
1 鵜飼 一彦
2 横井 良成
3 下村 英男
4 加藤 裕 SPADE ACE
5 河原 徳 DISTANZA
6 笠島 博明
7 樫脇 哲也
8 岩上 真也
9 岩村 祐二

10 久下 弘樹 シクロツーリスト昴
11 宮坂 聡
12 橋本 伸之 クラブシルベスト
13 近藤 智彦 シルベスト
14 桑江 淳太 Sakatani Racing
15 元井 和彦 シャカリキ自転車部
16 古谷 崇 サイクルマスター
17 恒田 秀樹 泥んこプロレス
18 高丸 禎浩
19 高村 明宜
20 高野 芳映 高野建具店
21 紺谷 龍生
22 佐野 陽三 北陸ドロタボウ
23 坂田 秀貴
24 三明 和行 Team ARAYA
25 山本 良広 どろいろクロッサーＺ
26 山本 和広 サイクルマスター
27 守屋 慶一 Salata bianca kobe
28 出口 将之 tre acciaro
29 小出 浩雅 ARAI MURACA
30 小嶋 元 イナーメ信濃山形
31 松本 真介
32 上坂 透 一条アルチメイトファクトリー京都
33 瀬古 慎二
34 清水 勝也
35 西村 海容 泥んこプロレス
36 青波 政洋
37 石元 克司
38 赤井 宏充 masahikomifune.com
39 川口 正史 自転車工房エコー
40 川上 雄二 ステラ☆シルベスト
41 前川 圭助 White Jack
42 前川 仁 j-works
43 相良 晶一 C-WASP
44 大山 英俊 チームアイ
45 大島 龍一朗 Team Speed
46 中島 敏夫 bicinoko.com
47 塚原 政知 シルクロード
48 塚口 信行 グレートアンカーマン
49 田村 宏 チーム暴れん坊将軍
50 田村 芳隆 TREK
51 田辺 徹
52 杜若 治彦 チーム泥んこプロレス
53 土屋 耕二 スピナッチパワー轟輪会
54 土屋 秀光 masahikomifune.com
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サイクルロード8
SSRT自転車部
ナカガワA.S.K'デザイン

TEAMスクアドラ
ナカガワAS.K'デザイン
大原朝市R&Cゾルゲ隊

つうばいつうR

SQUADRAシングル友の会

まんま-AO・HANI CyclingTeam

まんま-AO・HANI CyclingTeam

まほロバRC

FUKADAまじりんぐ
ウエサカシクロ班／OGP

焼鳥山鳥R
まんま-AO・HANI CyclingTeam



55唐鎌 孝行
56東 道裕
57 藤田 浩平 シングル友の会
58 徳丸 正孝 Earth Cruise
59 徳田 省二
60那谷 典史 CS YAMADA
61内田 晃央 KAZAMIDORI
62樋口 一志
63百合 寛
64浜戸 克哉 hamabikes
65冨澤 健三 チームアイ
66福中 健二 山の駅
67箕形 彰芳 エキップリオン
68木多 淳公 六甲ライド＆ライフクラブ
69 野田 昭行
70唯 陸奥男 自転車工房エコー
71李 宗雨 えいさほいさ
72鈴木 郁二 泥んこプロレス
73廣瀬 直樹
74 ｽﾃﾗﾁｰ ﾋﾟｰﾀｰ 一条ｱﾙﾁﾒｲﾄﾌｧｸﾄﾘｰ
75綾野 真
76伊澤 藤成 Bee Club
77臼井 良彦 CHARGE Cycling Club
78園田 道彦 TEAM ARAYA
79 宮本 光則 エムテック・パワーキック
80後藤 真一 T-cars CyclingTeam
81 高橋 孝司 レグルスお達者予備軍
82 山本 雅一 on mac
83 松尾 裕文 PINE BIKES
84新田 昌己 Euro-Works
85 石井 和明
86孫崎 敏之
87 村岡 正彦 レグルスお達者予備軍
88辻崎 邦彦
89湯川 竜伺 SAKAI★RACING
90南薗 正一 泥んこプロレス
91冨澤 克彦
92堀 雅史

Teamスクアドラ
まほろばRC

FUKADAマジリング

チバポンズ川口農園cyclowired

NASU Fan Club泥プロ
Teamスクアドラ

CSヤマダ

つうばいつうR
TEAMｽｸｱﾄﾞﾗ/ﾔﾝﾀﾞﾚｰｼﾝｸﾞ
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