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T１ ２００ｍFTT
№ 氏名 ふりがな area 所属 タイム manual 順位

1 栗田 龍之介 くりた りゅうのすけ 香川県 大阪経済大学

4 小原 洋未 おはら ひろみ 兵庫 VC VELOCE
6 福元 啓太 ふくもと けいた 大阪府 関西大学
7 嶌田 吉成 しまだ よしなり 大阪府 VC VELOCE PROSSIMO

8 姫野 正志 ひめの まさし 兵庫 Team ZERO UNO FRONTIER

9 太田 大揮 おおた だいき 大阪府 チーム白星
11 二階堂 尚志 にかいどう たかし 神奈川 チーム・ウォークライド
15 根田 裕司 ねだ ゆうじ 大阪 ネクストリーム・うどん虹や

16 髙木 英行 たかぎ ひでゆき 京都 PRT KOSEKI
17 所司 純一 しょし じゅんいち 京都府 モジュマ エリア ゼロナナゴ

18 前田 堅一朗 まえだ けんいちろう 大阪 CWASPアタリマエダ
19 平林 臣一 ひらばやし たかひと 大阪 大阪経済大学
20 真部 拓海 まなべ たくみ 大阪 大阪経済大学
21 山口 忠行 やまぐち ただゆき 広島県 eNShare cycling team
23 疋田 峻一 ひきだ しゅんいち 大阪 大阪経済大学
24 山本 晃司 やまもと こうじ 岡山 チーム岡山
25 金井 和輝 かない かずき 京都府 龍谷大学付属平安高校
26 丹羽 優輔 にわ ゆうすけ 京都府
28 髙木 絢匡 たかぎ あやまさ 京都府 鴨沂高校
31 佐藤 大我 さとうたいが 京都府 京都産業大学
33 稲田 杜音 いなだ もりお 大阪府 大阪経済大学
34 大西 晃平 おおにし こうへい 大阪 大阪経済大学
36 田中 昭太朗 たなか しょうたろう 大阪府 大阪経済大学
37 黒瀬 浩太郎 くろせこうたろう 広島県 広島崇徳高校

T２　２００ｍFTT
№ 氏名 ふりがな area 所属 タイム manual 順位

40 佐々木 恒輔 ささき こうすけ 鳥取県 BUCYOcoffee.CLT

41 中島 雅央 なかじま まさお 大阪府 岸和田練習会
42 野島 遊 のじま ゆう 大阪
45 嶋田 祥 しまだ しょう 京都府 立命館大学
46 渡部 雅友 わたなべ まさとも 大阪 おーばーどぅ〜いんぐ自転車部

47 安井 慎治 やすい しんじ 岡山県
48 黒瀬 亮介 くろせりょうすけ 広島県 広島崇徳高校
56 藤井 響流 ふじい こうる 京都府 鴨沂高校
59 近藤 靖矩 こんどう  やすのり 大阪
60 岡本 友汰 おかもと ゆうた 京都府 鴨沂高校
61 上田 晃史 うえだ あきふみ 大阪府 エキップリオン
62 吉澤 央翔 よしざわ ひろと 兵庫県 伊丹市立伊丹高校
63 近藤 伸一 こんどう しんいち 三重県 Teamスクアドラ
64 清水 琢 しみず たく 京都府 モジュマ エリア ゼロナナゴ

134 光成 巧 みつなり たくみ 大阪 大阪工業大学
135 永富 颯紀 ながとみ さつき 兵庫県 市立伊丹高校

TL　200mFTT
№ 氏名 ふりがな area 所属 タイム manual 順位

70 中本 真弥 なかもと 真弥 和歌山 VC VELOCE

71 矢野 智子 やの ともこ 京都府 モジュマ エリア ゼロナナゴ

72 中里 友香 なかざと ゆか 広島県 eNShare Cycling Team

73 小林 りょう こばやし りょう 京都府 長岡第四中学校
74 奥平 厚子 おくだいら あつこ 兵庫県 Team ZERO UNO FRONTIER

76 梶 徳恵 かじ のりえ 香川
78 竹之内  真弓( たけのうち  まゆみ 大阪府

200FTT 1／2



 2017/10/8KTF#7Muko

TM　２００ｍFTT
№ 氏名 ふりがな area 所属 タイム manual 順位

79 今村 有亨 いまむら ありみち 京都府 ＰＲＴ KOSEKI

80 森 芳博 もり よしひろ 愛知県 CARO SPORT
83 安東 秀倫 あんどう   ひでみち 岡山県 チーム岡山
84 廣井 浩一 ひろい こういち 岐阜県 CARO SPORT
86 藤田 季之 ふじた としゆき 大阪 ドゥールース 練習会
87 生駒 茂 いこま しげる 兵庫 VC VELOCE PROSSIMO

88 小出 浩雅 こいで ひろまさ 三重県 m&m cycle factory
90 黒瀬 浩一郎 くろせ こういちろう 広島県 Team  Kermis Cross
94 小田 一仁 おだ かずひと 愛知県 サクラマチサイクル
97 鈴木 ただし すずき ただし 京都 ドゥールース
99 新井 宏昭 あらい ひろあき 和歌山 レバンサイクルRT

100 佐藤 哲 さとう てつ 愛知県 CARO SPORT
102 大西 誠治 おおにし せいじ 徳島県 ドゥールース
103 橋本 武彦 はしもと たけひこ 兵庫県 NRS

R1　200mFTT
№ 氏名 ふりがな area 所属 タイム manual 順位
108 川嶋 祐紀 かわしま ゆうき 和歌山 FortunaTredici

109 田平 修三 たひら しゅうぞう 京都府 モジュマ エリア ゼロナナゴ

116 梅田 弘之 うめだ ひろゆき 愛知県
137 頼近　直純 よりちか　なおずみ 滋賀県 Teamまんま

R2　200mFTT
№ 氏名 ふりがな area 所属 タイム manual 順位
121 吉田 光 よしだ ひかる 京都府

U12  200mFTT
№ 氏名 ふりがな area 所属 タイム manual 順位
123 西原 ゆうか にしはら ゆうか 大阪府

136 上田 真太郎 うえだ しんたろう 大阪府 プレザント

U15  200mFTT
№ 氏名 ふりがな area 所属 タイム manual 順位
133 矢次 晴彦 やつぎ はるひこ 大阪府 明星中学校

200FTT 2／2
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Ｔ１ エリミネーション
№ b-no 氏名 ふりがな 府県 所属 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 着順 タイム 順位

１．白 2 樋口 峻明 ひぐち たかあき 京都府京都産業大学

２．黒 4 小原 洋未 おはら ひろみ 兵庫 VC VELOCE

３．赤 5 河賀 雄大 かが ゆうだい 広島県Team Ukyo reve

４．青 6 福元 啓太 ふくもと けいた 大阪府関西大学

５．黄 9 太田 大揮 おおた だいき 大阪府チーム白星

６．白黒 11 二階堂 尚志 にかいどう たかし神奈川県チーム・ウォークライド

７．白赤 15 根田 裕司 ねだ ゆうじ 大阪 ネクストリーム・うどん虹や

８．白青 19 平林 臣一 ひらばやし たかひ大阪 大阪経済大学

９．赤青 21 山口 忠行 やまぐち ただゆき広島県eNShare cycling team

10.黒黄 23 疋田 峻一 ひきだ しゅんいち大阪 大阪経済大学

11.黒赤 24 山本 晃司 やまもと こうじ 岡山 チーム岡山

12.黒青 26 丹羽 優輔 にわ ゆうすけ 京都府

13.白黄 29 樫尾 一知 かしお いっち 兵庫 Team ZERO UNO FRONTIER

14.赤黄 36 田中 昭太朗 たなか しょうたろ大阪府 大阪経済大学

15.青黄

Ｔ2 エリミネーション 
№ b-no 氏名 ふりがな 府県 所属 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 着順 タイム 順位

１．白 40 佐々木 恒輔 ささき こうすけ 鳥取県BUCYOcoffee.CLT

２．黒 41 中島 雅央 なかじま まさお 大阪府岸和田練習会

３．赤 42 野島 遊 のじま ゆう 大阪

４．青 45 嶋田 祥 しまだ しょう 京都府立命館大学

５．黄 46 渡部 雅友 わたなべ まさとも大阪 おーばーどぅ〜いんぐ自転車部

６．白黒 51 狩野 大吾（Ｔ かの だいご 静岡 Ｉｋｕｓｅｒ

７．白赤 64 清水 琢 しみず たく 京都府 モジュマ エリア ゼロナナゴ

８．白青 65 波多野 正大 はたの まさひろ 京都府

９．赤青 134 光成 巧 みつなり たくみ 大阪 大阪工業大学

1／2 ELIMINATION
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TL+T3+TM エリミネーション
№ b-no 氏名 ふりがな 府県 所属 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 着順 タイム 順位

１．白 66 水野 陽介 みずの ようすけ 愛知県 T3
２．黒 72 中里 友香 なかざと ゆか 広島県eNShare Cycling Team TL
３．赤 74 奥平 厚子 おくだいら あつこ兵庫県Team ZERO UNO FRONTIER TL
４．青 79 今村 有亨 いまむら ありみち京都府ＰＲＴ KOSEKI TM
５．黄 80 森 芳博 もり よしひろ 愛知県CARO SPORT TM
６．白黒 83 安東 秀倫 あんどう   ひでみ 岡山県 チーム岡山 TM
７．白赤 84 廣井 浩一 ひろい こういち 岐阜県 CARO SPORT TM
８．白青 86 藤田 季之 ふじた としゆき 大阪 ドゥールース 練習会 TM
９．赤青 91 中村 一馬 なかむら かずま 京都府Teamまんま TM
10.黒黄 92 辻 康成 つじ やすなり 兵庫県NASU FUN CLUB TM
11.黒赤 94 小田 一仁 おだ かずひと 愛知県 サクラマチサイクル TM
12.黒青 99 新井 宏昭 あらい ひろあき 和歌山 レバンサイクルRT TM
13.白黄 102 大西 誠治 おおにし せいじ 徳島県 ドゥールース TM
14.赤黄 105 濱中 康志 はまなか やすし 兵庫県 Team ZERO UNO FRONTIER TM
15.青黄

R1+R2+U12 エリミネーション
№ b-no 氏名 ふりがな 府県 所属 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 着順 タイム 順位

１．白 108 川嶋 祐紀 かわしま ゆうき 和歌山FortunaTredici R1
２．黒 111 磯田 友賀 いそだ ともかず 京都府Team allout R1
３．赤 113 山崎 諭 やまざき さとし 愛知県松邨柔道クラブ R1
４．青 118 狩野 大吾（Ｒ かの だいご 静岡 Ｉｋｕｓｅｒ R2
５．黄 123 西原 ゆうか にしはら ゆうか 大阪府 U12
６．白黒 136 上田 真太郎 うえだ しんたろう大阪府 プレザント U12

2／2 ELIMINATION
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Ｔ１ 個人追い抜き 4km
組 H/B № 氏名 ふりがな 府県 所属 タイム 順位

1 H 1 栗田 龍之介 くりた りゅうのすけ 香川県 大阪経済大学

1 B 4 小原 洋未 おはら ひろみ 兵庫 VC VELOCE
2 H 7 嶌田 吉成 しまだ よしなり 大阪府 VC VELOCE PROSSIMO
2 B 9 太田 大揮 おおた だいき 大阪府 チーム白星
3 H 11 二階堂 尚志 にかいどう たかし 神奈川県チーム・ウォークライド
3 B 16 髙木 英行 たかぎ ひでゆき 京都 PRT KOSEKI
4 H 17 所司 純一 しょし じゅんいち 京都府 モジュマ エリア ゼロナナゴ
4 B 20 真部 拓海 まなべ たくみ 大阪 大阪経済大学
5 H 24 山本 晃司 やまもと こうじ 岡山 チーム岡山
5 B 28 髙木 絢匡 たかぎ あやまさ 京都府 鴨沂高校
6 H 35 三浦 翔馬 みうら しょうま 大阪府 大阪経済大学
6 B

Ｔ2 個人追い抜き 4km
組 H/B № 氏名 ふりがな 府県 所属 タイム 順位

1 H 43 髙木絢匡 たかぎあやまさ 京都府 鴨沂高校

1 B 51 狩野 大吾（Ｔ かの だいご 静岡 Ｉｋｕｓｅｒ
2 H 61 上田 晃史 うえだ あきふみ 大阪府 エキップリオン
2 B 62 吉澤 央翔 よしざわ ひろと 兵庫県 伊丹市立伊丹高校

ＴM 個人追い抜き 3km
組 H/B № 氏名 ふりがな 府県 所属 タイム 順位

1 H 79 今村 有亨 いまむら ありみち 京都府 ＰＲＴ KOSEKI

1 B 83 安東 秀倫 あんどう   ひでみち 岡山県 チーム岡山
2 H 85 板崎 寿一 いたざき としかず 三重県 Aoyama Rockets RT
2 B 87 生駒 茂 いこま しげる 兵庫 VC VELOCE PROSSIMO
3 H 88 小出 浩雅 こいで ひろまさ 三重県 m&m cycle factory
3 B 94 小田 一仁 おだ かずひと 愛知県 サクラマチサイクル
4 H 103 橋本 武彦 はしもと たけひこ 兵庫県 NRS
4 B

TL 個人追い抜き 3km
組 H/B № 氏名 ふりがな 府県 所属 タイム 順位

1 H 71 矢野 智子 やの ともこ 京都府 モジュマ エリア ゼロナナゴ

1 B 72 中里 友香 なかざと ゆか 広島県 eNShare Cycling Team
2 H 73 小林 りょう こばやし りょう 京都府 長岡第四中学校
2 B 74 奥平 厚子 おくだいら あつこ 兵庫県 Team ZERO UNO FRONTIER

R1 個人追い抜き 3km
組 H/B № 氏名 ふりがな 府県 所属 タイム 順位

1 H 108 川嶋 祐紀 かわしま ゆうき 和歌山 FortunaTredici

1 B 109 田平 修三 たひら しゅうぞう 京都府 モジュマ エリア ゼロナナゴ
2 H 111 磯田 友賀 いそだ ともかず 京都府 Team allout
2 B 113 山崎 諭 やまざき さとし 愛知県 松邨柔道クラブ

R2 個人追い抜き 2km
組 H/B № 氏名 ふりがな 府県 所属 タイム 順位

1 H 121 吉田 光 よしだ ひかる 京都府

1 B
U12 個人追い抜き 2km
組 H/B № 氏名 ふりがな 府県 所属 タイム 順位

1 H 123 西原 ゆうか にしはら ゆうか 大阪府

1 B 136 上田 真太郎 うえだ しんたろう 大阪府 プレザント

IP 1/1    



 2017/10/9KTF#7Muko
T1 ケイリン予選１組  各組1-3位は決勝、4位以下は選抜
cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 タイム 順位
１．白 1

２．黒 4
３．赤 22
４．青 25
５．黄 36

T1 ケイリン予選２組  各組1-3位は決勝、4位以下は選抜
cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 タイム 順位
１．白 3

２．黒 6
３．赤 24
４．青 30
５．黄 37

T2 ケイリン予選１組  各組1-3位は決勝、4位以下は選抜
cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 タイム 順位
１．白 38

２．黒 44
３．赤 51
４．青 55
５．黄 61

T2 ケイリン予選２組  各組1-3位は決勝、4位以下は選抜
cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 タイム 順位
１．白 41

２．黒 50
３．赤 53
４．青 57
５．黄 65

T2 ケイリン予選１組  各組1-2位は決勝、3-4位以下は選抜、5位以下は特選
cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 タイム 順位
１．白 79

２．黒 82
３．赤 85
４．青 89
５．黄 94
６．白黒 97
７．白赤100

T2 ケイリン予選２組  各組1-2位は決勝、3-4位以下は選抜、5位以下は特選
cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 タイム 順位
１．白 80

２．黒 83
３．赤 86
４．青 92
５．黄 95
６．白黒 98
７．白赤103

T2 ケイリン予選３組  各組1-2位は決勝、3-4位以下は選抜、5位以下は特選
cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 タイム 順位
１．白 81

２．黒 84
３．赤 88
４．青 93
５．黄 96
６．白黒 99
７．白赤105

KEIRIN  1／3
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T1 ケイリン決勝
cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 タイム 順位
１．白

２．黒
３．赤
４．青
５．黄
６．白黒

T1 ケイリン選抜
cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 タイム 順位
１．白

２．黒
３．赤
４．青
５．黄
６．白黒
７．白赤

Ｔ２ケイリン決勝
cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 タイム 順位
１．白

２．黒
３．赤
４．青
５．黄
６．白黒
７．白赤

Ｔ２ケイリン選抜
cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 タイム 順位
１．白

２．黒
３．赤
４．青
５．黄
６．白黒
７．白赤
８．白青
9．赤黒

ＴMケイリン決勝
cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 タイム 順位
１．白

２．黒
３．赤
４．青
５．黄
６．白黒

ＴMケイリン選抜
cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 タイム 順位
１．白

２．黒
３．赤
４．青
５．黄
６．白黒

ＴMケイリン特選
cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 タイム 順位
１．白

２．黒
３．赤
４．青
５．黄
６．白黒
７．白赤
８．白青

KEIRIN  2／3



 2017/10/9KTF#7Muko
Ｔ3+TLケイリン決勝
cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 タイム 順位
１．白 67

２．黒 68
３．赤 69
４．青 70
５．黄 72
６．白黒 74
７．白赤 75

R１ ケイリン決勝
cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 タイム 順位
１．白 108

２．黒 110

３．赤 111

４．青 115

Ｒ２ケイリン決勝
cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 タイム 順位
１．白 118

２．黒 119

３．赤 120

U12＋U15 ケイリン決勝
cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 タイム 順位
１．白 122 U12

２．黒 124 U12
３．赤 125 U12
４．青 128 U12
５．黄 131 U15

KEIRIN  3／3
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Ｔ１速度 決勝

№ b-no 氏名 ふりがな 府県 所属
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順

H
本
数

B
本
数

タイム 順位

１．白 1 栗田 龍之介 くりた りゅうのすけ 香川県 大阪経済大学

２．黒 2 樋口 峻明 ひぐち たかあき 京都府 京都産業大学

３．赤 5 河賀 雄大 かが ゆうだい 広島県 Team Ukyo reve

４．青 9 太田 大揮 おおた だいき 大阪府 チーム白星

５．黄 10 富田 莉央 とみた りお 京都府 鴨沂高校

６．白黒 12 松本 貞行 まつもと さだゆき 京都府 Sakataniアンカーマン

７．白赤 13 川元 優佑 かわもと ゆうすけ 兵庫県 チーム白星

８．白青 16 髙木 英行 たかぎ ひでゆき 京都 PRT KOSEKI

９．赤青 19 平林 臣一 ひらばやし たかひと 大阪 大阪経済大学

10.黒黄 21 山口 忠行 やまぐち ただゆき 広島県 eNShare cycling team

11.黒赤 24 山本 晃司 やまもと こうじ 岡山 チーム岡山

12.黒青 27 新開 隆人 しんかい りゅうじ 兵庫 Coraggio Kawanishi Cycling Team Junior Youth

13.白黄 28 髙木 絢匡 たかぎ あやまさ 京都府 鴨沂高校

Ｔ2速度 決勝

№ b-no 氏名 ふりがな 府県 所属
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タイム 順位

１．白 39 辰巳 裕次郎 たつみ。ゆうじろう 滋賀 サムズｽﾋﾟｰﾄﾞ

２．黒 40 佐々木 恒輔 ささき こうすけ 鳥取県 BUCYOcoffee.CLT

３．赤 41 中島 雅央 なかじま まさお 大阪府 岸和田練習会

４．青 43 髙木絢匡 たかぎあやまさ 京都府 鴨沂高校

５．黄 50 木下 正季 きのした まさき 大阪 エキップリオン

６．白黒 51 狩野 大吾（Ｔ かの だいご 静岡 Ｉｋｕｓｅｒ

７．白赤 52 ハットリ ケンイチ ハットリ ケンイチ 大阪府 Sakatani Racing

８．白青 54 武市 将宗 たけち まさむね 兵庫県 伊丹市立伊丹高校

９．赤青 58 土田 誠二 つちだ せいじ 大阪府 つうばいつう

10.黒黄

Sokudo Race 1／2
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ＴM速度 決勝

№ b-no 氏名 ふりがな 府県 所属
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１．白 82 甲斐 裕之 かい ひろゆき 広島 チームケンズ

２．黒 83 安東 秀倫 あんどう   ひでみち 岡山県 チーム岡山

３．赤 94 小田 一仁 おだ かずひと 愛知県 サクラマチサイクル

４．青 101 大塚 建一 おおつか けんいち 滋賀県 ウゴーレーシングクラブ

５．黄 103 橋本 武彦 はしもと たけひこ 兵庫県 NRS

R1速度 決勝

№ b-no 氏名 ふりがな 府県 所属
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タイム 順位

１．白 106 田村 健人 たむら けんと 大阪府 Coraggio Kawanishi Cycling Team Junior Youth

２．黒 108 川嶋 祐紀 かわしま ゆうき 和歌山 FortunaTredici

３．赤 110 若代 健 わかしろ たけし 大阪府 Team allout

４．青 111 磯田 友賀 いそだ ともかず 京都府 Team allout

５．黄 114 栂尾 大知 とがお たいち 兵庫県 Coraggio Kawanishi Cyaling Team

６．白黒117 小林 史佳 こばやし ふみよし 大阪府 大阪大学

７．白赤

U12+U15速度 決勝

№ b-no 氏名 ふりがな 府県 所属
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１．白 122 栂尾遥斗 とがお はると 兵庫県 Coraggio Kawanishi Cycling Team Kids U12
２．黒 125 宮本 結太 みやもと ゆいた 兵庫県 Coraggio Kawanishi Cycling Team Kids U12
３．赤 128 土居 時芽 どい そうし 大阪府 Coraggio Kawanishi Cycling Team Kids U12
４．青 131 内田 凛 うちだ  りん 愛知 美山サイクリングクラブ U15
５．黄 132 岡田 宝 おかだ たから 兵庫県 Coraggio Kawanishi Cycling Team Junior Youth U15
６．白黒

Sokudo Race 2／2
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T1　SCRATCH 8km

cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 周回 タイム 順位

１．白 1 栗田 龍之介 くりた りゅうのすけ 香川県 大阪経済大学
２．黒 2 樋口 峻明 ひぐち たかあき 京都府 京都産業大学
３．赤 3 鈴木 康平 すずきこうへい 静岡県 SPADE ACE
４．青 4 小原 洋未 おはら ひろみ 兵庫 VC VELOCE
５．黄 5 河賀 雄大 かが ゆうだい 広島県 Team Ukyo reve
６．白黒 6 福元 啓太 ふくもと けいた 大阪府 関西大学
７．白赤 9 太田 大揮 おおた だいき 大阪府 チーム白星
８．白青 12 松本 貞行 まつもと さだゆき 京都府 Sakataniアンカーマン
９．赤青 13 川元 優佑 かわもと ゆうすけ 兵庫県 チーム白星
10.黒黄 21 山口 忠行 やまぐち ただゆき 広島県 eNShare cycling team
11.黒赤 24 山本 晃司 やまもと こうじ 岡山 チーム岡山
12.黒青 27 新開 隆人 しんかい りゅうじ 兵庫 Coraggio Kawanishi Cycling Team Junior Youth

13.白黄 28 髙木 絢匡 たかぎ あやまさ 京都府 鴨沂高校
14.赤黄 29 樫尾 一知 かしお いっち 兵庫 Team ZERO UNO FRONTIER

15.青黄 30 清水 一弘 しみず かずひろ 広島県 日本写真判定（株）
16.緑 31 佐藤 大我 さとうたいが 京都府 京都産業大学
17.緑白 33 稲田 杜音 いなだ もりお 大阪府 大阪経済大学
18.緑黒 34 大西 晃平 おおにし こうへい 大阪 大阪経済大学
19.緑赤
20.緑青

T2　SCRATCH 8km

cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 周回 タイム 順位

１．白 38 平尾 浩一 ひらお こういち 兵庫県 662CCC
２．黒 39 辰巳 裕次郎 たつみ。ゆうじろう 滋賀 サムズｽﾋﾟｰﾄﾞ
３．赤 40 佐々木 恒輔 ささき こうすけ 鳥取県 BUCYOcoffee.CLT
４．青 41 中島 雅央 なかじま まさお 大阪府 岸和田練習会
５．黄 42 野島 遊 のじま ゆう 大阪
６．白黒 43 髙木絢匡 たかぎあやまさ 京都府 鴨沂高校
７．白赤 44 野崎 翼 のざき つばさ 大阪府 大阪大学
８．白青 49 吉森 大晃 よしもり ひろあき 奈良県 Team Hakusei
９．赤青 50 木下 正季 きのした まさき 大阪 エキップリオン
10.黒黄 51 狩野 大吾（Ｔかの だいご 静岡 Ｉｋｕｓｅｒ
11.黒赤 52 ハットリ ケンハットリ ケンイチ 大阪府 Sakatani Racing
12.黒青 53 天野 壮悠 あまの たけはる 大阪府
13.白黄 54 武市 将宗 たけち まさむね 兵庫県 伊丹市立伊丹高校
14.赤黄 55 田口 純也 たぐち じゅんや 兵庫県 662CCC
15.青黄 57 武平 純一 たけひら じゅんいち 大阪府 Sakatani Racing
16.緑 58 土田 誠二 つちだ せいじ 大阪府 つうばいつう
17.緑白
18.緑黒

T3+TM+TL SCRATC 4km

cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 周回 タイム 順位 cat

１．白 67 長村 達也 おさむら たつや 三重県 日本写真判定（株） T3
２．黒 68 渡辺 俊太郎 わたなべ しゅんたろう東京都 日本写真判定（株） T3
３．赤 69 一和 貴之 いちわ たかし 福井県 ＲＩＳＥ－ＲＴ T3
４．青 72 中里 友香 なかざと ゆか 広島県 eNShare Cycling Team TL
５．黄 74 奥平 厚子 おくだいら あつこ 兵庫県 Team ZERO UNO FRONTIER TL
６．白黒 82 甲斐 裕之 かい ひろゆき 広島 チームケンズ TM

７．白赤 83 安東 秀倫 あんどう   ひでみち 岡山県 チーム岡山 TM

８．白青 84 廣井 浩一 ひろい こういち 岐阜県 CARO SPORT TM

９．赤青 86 藤田 季之 ふじた としゆき 大阪 ドゥールース 練習会 TM

10.黒黄 92 辻 康成 つじ やすなり 兵庫県 NASU FUN CLUB TM

11.黒赤 93 石井 和明 いしい かずあき 兵庫県 サクラマチサイクル TM

12.黒青 94 小田 一仁 おだ かずひと 愛知県 サクラマチサイクル TM

13.白黄 96 元山 宏道 もたやま ひろみち 大阪府 日本野鳥の会京都支部 TM

14.赤黄 98 天野 弘章 あまの ひろあき 大阪府 VC VELOCE TM

15.青黄 101 大塚 建一 おおつか けんいち 滋賀県 ウゴーレーシングクラブ TM

16.緑 104 寺岡 敦史 てらおか あつし 滋賀 サムズスピード TM

17.緑白 105 濱中 康志 はまなか やすし 兵庫県 Team ZERO UNO FRONTIER TM

18.緑黒
19.緑赤

Scratch  1／2
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R1+R2 SCRATCＨ 4km

cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 周回 タイム 順位 CAT

１．白 106 田村 健人 たむら けんと 大阪府 Coraggio Kawanishi Cycling Team Junior Youth R1
２．黒 108 川嶋 祐紀 かわしま ゆうき 和歌山 FortunaTredici R1
３．赤 110 若代 健 わかしろ たけし 大阪府 Team allout R1
４．青 111 磯田 友賀 いそだ ともかず 京都府 Team allout R1
５．黄 114 栂尾 大知 とがお たいち 兵庫県 Coraggio Kawanishi Cyaling Team R1
６．白黒 115 杉山 陽帥 すぎやま ようすい 大阪府 大阪大学 R1
７．白赤 117 小林 史佳 こばやし ふみよし 大阪府 大阪大学 R1
８．白青 118 狩野 大吾（Ｒかの だいご 静岡 Ｉｋｕｓｅｒ R2
９．赤青 119 門島 祐也 かどしま ゆうや 京都 R2
10.黒黄 120 中村 哲平 なかむら てっぺい 兵庫県 Coraggio Kawanishi Cycling Team Junior Youth R2
11.黒赤

U15+U12 SCRATCＨ 2km

cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 周回 タイム 順位 CAT

１．白 122 栂尾遥斗 とがお はると 兵庫県 Coraggio Kawanishi Cycling Team Kids U12

２．黒 124 内田 樂 うちだ  がく 愛知 美山サイクリングクラブ U12

３．赤 125 宮本 結太 みやもと ゆいた 兵庫県 Coraggio Kawanishi Cycling Team Kids U12

４．青 128 土居 時芽 どい そうし 大阪府 Coraggio Kawanishi Cycling Team Kids U12

５．黄 131 内田 凛 うちだ  りん 愛知 美山サイクリングクラブ U15

６．白黒 132 岡田 宝 おかだ たから 兵庫県 Coraggio Kawanishi Cycling Team Junior Youth U15

Scratch  2／2
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T１ ２００ｍFTT 上位８名が１／４予選に

№ 氏名 ふりがな 府県 所属 タイム 順位
1 栗田 龍之介 くりた りゅうのすけ 香川県 大阪経済大学

3 鈴木 康平 すずきこうへい 静岡県 SPADE ACE
4 小原 洋未 おはら ひろみ 兵庫 VC VELOCE
6 福元 啓太 ふくもと けいた 大阪府 関西大学

14 久乗 捷吾 くのりしょうご 京都 大阪工業大学
19 平林 臣一 ひらばやし たかひと 大阪 大阪経済大学
22 岩松 京雅 いわまつ きょうが 京都府 北桑田高校
23 疋田 峻一 ひきだ しゅんいち 大阪 大阪経済大学
25 金井 和輝 かない かずき 京都府 龍谷大学付属平安高校
27 新開 隆人 しんかい りゅうじ 兵庫 Coraggio Kawanishi Cycling Team Junior Youth

29 樫尾 一知 かしお いっち 兵庫 Team ZERO UNO FRONTIER
37 黒瀬 浩太郎 くろせこうたろう 広島県 広島崇徳高校

T２　２００ｍFTT上位4名が１／２予選に

№ 氏名 ふりがな 所属 タイム 順位
38 平尾 浩一 ひらお こういち 兵庫県 662CCC

42 野島 遊 のじま ゆう 大阪
48 黒瀬 亮介 くろせりょうすけ 広島県 広島崇徳高校
52 ハットリ ケンイチ ハットリ ケンイチ 大阪府 Sakatani Racing
55 田口 純也 たぐち じゅんや 兵庫県 662CCC
56 藤井 響流 ふじい こうる 京都府 鴨沂高校
60 岡本 友汰 おかもと ゆうた 京都府 鴨沂高校
65 波多野 正大 はたの まさひろ 京都府

T3　200mFTT
№ 氏名 ふりがな 所属 タイム 順位

67 長村 達也 おさむら たつや 三重県 日本写真判定（株）

68 渡辺 俊太郎 わたなべ しゅんたろう 東京都 日本写真判定（株）

TＭ　２００mFTT上位８名が１／４予選に

№ 氏名 ふりがな 所属 タイム 順位
79 今村 有亨 いまむら ありみち 京都府 ＰＲＴ KOSEKI

80 森 芳博 もり よしひろ 愛知県 CARO SPORT
81 北川 太郎 きたがわ たろう 兵庫 VC VELOCE PROSSIMO
82 甲斐 裕之 かい ひろゆき 広島 チームケンズ
83 安東 秀倫 あんどう   ひでみち 岡山県 チーム岡山
84 廣井 浩一 ひろい こういち 岐阜県 CARO SPORT
89 田中 伊久男 たなか いくお 奈良県 奈良県広域消防組合
90 黒瀬 浩一郎 くろせ こういちろう 広島県 Team  Kermis Cross
93 石井 和明 いしい かずあき 兵庫県 サクラマチサイクル
95 鍋山 聡 なべやま さとし 大阪 ドゥールース 岸和田練習会
97 鈴木 ただし すずき ただし 京都 ドゥールース
99 新井 宏昭 あらい ひろあき 和歌山 レバンサイクルRT

100 佐藤 哲 さとう てつ 愛知県 CARO SPORT
105 濱中 康志 はまなか やすし 兵庫県 Team ZERO UNO FRONTIER

TL　200mFTT
№ 氏名 ふりがな 所属 タイム 順位

70 中本 真弥 なかもと 真弥 和歌山 VC VELOCE

72 中里 友香 なかざと ゆか 広島県 eNShare Cycling Team
74 奥平 厚子 おくだいら あつこ 兵庫県 Team ZERO UNO FRONTIER
75 島袋 陽子 しまぶくろ ようこ 兵庫県 エキップリオン

R1　200mFTT
№ 氏名 ふりがな 所属 タイム 順位
108 川嶋 祐紀 かわしま ゆうき 和歌山 FortunaTredici

110 若代 健 わかしろ たけし 大阪府 Team allout

R2　200mFTT
№ 氏名 ふりがな 所属 タイム 順位
120 中村 哲平 なかむら てっぺい 兵庫県 Coraggio Kawanishi Cycling Team Junior Youth

U12 200mFTT
№ 氏名 ふりがな 所属 タイム 順位
122 栂尾遥斗 とがお はると 兵庫県 Coraggio Kawanishi Cycling Team Kids

125 宮本 結太 みやもと ゆいた 兵庫県 Coraggio Kawanishi Cycling Team Kids

128 土居 時芽 どい そうし 大阪府 Coraggio Kawanishi Cycling Team Kids

U15 200mFTT
№ 氏名 ふりがな 所属 タイム 順位
132 岡田 宝 おかだ たから 兵庫県 Coraggio Kawanishi Cycling Team Junior Youth

sprint quolify 1／1



 2017/10/8KTF#7Muko
T１　１ｋｍ
H/B № 氏名 ふりがな area 所属 電気タイム 手動タイム 順位

1 栗田 龍之介 くりた りゅうのすけ 香川県 大阪経済大学

2 樋口 峻明 ひぐち たかあき 京都府 京都産業大学
4 小原 洋未 おはら ひろみ 兵庫 VC VELOCE
6 福元 啓太 ふくもと けいた 大阪府 関西大学
7 嶌田 吉成 しまだ よしなり 大阪府 VC VELOCE PROSSIMO

8 姫野 正志 ひめの まさし 兵庫 Team ZERO UNO FRONTIER

10 富田 莉央 とみた りお 京都府 鴨沂高校
11 二階堂 尚志 にかいどう たかし 神奈川 チーム・ウォークライド

15 根田 裕司 ねだ ゆうじ 大阪 ネクストリーム・うどん虹や

17 所司 純一 しょし じゅんいち 京都府 モジュマ エリア ゼロナナゴ

18 前田 堅一朗 まえだ けんいちろう 大阪 CWASPアタリマエダ
20 真部 拓海 まなべ たくみ 大阪 大阪経済大学
21 山口 忠行 やまぐち ただゆき 広島県 eNShare cycling team

25 金井 和輝 かない かずき 京都府 龍谷大学付属平安高校
26 丹羽 優輔 にわ ゆうすけ 京都府
28 髙木 絢匡 たかぎ あやまさ 京都府 鴨沂高校
29 樫尾 一知 かしお いっち 兵庫 Team ZERO UNO FRONTIER

31 佐藤 大我 さとうたいが 京都府 京都産業大学
32 久保田 悠介 くぼた ゆうすけ 大阪府 関西大学
33 稲田 杜音 いなだ もりお 大阪府 大阪経済大学
34 大西 晃平 おおにし こうへい 大阪 大阪経済大学

T２　１ｋｍ
H/B № 氏名 ふりがな area 所属 電気タイム 手動タイム 順位

40 佐々木 恒輔 ささき こうすけ 鳥取県 BUCYOcoffee.CLT

41 中島 雅央 なかじま まさお 大阪府 岸和田練習会
42 野島 遊 のじま ゆう 大阪
43 髙木絢匡 たかぎあやまさ 京都府 鴨沂高校
45 嶋田 祥 しまだ しょう 京都府 立命館大学
46 渡部 雅友 わたなべ まさとも 大阪 おーばーどぅ〜いんぐ自転車部

47 安井 慎治 やすい しんじ 岡山県
48 黒瀬 亮介 くろせりょうすけ 広島県 広島崇徳高校
56 藤井 響流 ふじい こうる 京都府 鴨沂高校
59 近藤 靖矩 こんどう  やすのり 大阪
60 岡本 友汰 おかもと ゆうた 京都府 鴨沂高校
61 上田 晃史 うえだ あきふみ 大阪府 エキップリオン
62 吉澤 央翔 よしざわ ひろと 兵庫県 伊丹市立伊丹高校
63 近藤 伸一 こんどう しんいち 三重県 Teamスクアドラ
64 清水 琢 しみず たく 京都府 モジュマ エリア ゼロナナゴ

135 永富 颯紀 ながとみ さつき 兵庫県 市立伊丹高校

TM  1km
H/B № 氏名 ふりがな area 所属 電気タイム 手動タイム 順位

80 森 芳博 もり よしひろ 愛知県 CARO SPORT

83 安東 秀倫 あんどう   ひでみち 岡山県 チーム岡山
84 廣井 浩一 ひろい こういち 岐阜県 CARO SPORT
85 板崎 寿一 いたざき としかず 三重県 Aoyama Rockets RT
86 藤田 季之 ふじた としゆき 大阪 ドゥールース 練習会
87 生駒 茂 いこま しげる 兵庫 VC VELOCE PROSSIMO

88 小出 浩雅 こいで ひろまさ 三重県 m&m cycle factory
90 黒瀬 浩一郎 くろせ こういちろう 広島県 Team  Kermis Cross
91 中村 一馬 なかむら かずま 京都府 Teamまんま
92 辻 康成 つじ やすなり 兵庫県 NASU FUN CLUB
95 鍋山 聡 なべやま さとし 大阪 ドゥールース 岸和田練習会

100 佐藤 哲 さとう てつ 愛知県 CARO SPORT
102 大西 誠治 おおにし せいじ 徳島県 ドゥールース
103 橋本 武彦 はしもと たけひこ 兵庫県 NRS
105 濱中 康志 はまなか やすし 兵庫県Team ZERO UNO FRONTIER

Ｒ１  1km
H/B № 氏名 ふりがな area 所属 電気タイム 手動タイム 順位

107 村井 孝司 むらい たかし 京都府

108 川嶋 祐紀 かわしま ゆうき 和歌山 FortunaTredici
109 田平 修三 たひら しゅうぞう 京都府 モジュマ エリア ゼロナナゴ

111 磯田 友賀 いそだ ともかず 京都府 Team allout
113 山崎 諭 やまざき さとし 愛知県 松邨柔道クラブ
116 梅田 弘之 うめだ ひろゆき 愛知県
137 頼近　直純 よりちか　なおずみ 滋賀県 Teamまんま

1kmTT/500mTT  1／2
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T3 500m
H/B № 氏名 ふりがな area 所属 電気タイム 手動タイム 順位

66 水野 陽介 みずの ようすけ 愛知県

TL 500m
H/B № 氏名 ふりがな area 所属 電気タイム 手動タイム 順位

70 中本 真弥 なかもと 真弥 和歌山 VC VELOCE

71 矢野 智子 やの ともこ 京都府 モジュマ エリア ゼロナナゴ

73 小林 りょう こばやし りょう 京都府 長岡第四中学校
74 奥平 厚子 おくだいら あつこ 兵庫県Team ZERO UNO FRONTIER

76 梶 徳恵 かじ のりえ 香川
77 箕形 和代 みのがた かずよ 三重県 エキップリオン
78 竹之内  真弓(Rたけのうち  まゆみ 大阪府

Ｒ２  500m
H/B № 氏名 ふりがな area 所属 電気タイム 手動タイム 順位

121 吉田 光 よしだ ひかる 京都府

U15 500m
H/B № 氏名 ふりがな area 所属 電気タイム 手動タイム 順位

129 竹中 希春 たけなか きはる 京都府
130 橋本 のこ はしもと のこ 愛知県 エキップあづみの
133 矢次 晴彦 やつぎ はるひこ 大阪府 明星中学校

U12 500m
H/B № 氏名 ふりがな area 所属 電気タイム 手動タイム 順位

123 西原 ゆうか にしはら ゆうか 大阪府

126 村井 正樹 むらい まさき 京都府 大住小学校

127 竹中 珠央 たけなか たまお 京都府
136 上田 真太郎 うえだ しんたろう 大阪府 プレザント

1kmTT/500mTT  2／2
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