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家治 礼士 ｲｴｼﾞ　ﾚｲｼ K2T2
石原 一弘 ｲｼﾊﾗ　ｶｽﾞﾋﾛ Billy Dash2
一瀬 直和 ｲﾁｾ　ﾅｵｶｽﾞ
稲津 祐哉 ｲﾅﾂﾞ　ﾕｳﾔ
井町 海音男 ｲﾏﾁ　ﾐﾈｵ
今西 恒太郞 ｲﾏﾆｼ　ｺｳﾀﾛｳ
妹背 源忠 ｲﾓｾ　ﾓﾄﾀﾀﾞ
上田 晃史 ｳｴﾀﾞ　ｱｷﾌﾐ エキップリオン
上田 泰正 ｳｴﾀﾞ　ﾋﾛﾏｻ
内永　伸 ｳﾁﾅｶﾞ ｼﾝ
江口　啓太郎 ｴｸﾞﾁ　ｹｲﾀﾛｳ MOZU COFFEE
大北 哲也 ｵｵｷﾀ　ﾃﾂﾔ
大西 徹郎 ｵｵﾆｼ　ﾃﾂﾛｳ
大橋 純也 ｵｵﾊｼ　ｼﾞｭﾝﾔ
大橋 正明 ｵｵﾊｼ　ﾏｻｱｷ ONE on ONE
岡 篤史 ｵｶ　ｱﾂｼ
奥　弘充 ｵｸ　ﾋﾛﾄﾓ モリコウエーブ勇城
奥田 仁夢 ｵｸﾀﾞ　ｼﾞﾝﾑ
奥村 英示 ｵｸﾑﾗ　ｴｲｼﾞ tamago13
奥村　拓也 ｵｸﾑﾗ ﾀｸﾔ ﾜｲｽﾞﾛｰﾄﾞ大阪店
小倉 隆志 ｵｸﾞﾗ　ﾀｶｼ SKRK CX
涌本 正樹 ｵｹﾓﾄ　ﾏｻｷ
尾田 大助 ｵﾀﾞ　ﾀﾞｲｽｹ Billy Dash2
織田 正和 ｵﾀﾞ　ﾏｻｶｽﾞ JP SPORTS TEST TEAM
嘉数 昇太郎 ｶｶｽﾞ　ｼｮｳﾀﾛｳ
各務 宗仁 ｶｶﾞﾐ　ﾑﾈﾋﾄ
柿内 秀介 ｶｷｳﾁ　ﾋﾃﾞﾕｷ Mt.HASE321
柿本 哲治 ｶｷﾓﾄ　ﾃﾂﾊﾙ
鹿島 洋輔 ｶｼﾏ　ﾖｳｽｹ SQUAD TAKUYA
片岡 吾郎 ｶﾀｵｶ　ｺﾞﾛｳ シマノドリンキング
片岡　良友 ｶﾀｵｶ ﾖｼﾄﾓ
加藤　豪 ｶﾄｳ　ｺﾞｳ
加藤 昂也 ｶﾄｳ　ｺｳﾔ
加藤 恭 ｶﾄｳ　ﾀｶｼ チームアヴェル
兼子 明 ｶﾈｺ　ｱｷﾗ スワコレーシングチーム
亀井 洋希 ｶﾒｲ　ﾋﾛｷ ステラシルベスト
川上 吉彦 ｶﾜｶﾐ　ﾖｼﾋｺ コーヒーマン
川崎 智貴 ｶﾜｻｷ　ﾄﾓｷ クラブシルベスト
北中 悠貴 ｷﾀﾅｶ　ﾕｳｷ 関西大学
木村　博行 ｷﾑﾗ　ﾋﾛﾕｷ ARAI MURACA
木本 泰生 ｷﾓﾄ　ﾔｽｵ
久住呂 仁一 ｸｼﾞｭｳﾛ　ﾆｲﾁ
久野　太志 ｸﾉ　ﾌﾄｼ Circles Racing Club
久保田 知 ｸﾎﾞﾀ　ﾄﾓ
久保田 理友 ｸﾎﾞﾀ　ﾘﾄﾓ
河野 玄樹 ｺｳﾉ　ｹﾞﾝｼﾞｭ 高松市サイクルスポーツ少年団
郡山　雅仁 ｺｵﾘﾔﾏ ﾏｻﾋﾄ
児玉 龍也 ｺﾀﾞﾏ　ﾀﾂﾔ
斉藤 和哉 ｻｲﾄｳ　ｶｽﾞﾔ チームシルクロード
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齋藤 武 ｻｲﾄｳ　ﾀｹｼ
佐川 秀一 ｻｶﾞﾜ　ﾋﾃﾞｶｽﾞ Team NR
佐々木 和久 ｻｻｷ　ｶｽﾞﾋｻ 自転車工房エコー
佐藤 健一 ｻﾄｳ　ｹﾝｲﾁ のんびり出来るの
佐藤　仁志 ｻﾄｳ　ﾋﾄｼ ささささｯｻｰｽﾞ
澤田 明人 ｻﾜﾀﾞ　ｱｷﾋﾄ
塩貝 哲夫 ｼｵｶﾞｲ　ﾃﾂｵ
塩野 裕一 ｼｵﾉ　ﾕｳｲﾁ
ジョンソン デイビットｼﾞｮﾝｿﾝ　ﾃﾞｲﾋﾞｯﾄ TREK
新屋敷 宏輝 ｼﾝﾔｼｷ　ﾋﾛｷ EIRIN
杉村 英太郎 ｽｷﾞﾑﾗ　ｴｲﾀﾛｳ
杉本 浩示 ｽｷﾞﾓﾄ　ｺｳｼﾞ KINFOLK CX-JP
大坊 崇 ﾀﾞｲﾎﾞｳ　ﾀｶｼ
田口 純也 ﾀｸﾞﾁ　ｼﾞｭﾝﾔ
竹井 慧 ﾀｹｲ　ｻﾄｼ 高松工芸高校
竹口 誠 ﾀｹｸﾞﾁ　ﾏｺﾄ エスキーナレーシング
竹崎　大制 ﾀｹｻﾞｷ ﾀﾞｲｽｹ 宝塚線
武友 憲史 ﾀｹﾄﾓ　ｹﾝｼﾞ エスキーナレーシング
伊達 勇気 ﾀﾞﾃ　ﾕｳｷ
田中 健一 ﾀﾅｶ　ｹﾝｲﾁ ソレイユ・フリーガー
田中 朋之 ﾀﾅｶ　ﾄﾓﾕｷ あなろぐ運動部
田中 真彦 ﾀﾅｶ　ﾏｻﾋｺ ステラシルベスト
田中 善展 ﾀﾅｶ　ﾖｼﾋﾛ シマノドリンキング
谷名 修一 ﾀﾆﾅ　ｼｭｳｲﾁ シルクロード
反田 雄一朗 ﾀﾝﾀﾞ　ﾕｳｲﾁﾛｳ シルクロード
辻 寛 ﾂｼﾞ　ﾋﾛｼ エスキーナレーシング
常深 貞昌 ﾂﾈﾐ　ｻﾀﾞﾏｻ チーム河内長野
寺本 俊介 ﾃﾗﾓﾄ　ｼｭﾝｽｹ
樋　大弥 ﾄｲ　ﾀﾞｲﾔ スワコレーシングチーム
徳田　優 ﾄｸﾀﾞ ﾀﾝｿﾞｳ 鹿屋体育大学
朝長 英樹 ﾄﾓﾅｶﾞ　ﾋﾃﾞｷ ステラシルベスト
内藤 久純 ﾅｲﾄｳ　ﾋｻｽﾞﾐ WR
中 一郎 ﾅｶ　ｲﾁﾛｳ
中尾 亮弘 ﾅｶｵ　ﾀｶﾋﾛ チクロ・イプシロン
中川 幸嗣 ﾅｶｶﾞﾜ　ｺｳｼﾞ
長里 諭 ﾅｶﾞｻﾄ　ｻﾄｼ
中澤 学 ﾅｶｻﾞﾜ　ﾏﾅﾌﾞ クラブシルベスト
中嶋 安階 ﾅｶｼﾞﾏ　ﾔｽﾀｶ チームイナーメ信濃山形
中西 健太 ﾅｶﾆｼ　ｹﾝﾀ EIRIN
長濱 孝一 ﾅｶﾞﾊﾏ　ｺｳｲﾁ
仲松 康太 ﾅｶﾏﾂ　ﾔｽﾋﾛ チーム闘魂
永安 浩介 ﾅｶﾞﾔｽ　ｺｳｽｹ FREESPEED
南部 真 ﾅﾝﾌﾞ　ﾏｺﾄ EIRIN
西川　洋一郎 ﾆｼｶﾜ ﾖｳｲﾁﾛｳ
西川 芳宏 ﾆｼｶﾜ　ﾖｼﾋﾛ OUCC-OB
西山 景介 ﾆｼﾔﾏ　ｹｲｽｹ
仁藤 竜一 ﾆﾄｳ　ﾘｭｳｲﾁ スワコレーシングﾞ
野上 誠 ﾉｶﾞﾐ　ﾏｺﾄ 岩井商会レーシング
長谷川 圭一朗 ﾊｾｶﾞﾜ　ｹｲｲﾁﾛｳ きゅうべえスポーツ
長谷川 草 ﾊｾｶﾞﾜ　ｿｳ F.B.W.C
服部 享英 ﾊｯﾄﾘ　ﾀｶﾋﾗ
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服部 享英 ﾊｯﾄﾘ ﾀｶﾋﾗ
捺村 英典 ﾊﾅﾑﾗ　ﾋﾃﾞﾉﾘ CRC
早川 朋宏 ﾊﾔｶﾜ　ﾄﾓﾋﾛ
早見 哲一 ﾊﾔﾐ　ﾃﾂｲﾁ チーム闘魂
半月　良典 ﾊﾝﾂｷ ﾖｼﾉﾘ BAKERATTA
樋口　峻明 ﾋｸﾞﾁ ﾀｶｱｷ 横浜高校自転車競技部
久留　正明 ﾋｻﾄﾞﾒ ﾏｻｱｷ
平岩 稔英 ﾋﾗｲﾜ　ﾄｼﾋﾃﾞ
ヒルド玲音 ﾋﾙﾄﾞ　ﾚｵﾝ ｼｭﾀｲｳﾞﾋﾞｭｰｹﾞﾙ吹田
広木 亮祐 ﾋﾛｷ　ﾘｮｳｽｹ 京都大学サイクリング部
福澤 智史 ﾌｸｻﾞﾜ　ｻﾄｼ CRC
福田 行宏 ﾌｸﾀﾞ　ﾕｷﾋﾛ 丹南山岳自転車部
藤井 健太 ﾌｼﾞｲ　ｹﾝﾀ EIRIN
藤本 浩之 ﾌｼﾞﾓﾄ　ﾋﾛﾕｷ
藤原 友秀 ﾌｼﾞﾜﾗ　ﾄﾓﾋﾃﾞ
別所 シンジ ﾍﾞｯｼｮ　ｼﾝｼﾞ OMEGA-STRADA
堀 竜也 ﾎﾘ　ﾀﾂﾔ シマノドリンキング
堀池 知也 ﾎﾘｲｹ　ﾄﾓﾔ CHARGE Cycling Club
前川 佳英 ﾏｴｶﾜ　ﾖｼﾋﾃﾞ CRC
前田　和久 ﾏｴﾀﾞ ｶｽﾞﾋｻ
正木 浩史 ﾏｻｷ　ﾋﾛｼ グランデパール播磨
松岡 拓実 ﾏﾂｵｶ　ﾀｸﾐ
松岡 秀俊 ﾏﾂｵｶ　ﾋﾃﾞﾄｼ
松元 仁 ﾏﾂﾓﾄ　ｼﾞﾝ
松山 正範 ﾏﾂﾔﾏ　ﾏｻﾉﾘ
馬渡　伸弥 ﾏﾜﾀﾘ ｼﾝﾔ 鹿屋体育大学
三浦 乾也 ﾐｳﾗ　ｹﾝﾔ 京都メッセンジャー風
三嶋 大樹 ﾐｼﾏ　ﾀｲｷ
峰澤　里志 ﾐﾈｻﾜ　ｻﾄｼ サイクルぴっとイノウエ　岡崎
箕形 優太 ﾐﾉｶﾞﾀ ﾕｳﾀ エキップリオン
宮城 義一 ﾐﾔｷﾞ　ﾖｼｶｽﾞ ユーロワークスラジスタ
宮崎　智和 ﾐﾔｻﾞｷ ﾄﾓｶｽﾞ
三好 正純 ﾐﾖｼ　ﾏｻｽﾞﾐ 大阪産大附属高校
森川 敦 ﾓﾘｶﾜ　ｱﾂｼ
森嶋 健太 ﾓﾘｼﾏ　ｹﾝﾀ ストラーダＲ
森田 雄紀 ﾓﾘﾀ　ﾕｳｷ
八木 健太郎 ﾔｷﾞ　ｹﾝﾀﾛｳ
矢野 卓也 ﾔﾉ　ﾀｸﾔ 岩井商会レーシング
山内　勝博 ﾔﾏｳﾁ　ｶﾂﾋﾛ
山口　伸一 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼﾝｲﾁ
山下 秀剛 ﾔﾏｼﾀ　ﾋﾃﾞﾀｶ
山本 諭 ﾔﾏﾓﾄ　ｻﾄｼ 攝津屋輪左衛門
山本 千昭 ﾔﾏﾓﾄ　ﾁｱｷ
山本 直史 ﾔﾏﾓﾄ　ﾅｵﾌﾐ
山本 雅之 ﾔﾏﾓﾄ　ﾏｻﾕｷ シルクロード
横井　廉 ﾖｺｲ ﾚﾝ 県立山崎高校
横田 義之 ﾖｺﾀ　ﾖｼﾕｷ D.T.F Racing YCX11
吉田 彰 ﾖｼﾀﾞ　ｱｷﾗ KINFOLK CX-JP
吉廣 創 ﾖｼﾋﾛ　ｿｳ KINFOLK CX-JP
吉松　朋弥 ﾖｼﾏﾂ　ﾄﾓﾔ BIORACER OFFROAD TEAM
若狭　智代秀 ﾜｶｻ ﾁﾖﾋﾃﾞ
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若林 信 ﾜｶﾊﾞﾔｼ　ﾏｺﾄ
若林　信 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾏｺﾄ
涌本 正樹 ﾜｸﾓﾄ　ﾏｻｷ

和田　良平 ﾜﾀﾞ ﾘｮｳﾍｲ

秋津 憲一 ｱｷﾂ　ｹﾝｲﾁ チーム アヴェル
荒金 知史 ｱﾗｶﾞﾈ　ﾄﾓﾌﾐ シマノドリンキング
安藤 大輔 ｱﾝﾄﾞｳ　ﾀﾞｲｽｹ
石井 康広 ｲｼｲ　ﾔｽﾋﾛ
今井 基裕 ｲﾏｲ　ﾓﾄﾋﾛ 大阪大学
今川 大輔 ｲﾏｶﾞﾜ　ﾀﾞｲｽｹ
鵜飼 一彦 ｳｶｲ　ｶｽﾞﾋｺ
内永 伸 ｳﾁﾅｶﾞ　ｼﾝ
岡 幸司 ｵｶ　ｺｳｼﾞ
岡 三津夫 ｵｶ　ﾐﾂｵ シマノドリンキング
岡田 将真 ｵｶﾀﾞ　ｼｮｳﾏ 関西大学
奥村 拓也 ｵｸﾑﾗ　ﾀｸﾔ
岡村 英紀 ｵｸﾑﾗ　ﾋﾃﾞﾉﾘ ダイモンレーシング
数元 彰 ｶｽﾞﾓﾄ　ｱｷﾗ
川原 倫太郎 ｶﾜﾊﾗ　ﾘﾝﾀﾛｳ 関西大学
北島 寛大 ｷﾀｼﾞﾏ　 風魔新宿
清原 健雄 ｷﾖﾊﾗ　ﾀﾃｵ NASU FUN CLUB
倉橋 孝太郎 ｸﾗﾊｼ　ｺｳﾀﾛｳ チーム泥んこプロレス
小西 雄大 ｺﾆｼ　ﾕｳﾀﾞｲ
榊原 延征 ｻｶｷﾊﾞﾗ　ﾉﾌﾞﾕｷ
塩湯 大介 ｼｵﾕ　ﾀﾞｲｽｹ
島崎 出 ｼﾏｻﾞｷ　ｲｽﾞﾙ
白井 覚之 ｼﾗｲ　ｱｷﾉﾌﾞ Hunter / Circles CX Team
鈴木 健之 ｽｽﾞｷ　ﾀﾃﾕｷ WEMO
高野 翔太 ﾀｶﾉ　ｼｮｳﾀ
館 博文 ﾀﾃ　ﾋﾛﾌﾐ
田辺 修一 ﾀﾅﾍﾞ　ｼｭｳｲﾁ TJ
水流添 真 ﾂﾛｿﾞｴ　ﾏｺﾄ
堂野前 克典 ﾄﾞｳﾉﾏｴ　ｶﾂﾉﾘ ウオズミサイクル
中川 智 ﾅｶｶﾞﾜ　ｻﾄｼ チームまんま
原田　裕也 ﾊﾗﾀﾞ　ﾋﾛﾔ
樋口 健 ﾋｸﾞﾁ　ｹﾝ
富士 勲 ﾌｼﾞ　ｲｻｵ zippy
藤井 倫洋 ﾌｼﾞｲ　ﾄﾓﾋﾛ チームポッポ
藤井 基至 ﾌｼﾞｲ　ﾓﾄｼ
藤森 大輝 ﾌｼﾞﾓﾘ　ﾀﾞｲｷ
松本 宜之 ﾏﾂﾓﾄ　ﾖｼﾕｷ 立命館大学
的場 優宏 ﾏﾄﾊﾞ　ﾔｽﾋﾛ 大阪府大高専サイクリング
村尾 政彦 ﾑﾗｵ　ﾏｻﾋｺ クラブシルベスト
村上 大輔 ﾑﾗｶﾐ　ﾀﾞｲｽｹ クラブ シルベスト
森 真博 ﾓﾘ　ﾏｻﾋﾛ アキコーポレーション
山口 雅之 ﾔﾏｸﾞﾁ　ﾏｻﾕｷ 武庫川スロウクロックス
山野井 哲実 ﾔﾏﾉｲ　ﾃﾂﾐ
山本 和広 ﾔﾏﾓﾄ　ｶｽﾞﾋﾛ サイクルマスター
山本 隆久 ﾔﾏﾓﾄ　ﾀｶﾌﾐ
吉武 孝二 ﾖｼﾀｹ　ｺｳｼﾞ

渡司　充 ﾜﾀｼ　ﾐﾂﾙ

チームAVEL
チ－ムAVEL
Team スクアドラ

RingoRoad.com

以下は今期C3にｴﾝﾄﾘｰがない人
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Mds

Team二馬力
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ル・カナールFFCT

MCKｽﾛｰｸﾛｯｸｽ
Sakatani Racing

okidoki slowstyle nakatsu









にｴﾝﾄﾘｰがない人


	Sheet1

