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cat b_no name namef area team age sex

T1 1 田野口 翔一 たのぐち しょういち 大阪府 立命館大学 大学生 男性

T1 2 佐々木 俊輔 ささき しゅんすけ 三重県 m&m cycle factory 一般 男性

T1 3 山住 虎太郎 やまずみ こたろう 兵庫 立命館大学 大学生 男性

T1 4 姫野 正志 ひめの まさし 兵庫県 Team ZERO UNO FRONTIER 一般 男性

T1 5 小原 洋未 おはら ひろみ 兵庫 リオンかベローチェ 一般 男性

T1 6 糴川 将太 せりかわ しょうた 大阪府 大学生 男性

T1 7 下島 将輝 しもじま まさき 兵庫県 那須ブラーゼン 一般 男性

T1 8 太田 大揮 おおた だいき 大阪府 チーム白星 一般 男性

T1 9 久乗 捷吾 くのり しょうご 京都 大阪工業大学 大学生 男性

T1 10 村上 翔馬 むらかみ しょうま 兵庫県 大阪産業大学 大学生 男性

T1 11 秋末 蓮 あきすえ れん 兵庫県 飾磨工業高校 高校生 男性

T1 12 前田 堅一朗 まえだ けんいちろう 大阪 CWASPアタリマエダ 一般 男性

T1 13 平林 臣一 ひらばやし たかひと 大阪 大阪経済大学 大学生 男性

T1 14 疋田 峻一 ひきだ しゅんいち 大阪 大阪経済大学 大学生 男性

T1 15 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 一般 男性

T1 16 山口 忠行 やまぐち ただゆい 広島県 エンシェアサイクリングチーム 一般 男性

T1 17 樫尾 一知 かしお いっち 兵庫 Team ZERO UNO FRONTIER 一般 男性

T1 18 上山 夏樹 うえやま なつき 石川県 金沢美術工芸大学 大学生 男性

T1 19 今村 有亨 いまむら ありみち 京都府 PRT KOSEKI 一般 男性

T1 20 野島 遊 のじま ゆう 大阪府 大学生 男性

T1 21 田中 昭太朗 たなか しょうたろう 大阪府 大阪経済大学 大学生 男性

T1 22 上田 真生 うえだ まお 兵庫県 飾磨工業高校多部制 高校生 男性

T1 23 松浦 夏空 まつうら そら 兵庫県 兵庫県立飾磨工業高校 高校生 男性

T1 24 光井 晴紀 みつい はるき 大阪 立命館大学 大学生 男性

T1 25 吉岡 優斗 よしおか ゆうと 大阪府 立命館大学 大学生 男性

T2 26 得津 光司 とくつ こうじ 神奈川 大学生 男性

T2 27 中島 雅央 なかじま まさお 大阪府 岸和田練習会 一般 男性

T2 28 野崎 翼 のざき つばさ 大阪府 大阪大学 大学生 男性

T2 29 松原 陸 まつばら りく 広島 voyagecyclingteam 大学生 男性

T2 30 西井  優人 にしい  まさと 三重 ターミネーターR・T 大学生 男性

T2 31 天野 壮悠 あまの たけはる 大阪府 VC VELOCE 高校生 男性

T2 32 児玉 岳史 こだま たけし 福井県 CORSA Pelucchi 一般 男性

T2 33 橋角 俊之 はしずみ としゆき 大阪府 エキップリオン 一般 男性

T2 34 狩野 大吾T かの だいご 静岡 Ｉｋｕｓｅｒ 一般 男性

T2 35 服部 和成 はっとり かずなり 京都府 PRT KOSEKI 一般 男性

T2 36 片山 和彦 かたやま かずひこ 奈良県 Team ZERO UNO FRONTIER 一般 男性

T2 37 横野 甫 よこの はじめ 大阪府 Sonic Racing 中学生以下 男性

T2 38 長﨑 優祐 ながさき ゆうすけ 兵庫県 大阪経済大学 大学生 男性

T2 39 土田 誠二 つちだ せいじ 大阪府 つうばいつう 一般 男性

T2 40 田口 純也 たぐち じゅんや 兵庫県 662CCC 一般 男性

T2 41 川島 洋 かわしま ひろし 滋賀県 ストラーダＲ 一般 男性

T2 42 金森 修一 かなもりしゅういち 奈良県 パナソニック 一般 男性

T2 43 岩見 悠磨 いわみ ゆうま 京都 京都大学 大学生 男性

T2 44 松山 涼 まつやま りょう 京都府 京都大学 大学生 男性

T2 45 筒井 誉大 つつい たかひろ 大阪府 京都大学 大学生 男性

T2 46 向井田 直 むかいだ なおき 京都府 京都大学 大学生 男性

T2 47 今村 駿佑 いまむら しゅんすけ 大阪府 大阪経済大学 大学生 男性

T2 48 山下  虎ノ亮 やました  とらのすけ 京都 白星 中学生以下 男性

T2 49 寸田 桜 すんだ さくら 京都府 立命館大学 大学生 女性

T2 50 中本  真弥 なかもと  まや 和歌山 VC  VELOCE 高校生 女性

T2 51 中里 友香 なかざと ゆか 広島県 eNShareCyclingTeam 女性 女性

T2 52 吉岡 雄也 よしおか ゆうや 京都府 大学生 男性

T2 53 近藤 靖矩 こんどう やすのり 大阪 一般 男性

T2 54 嘉村 拓見 かむら たくみ 大阪 高校生 男性

T2 55 辰巳.裕次郎 たつみゆうじろう 滋賀 サムズスピード 一般 男性

TM 56 鈴木 ただし すずき ただし 京都 ドゥールースヾ(≧▽≦)ﾉ❤ 一般 男性

TM 57 広瀬 千久 ヒロセ ユキヒサ 三重 m&m cycle factory 一般 男性

TM 58 板崎 寿一 いたざき としかず 三重県 Aoyama Rockets RT 一般 男性

TM 59 有山 朋男 ありやま ともお 兵庫県 Team ZERO UNO FRONTIER 一般 男性

TM 60 藤田 季之 ふじた としゆき 大阪 ドゥールース岸和田練習会 一般 男性
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TM 61 小田 一仁 オダ カズヒト 愛知県 サクラマチサイクル 一般 男性

TM 62 田中 紀尋 たなか としひろ 大阪 一般 男性

TM 63 鍋山 聡 なべやま さとし 大阪 ドゥールース岸和田練習会 一般 男性

TM 64 北川 太郎 きたがわ たろう 兵庫 VC VELOCE PROSSIMO 一般 男性

TM 65 保崎 治也 ほざき はるや 京都 一般 男性

TM 66 新井 宏昭 あらい ひろあき 和歌山 レバンサイクルRT 一般 男性

TM 67 得津 公義 とくつ きみよし 大阪府 北摂すからと〜れ 一般 男性

TM 68 大森 寛幸 おおもり ひろゆき 奈良 ユーロワークスＳＫＣレーシング 一般 男性

TM 69 甲斐 裕之 かい ひろゆき 広島 チームケンズ 一般 男性

TM 70 大村 一良 おおむら かずよし 大阪府 チームアカマツ 一般 男性

TL 71 中本  真弥 なかもと  まや 和歌山 VC  VELOCE 高校生 女性

TL 72 矢野 智子 やの ともこ 京都府 モジュマエリアゼロナナゴ 女性 女性

T3 73 久保 翔史 くぼ しょうし 兵庫県 サクラマチサイクル 一般 男性

T3 74 田口 詞也 たぐち つぐなり 兵庫県 662CCC 中学生以下 男性

T3 75 片山 国拓 かたやま くにひろ 奈良県 Team ZERO UNO FRONTIER 中学生以下 男性

T3 76 内田  凛 うちだ  りん 愛知県 美山サイクリングクラブ 中学生以下 男性

T3 77 永尾 祐一郎 ながお ゆういちろう 大阪 中学生以下 男性

R1 78 川嶋 祐紀 かわしま ゆうき 和歌山 Fortuna Tredici 一般 男性

R1 79 後藤 東洋士 ごとう ひろし 大阪 ネクストクリーム・うどん虹や 一般 男性

R1 80 田平 修三 たひら しゅうぞう 京都 モジュマエリアゼロナナゴ 一般 男性

R1 81 福地 徹 ふくち とおる 和歌山県 TEAM SANREMO 一般 男性

R1 82 宇野 剛史 うの つよし 大阪 VC VELOCE PROSSIMO 一般 男性

R1 83 瀬川 純 せがわ じゅん 滋賀県 Biwako Cycling 一般 男性

R1 84 天野 弘章 あまの ひろあき 大阪府 VC VELOCE 一般 男性

R2 85 橋本 歩久玄 はしもと ほくげん 愛知県 エキップあづみの 中学生以下 男性

R2 86 松本 昭雄 まつもと あきお 三重 一般 男性

R2 87 上田 柊大郎 うえだ しゅうたろう 兵庫県 662CCC 一般 男性

R2 88 田中 隆年 たなか たかとし 大阪府 BikeTeam回転木馬 一般 男性

R2 89 狩野 大吾Ｒ かの だいご 静岡 Ｉｋｕｓｅｒ 一般 男性

R2 90 磯田 友賀 いそだ ともかず 京都府 Team allout 一般 男性

R2 91 芥子 孝満 けし たかみつ 大阪府 一般 男性

R2 92 早川 槙一 はやかわ しんいち 大阪府 一般 男性

U12 93 上田 真太郎 うえだ しんたろう 大阪府 プレザント 中学生以下 男性

U12 94 内田  樂 うちだ  がく 愛知県 美山サイクリングクラブ 中学生以下 男性
U12 95 有山 怜恩 ありやま れおん 兵庫県 Team ZERO UNO FRONTIER 中学生以下 男性

U15 96 橋本 のこ はしもと のこ 愛知県 エキップあづみの 中学生以下 女性

U15 97 保崎 実智子 ほざき みちこ 京都 美山CC 中学生以下 女性
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