同好会 3221 渡邊　修市 ワタナベ シュウイチ 愛知県 ＧＦＲ

3135 今井　賢⼀ イマイ　ケンイチ 神奈川県 ＪＣＲ 3222 ⽥中　鐘明 タナカ　カネアキ 愛知県 GFR

3136 佐々⽊　徹男 ササキ　テツオ 滋賀県 3223 佐藤　広志 サトウ ヒロシ 愛知県

3137 平位　和幸 ヒライ　カズユキ 愛知県 BHMC 3224 村瀬　啓治 ムラセ　ケイジ 三重県

3138 池野　忠洋 イケノ タダヒロ 滋賀県 3225 杉本　幸⼀ スギモト コウイチ 滋賀県 ビワoneメティオ

3139 ⽥中　優之 タナカ マサユキ 奈良県 3226 今井　英也 イマイ　ヒデヤ 京都府

3140 昌⼭　秀隆 マサヤマ ヒデタカ 愛知県 シルクロード 3227 松原　弘典 マツバラ コウスケ 奈良県 Euro-worksRacing

3141 関　厚⼆ セキ　コウジ ⼤阪府 3228 河野　勝⼈ カワノ カツト 岐⾩県 アクトアーミー

3142 ⻄⽥　英樹 ニシダ　ヒデキ 滋賀県 AS京都 3229 後藤　豊 ゴトウ ユタカ 愛知県 ぴっとレーシングチーム

3143 齋藤　昌宏 サイトウ　マサヒロ 奈良県 THE TEAM ASUKA 3230 祖⽗江　秀章 ソブエ　ヒデアキ 愛知県

3144 奥⽥　充裕 オクダ ミチヒロ 福井県 敦賀セメント（株）⾃転⾞部 3231 松久　仁夫 マツヒサ　キミオ 愛知県

3145 市川　博 イチカワ　ヒロシ 愛知県 鰻11番(ヒージ) 3232 清⽔　公⼀ シミズ コウイチ 愛知県

3146 泉　隆久 イズミ　タカヒサ ⼤阪府 箕⾯市 3233 寺本　⼀郎 テラモト　イチロウ 愛知県

3147 ⼩⽊　久⽣ コギ　ヒサオ ⼤阪府 3234 飯⽥　益也 イイダ マスヤ 愛知県

3148 杉⼭　泰典 スギヤマ ヤスノリ 岐⾩県 名岐ベンド 3235 古⽥　⼀徳 フルタ　カズノリ 岐⾩県

3149 藤本　仁志 フジモト　ヒトシ 京都府 3236 本⽥　⽇出男 ホンダ ヒデオ ⼤阪府 つうばいつう

3150 平沼　宏⼀ ヒラヌマ　ヒロカズ ⼤阪府 3237 ⽊場　亨 コバ　トオル 広島県 広島市消防局サイクリングクラブ

3151 海⽥　孝⾏ カイダ　タカユキ 岐⾩県 3238 平松　達⼀郎 ヒラマツ　タツイチロウ 愛知県 Liberta

3152 藤⽥　均 フジタ　ヒトシ 京都府 3239 久保⽥　正彦 クボタ　マサヒコ 岐⾩県

3153 瀬⼾　紀夫 セト ノリオ 福井県 バルバクラブフクイ 3240 ⼩松　繁司 コマツ　シゲジ 滋賀県

3154 柴⽥　達⼈ シバタ　タツト 奈良県 なし 3241 ⿊⽥　吉弘 クロダ　ヨシヒロ 京都府 Presto

3155 坂崎　俊治 サカザキ　シュンジ 岡⼭県 3242 ⽵内　富⼠幸 タケウチ　フジユキ 三重県

3156 平沼　良夫 ヒラヌマ　ヨシオ ⼤阪府 チームＫ 3243 ⻫場　孝由 サイバ タカヨシ 愛知県 ドバッツ

3157 牧野　⼀登 マキノ カズト 兵庫県 TUFFSTUFF タフスタッフ 3244 ⾜⽴　貞⾏ アダチ サダユキ 愛知県 クラブGIRO

3158 岩⾕　広隆 イワタニ　ヒロタカ 静岡県 3245 望⽉　正明 モチヅキ　マサアキ 滋賀県 FUKADAまじりんぐ　

3159 河⻄　敬祐 カワニシ　ケイスケ 京都府 SMCC 3246 加藤　敏雄 カトウ　トシオ 愛知県 サイクルショップ　ポパイ

3160 前⽥　浩 マエダ ヒロシ 愛知県 ぴっとレーシングチーム 3247 下⽥　勝幸 シモダ　カツユキ 愛知県

3161 ⽯原　逸司 イシハラ　イツシ 愛知県 3248 藤岡　敏式 フジオカ　トシノリ 滋賀県

3162 越智　将任 オチ マサヒデ 愛知県 3249 村松　義規 ムラマツ ヨシノリ ⽯川県 パワーキック

3163 ⼤阪　英児 オオサカ エイジ ⼤阪府 たろうズ 3250 向井　宗⼀ ムカイ ソウイチ 岡⼭県 MMCてんとうむし

3164 永⽥ 富⼀ ナガタ トミカズ 京都府 The☆whoo＆S.Kcc 3251 杉浦　芳樹 スギウラ　ヨシキ 愛知県 Sleep

3165 宮河 健 ミヤガワ ケン 愛知県 3252 髙坂　智彦 コウサカ　トモヒコ 兵庫県

3166 ⾼橋 邦夫 タカハシ クニオ 兵庫県 3253 渡邊　宇⼀ ワタナベ　ウイチ 兵庫県 でんでんむし

3167 三輪 章 ミワ アキラ 三重県 3254 籔下　富⽣ ヤフ゛シタ トミオ 京都府 SPT⾃転⾞同好会

3168 ⾦⽥ 誠次 カナタ セイジ 京都府 Rise-RT 3255 後藤　清⼀ ゴトウ　セイイチ 奈良県

3169 奥⽥ 喜昭 オクダ ヨシアキ 京都府 3256 ⼩椋　正博 オグラ マサヒロ 岐⾩県 Azzurro

3170 森本 直之 モリモト ナオユキ ⼤阪府 3257 鈴⽊　徹 スズキ トオル ⼤阪府 ナカガワRC   OHC

3171 ⻄川 達夫 ニシカワ タツオ 愛知県 エコワン 3258 松林　英樹 マツバヤシ ヒデキ 京都府

3172 桐村 聡司 キリムラ サトシ 滋賀県 3259 鈴⽊　智晴 スズキ　トモハル 岐⾩県 Team Sirius Japan

3173 曽束 紀夫 ソツカ ノリオ 岡⼭県 3260 ⼩柳津　⿓男 オヤイヅ タツオ 愛知県 天狗党

3174 林 秀樹 ハヤシ ヒデキ 滋賀県 terazon 3261 ⽟⽯　与志雄 タマイシ　ヨシオ ⼤阪府

3175 ⼩⼭ 聡 コヤマ サトシ 滋賀県 3262 野⽥　和夫 ノダ カズオ 愛知県 チームヤマシゲ

3176 樋⼝ 和寿 ヒグチ カズヒサ 奈良県 Team Hi 3263 細川　浩司 ホソカワ コウシ 京都府 堀場製作所⾃転⾞倶楽部

3177 森 孝男 モリ タカオ 愛知県 3264 ⼤槻　道久 オオツキ　ミチヒサ 京都府 Presto

3178 満岡 毅 ミツオカ ツヨシ 京都府 3265 伊藤　孝 イトウ　タカシ ⼤阪府 がに股倶楽部

3179 岡⽥ 幸裕 オカダ ユキヒロ 愛知県 ぴっとレーシングチーム 3266 ⽊多　淳公 キタ アツマサ 兵庫県 Ease Cafe Cycling Club

3180 原 健⼀ ハラ ケンイチ 滋賀県 TEAM衝動 3267 牧井　三郎 マキイ サブロウ 福井県 ちーむ　とと

3181 芳野 正裕 ホウノ マサヒロ 奈良県 FKD Racing 3268 ⼩久保　正彦 コクボ マサヒコ 奈良県 まほろばwith⼤正池グラブ

3182 仲北 善博 ナカキタ ヨシヒロ 滋賀県 3269 江⼝　昌志 エグチ　マサシ 静岡県

3183 新宮 秀美 シングウ ヒデミ 3270 柏原　正仁 カシワバラ　マサヒト 静岡県 team mocs

3184 坂井 裕⼈ サカイ ヒロト ｋｃｒ　＝　kiyoshi cycle racing 3271 深⽥　宏 フカダ　ヒロシ 滋賀県 ＦＵＫＡＤＡまじりんぐ

3185 ⾼⾕ ⼀成 タカタニ カズナリ 3272 荒井　宣善 アライ ノリヨシ 愛知県 ⾃由輪倶楽部

3186 浅野 昌隆 アサノ マサタカ 岐⾩県 La Finale 3273 岩⽥　康也 イワタ ヤスナリ 愛知県



3274 ⼭本　吉孝 ヤマモト　ヨシタカ 静岡県 3370 作⽥　明⼦ サクタ　アキコ 京都府

3275 岩⽥　修 イワタ オサム 滋賀県 FUKADA まじりんぐ 3371 林　明美 ハヤシ 明美 岐⾩県 ⼤垣ピストンズ

3276 佐原　富⼠夫 サハラ フジオ 静岡県 浜名湖トライアスロンクラブ 3372 ⼤友　裕⼦ オオトモ ユウコ 岡⼭県 チーム 登るんじゃー

3277 ⼤塚　真 オオツカ マコト 兵庫県 3373 濱⽥　祐⼦ ハマダ　ユウコ ⼤阪府

3278 梅⽥　望 umeda　nozomu 岐⾩県 3374 岸野　理恵 キシノ リエ ⼤阪府 Team AXIS

3279 樋野　満 ヒノ　ミツル ⼤阪府 いちもくさん 3375 三吉　愛華 ミヨシ　アイカ ⼤阪府 ⼭ガール

3280 髙⽥　開治 タカタ カイジ 岡⼭県 3376 下野　恵梨 シモノ　エリ 岐⾩県 HCC

3281 栗⼭　茂 クリヤマ シゲル 岐⾩県 フットワークＲＣ 3377 宮崎　⽂恵 ミヤザキ　フミエ 兵庫県

3282 浅野　博 アサノ ヒロシ 愛知県 トップギア 3378 島⽥　智美 シマダ　サトミ ⼤阪府 エムキカク

3283 坂本　政英 サカモト　マサヒデ 三重県 3379 丹⽻　知⾹ ニワ チカ 三重県 まほロバ

3284 三村　友男 ミムラ　トモオ 福井県 前⼯チャリ部 3380 豊岡　多恵 トヨオカ タエ 福井県 バルバクラブフクイ

3285 中嶋　直⼈ ナカシマ ナオト 岐⾩県 3381 ⻄澤　淑⼦ ニシザワ ヨシコ ⽯川県

3286 ⾕⼝　康 タニグチ　ヤスシ 愛知県 よもぎサイクリング 3382 ⾦澤　友紀 カナザワ　ユキ ⻑野県

3287 盛岡　正男 モリオカ マサオ 福井県 アストリション 3383 重成　かおり シゲナリ カオリ ⼤阪府 TEAM AXIS

3288 ⻑嶺　悟 ナガミネ サトル 愛知県 SIMIZU　RACING 3384 ⻄改　茉弥 サイカイ マヤ 三重県 あくりる屋

3289 植⽥　勝⼰ ウエダ カツミ 兵庫県 かざみどり 3385 ⽥中　智津⼦ タナカ チヅコ 兵庫県 MRJ

3290 名和　英⼀ ナワ エイイチ 岐⾩県 team NAWA 3386 本庄　恵 ホンジョウ メグミ 東京都 BLUE DRAGON

3291 ⾼橋　純⼀郎 タカハシ　ジュンイチロウ 兵庫県 FSCC 3387 ⼤村　誠⼦ オオムラ　セイコ 愛知県 ⾃転⾞道

3292 ⼤塚　章彦 オオツカ　アキヒコ 京都府 トーヨーサイクリングチーム 3388 柴⽥　⾥美 シバタ　サトミ 愛知県 ホットギア⼥⼦会

3293 岡本　浩 オカモト ヒロシ ⼤阪府 BC.ANELLO 3389 渡邊　恵美⼦ ワタナベ エミコ 兵庫県 でんでんむし

3294 ⻄⽥　芳 ニシタ　カオル ⽯川県 3390 堀⽥　⿇⾐⼦ ホリタ　マイコ 富⼭県 パワーキック

3295 安⽥　健治 ヤスダ ケンジ 滋賀県 3391 畠⼭　有⾥ ハタケヤマ　ユリ 京都府

3296 ⽥丸　修 タマル　オサム 滋賀県 ストラーダーライダース 3392 ⽥⼝　真理 タグチ　マリ 京都府 Rabbit Street

3297 中⻄　正彦 ナカニシ　マサヒコ 兵庫県 ⼀⼈ポッチ 3393 ⽊村　千枝⼦ キムラ　チエコ 岐⾩県

3298 乾　清⼀ イヌイ　キヨカズ ⼤阪府 ベッキーシクロクロス 3394 ⽴岩　真⾐ タテイワ　マイ 兵庫県

3299 ⼭崎　武美 ヤマサキ タケミ 兵庫県 3395 政岡　美⾥ マサオカ　ミサト 愛知県 Team Sirius JPN

3300 河合　隆司 カワイ　タカシ ⼤阪府 レバンサイクル 3396 ⻑⾕川　愛実 ハセガワ　アイミ 愛知県 ミツカンヘトヘトクラブ

3301 ⾼橋　滋和 タカハシ シゲカズ 福井県 バルバクラブフクイ 3397 ⽚⼭　春菜 カタヤマ　ハルナ 愛知県

3302 彦坂　雅雄 ヒコサカ マサオ 福井県 バルバクラブフクイ 3398 久保⾒　佳奈 クボミ　カナ 京都府 PANK WORKS JAPAN

3303 ⻫藤　哲夫 サイトウ　テツオ 神奈川県 3399 曽我部　和⼦ ソガベ カズコ ⼤阪府 Rabbit Street

3304 夏⽬　智弘 ナツメ　トモヒロ 三重県 タートル三重 3400 ⽵井　英美 タケイ　エミ 滋賀県 ビワoneメティオ

3305 ⼩⾕　進 オダニ ススム ⽯川県 3401 橋本　有美 ハシモト　ユミ 滋賀県

3306 若松　桜男 ワカマツ　サクラオ 東京都 たかだフレンド 3402 平野　友恵 ヒラノ　トモエ 岐⾩県 フットワークRC

3307 今井　勝徳 イマイ カツノリ 愛知県 3403 ⽴原　サンシャイン タチハラ　サンシャイン 奈良県 ねぎっ⼦ジャージ倶楽部

3308 ⾚嶺　直樹 アカミネ　ナオキ 岐⾩県 3404 豊嶋　有希⼦ トヨシマ ユキコ 愛知県 DMCX

3309 滝波　範男 タキナミ ノリオ 福井県 バルバクラブ フクイ 3405 宮下　朋⼦ ミヤシタ トモコ 愛知県 TWOCYCLE/袴⽥塾/OKADAJAPAN

3310 近藤　博 コンドウ　ヒロシ 京都府 prest 3406 松岡　敬⼦ マツオカ　ケイコ ⼤阪府 Rabbt Street

3311 中井　健 ナカイ ケン ⼤阪府 3407 多⽥　莉⼦ タダ　リコ 京都府 PRESTO

3312 ⽊村　健三 キムラ ケンゾウ 福井県 バルバクラブフクイ 3408 中⾕　弥⽣ ナカタニ　ヤヨイ 三重県 SPEED LABO

3313 森　謙三 モリ　ケンゾウ ⼤阪府 チームサニーサイド 3409 權⽥　華奈 ゴンダ　カナ ⼤阪府

3314 坪井　隆志 ツボイ タカシ 岐⾩県 IIS 3410 籠　菜央 カゴ ナオ 福井県 バルバクラブエチゼン

3315 中井　晃 ナカイ アキラ 愛知県 3411 ⼩川　ナナコ オガワ　ナナコ 広島県

3316 ⾼⽥　雅孝 タカダ　マサタカ 京都府 3412 ⼭下　由佳梨 ヤマシタ　ユカリ 愛知県

3317 ⾹川　弘 カガワ　ヒロシ ⼤阪府 美容室pin studio 3413 ⼤久保　駒⼦ オオクボ コマコ 滋賀県

3318 ⽯川　豊久 イシカワ　トヨヒサ 愛知県 team-michinaga 3414 岡井　彩⾹ オカイ　アヤカ 京都府

3319 廣瀬　順弥 ヒロセ　ジュンヤ ⼤阪府 3415 伊藤　久枝 イトウ　ヒサエ 愛知県

3320 ⾼⼭　信⾏ タカヤマ ノブユキ 神奈川県 トライアスロンチームSUB3 3416 須浪　優⼦ スナミ　ユウコ ⼤阪府 Team AXIS

3321 杉本　苗佳 スギモト　ミチヨシ 愛知県 チーフタフ 3417 宅間　晴⾹ タクマ　ハルカ 滋賀県

3322 ⽝塚　哲司 イヌヅカ テツジ 静岡県 ハイドロパワー 3418 住⽥　愛 スミダ　アイ 岐⾩県 ⼤垣ピストンズ

3323 瀧澤 正彦 タキザワ マサヒコ ⽯川県 パワーキック 3419 岡⽥　祥⼦ オカダ　ショウコ 京都府 チームポッポ

3324 横江 孝⼀ ヨコエ コウイチ 滋賀県 無し 3420 ⻄尾　敬⼦ ニシオ ケイコ ⼤阪府 サイクルiwai

3325 平井 正次 ヒライ マサツグ ⼤阪府 3421 ⼩⽥　賀⼦ オダ　ヨシコ 奈良県 まほロバR.C

3326 内⼭ 邦夫 ウチヤマ クニオ 兵庫県 3422 伊⾼　⾥佳⼦ イダカ　リカコ 愛知県

3327 名倉 康彦 ナクラ ヤスヒコ 岐⾩県 3423 ⼩林　千尋 コバヤシ　チヒロ ⼤阪府 Team スクアドラ

3328 ⿊川 宏⽂ クロカワ ヒロフミ ⼤阪府 ウインドローバー 3424 寺⽥　純世 テラダ　スミヨ ⼤阪府

3329 涌本 幸志 ワクモト コウシ ⼤阪府 スクアドラ 3425 橋本　郁⼦ ハシモト　フミコ 福井県

3330 野⽥ 富⽣ ノダ トミオ 京都府 CSY 3426 駒澤　江利⼦ コマザワ　エリコ 福井県 GEBA GEBA

3331 ⼭崎 武美 ヤマサキ タケミ 兵庫県 3427 加賀　輝保 カガ　テルホ 滋賀県 Ｔ.S.K.Y

3332 越⽥ 信吾 コシダ シンゴ 愛知県 3428 三浦　芳枝 ミウラ ヨシエ 愛知県 Crazy train R

3333 細川　浩司 ホソカワ コウシ 京都府 3429 ⽥中　恵⼦ タナカ ケイコ 奈良県

3334 佐藤 哲郎 サトウ テツロウ target 3430 村松　陽⼦ ムラマツ　ヨウコ 京都府 The☆whoo

3431 ⾺渕　弘美 マブチ　ヒロミ 岐⾩県 ⼤垣ピストンズ

3432 ⼭本　彩 ヤマモト　アヤ 京都府 KTC

3433 杉本　智⼦ スギモト　トモコ 京都府 Black TKG

3434 上⽥　順⼦ ウエダ ジュンコ 京都府 BC.ANELLO

3435 奥村　弥⽣ オクムラ　ヤヨイ 愛知県 ラヴニールあづみの

3436 辻野　純⼦ ツジノ　ジュンコ ⼤阪府 Ｔeamスクアドラ

3437 北村　婦⾃予 キタムラ　フジヨ 和歌⼭県 ゆうりんかん

3438 ⼩⻄　美希 コニシ　ミキ ⽯川県

3439 原⽥　友美 ハラダ　トモミ 滋賀県

3440 鈴⽊　典⼦ スズキ　ノリコ 滋賀県

3441 藤原　⾥絵⼦ フジワラ リエコ ⽯川県

3442 ⽇⽣　⿇美 ヒノセ　アサミ ⼤阪府

3443 喜多　珠紀 キタ タマキ 神奈川県

3444 中本　典⼦ ナカモト　ノリコ 和歌⼭県

3445 坂本　⿇紀 サカモト　マキ 兵庫県

3446 ⽥⼝　真理⼦ タグチ　マリコ 愛知県 TRN

3447 今井　美和 イマイ ミワ ⽯川県 バルバクラブハクサン

3448 町　百合 マチ　ユリ ⽯川県 バルバクラブカナザワ



10．フェミニン 115名

No. ⽒名 フリガナ 都道府県 チーム名

3351 塚⽥　紀⼦ ツカタ ノリコ 京都府 KCT

3352 涌本　紗代⼦ ワクモト　サヨコ 滋賀県 Team スクアドラ

3353 佐藤　綾⾹ サトウ アヤカ 兵庫県

3354 正⽥　萌美 ショウダ　メグミ 東京都

3355 中川　由美 ナカガワ　ユミ ⼤阪府 ナカガワサイクルワークス

3356 今津　梨⾹ イマヅ　リカ ⼤阪府

3357 ⾹⽉　晶 カツキ アキラ ⼤阪府 Rabbit Street

3358 ⼤宅　幸代 オオヤケ　ユキヨ 兵庫県 Bandits

3359 ⽥久世　奈々⼦ タクセ ナナコ 兵庫県 Black Sheep

3360 市原　裕美 イチハラ　ヒロミ ⼤阪府 ラビットストリート

3361 坂東　由⾹ バンドウ　ユカ ⼤阪府 ＯＵＭＥＤＯＳ

3362 原⼝　奈緒⼦ ハラグチ　ナオコ 京都府 naonao

3363 室⽥　茜 ムロタ アカネ ⼤阪府 mook OSAKA CC

3364 清⽔　ゆかり シミズ　ユカリ 三重県

3365 阪⼝　公美⼦ サカグチ　クミコ ⼤阪府 ちゅうちゅう⼭岳部

3366 早川　芙美 ハヤカワ　フミ 京都府

3367 ⾶⼝　はるな ヒグチ　ハルナ 奈良県 Pantan＠多武峰

3368 加藤　知⼦ カトウ トモコ 愛知県 グランペール

3369 辻之内　真理 ツジノウチ　マリ 奈良県 zozonga

3449 藤浪　美幸 フジナミ　ミユキ 京都府

3450 平松　智⼦ ヒラマツ トモコ 愛知県 BHMC

3451 廣澤　真由 ヒロサワ マユ 京都府

3452 尾崎　春菜 オザキ　ハルナ ⼤阪府

3453 ⿅⽑　利枝 カゲ トシエ 兵庫県 FRONTIER

3454 蒲⾕　真世 カマタニ　マヨ ⼤阪府 内平野⾃転⾞同好会

3455 釜⼭　彩 カマヤマ　アヤ ⼤阪府 ⾃⾃会

3456 道⽊　加絵 ドウキ　カエ 愛知県

3457 中野　瑛⼦ ナカノ　エイコ 愛知県

3458 ⽚岡　理沙 カタオカ　リサ ⼤阪府

3459 花井　佑⼦ ハナイ　ユウコ 京都府

3460 村上　弥⽣ ムラカミ　ヤヨイ ⽯川県 スイカ部

3461 栗⽊　朋⼦ クリキ トモコ 岐⾩県 marron cross

3462 ⽊村　亜希⼦ キムラ アキコ 富⼭県

3463 村井　和佳⼦ ムライ　ワカコ 岐⾩県 名岐ベンド

3464 ⽇吉　愛華 ヒヨシ　アイカ 愛知県

3465 道⽊　埜有 ドウキ ノア 愛知県

11．MTBクラス 29名

No. ⽒名 フリガナ 都道府県 チーム名

3481 武智　渉 タケチ　ワタル 愛知県 シミズサイクル

3482 古⽥　卓也 フルタ　タクヤ 三重県

3483 ⾼橋　芳明 タカハシ　ヨシアキ 岐⾩県

3484 後藤　誠 ゴトウ　マコト 兵庫県

3485 ⽮島　俊秀 ヤジマ トシヒデ 愛知県 ロンリーアロー

3486 室井　勉 ムロイ ツトム 福井県 fukui@balbaworks.co.jp

3487 渡部　昌⾏ ワタナベ　マサユキ 兵庫県 ﾊｲｾﾞｯﾄ

3488 野添　研治 ノゾエ ケンジ 福井県

3489 ⻑尾　宣治 ナガオ ノブハル 愛知県 ⼀撃

3490 ⽯村　佑樹 イシムラ ユウキ ⼤阪府 Team Hung Over

3491 柳沢　直樹 ヤナギサワ　ナオキ 三重県

3492 ⼭⼝　亮 ヤマグチ　リョウ ⼤阪府

3493 中⾕　誠 ナカタニ　マコト ⼤阪府 SUNZOKU

3494 河村　威夫 カワムラ　タケオ 愛知県

3495 熊⽥　哲久 クマダ　テツヒサ 愛知県 チームB.B.

3496 正⽊　宏幸 マサキ　ヒロユキ ⼤阪府 Green Cradle

3497 ⻄⽥　広 ニシダ ヒロシ 岐⾩県 サイクルショップポパイ　OTC

3498 安福　範⼦ ヤスフク　ノリコ 愛知県 ACCEL

3499 増⽥　順⼀ マスダ ジュンイチ 福井県

3500 ⾓屋　由⾹⾥ カドヤ ユカリ ⼤阪府 つうばいつうＲ

3501 津⽥　洋志 ツダ　ヒロシ 滋賀県 ⼭猿MTB　JAPAN

3502 松元　雅也 マツモト　マサヤ 三重県 オガワサイクル

3503 森　弘 モリ　ヒロシ 愛知県

3504 森　利⽂ モリ　トシフミ 兵庫県

3505 勝野　⽂隆 カツノ　フミタカ 愛知県

3506 林　和久 ハヤシ　カズヒサ 岐⾩県

3507 橋本　隆⼆ ハシモト リュウジ ⼤阪府

3509 武⽥　宣真 タケダ　ノブマサ ⼤阪府 PLUS ULTRA

3510 柴⽥ 正幸 シバタ マサユキ 愛知県 北海道TRC


