
KTF2017/9/18#6Ichinomiya

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

3 Tenhave Ja テンハブ ジャスミン Aichi

#N/A #N/A ### #N/A
8 新開 隆人 しんかい りゅうじ 兵庫 Coraggio Kawanishi Cycling Team Junior Youth 14.458

16 上山 夏樹 うえやま なつき 石川県 金沢美術工芸大学 12.132
17 村瀬 大和 むらせ やまと 岐阜県 岐阜第一高校 11.940
19 山本 修史 やまもと しゅうじ 愛知 中京大学
23 大山 慶祐 おおやま けいすけ 京都府 立命館大学 12.635
24 児玉 利文 こだま としふみ 岐阜県 sfiDARE Works

118 筧　太一　

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

31 温水 祐哉 ぬくみず ゆうや 愛知県 サイクルマスター 13.600

32 西井 優人 にしい まさと 三重 ターミネーターR・T 13.497
33 川合 利尚 かわい としひさ 岐阜県
34 鈴木 健太 すずき けんた 愛知県 サイクルマスター 13.610
37 古橋 勇斗 ふるはし ゆうと 愛知県 サイクルマスター 13.377
39 野崎 翼 のざき つばさ 大阪府 大阪大学
43 桂川 洋一 かつらがわ  よういち 岐阜県 ELMO 12.493
45 鈴木 雅大 すずき まさひろ 東京都
47 小野 豪太 おの ごうた 岐阜県 12.807
48 得津 光司 とくつ こうじ 神奈川 12.674
50 佐々木 恒輔 ささき こうすけ 鳥取県 BUCYOcoffee.CLT 12.121
51 松村 維也 まつむら ゆいや 愛知県 滝高校 12.848
44 児玉 虎之介 こだま とらのすけ 岐阜県 岐阜第一高等学校 13.390

T3　200mFTT
№ 氏名 ふりがな area 所属 タイム manual 順位

65 中嶌 雅利 なかしま まさとし 岐阜県 14.736

66 橋口 尚弘 はしぐち なおひろ 三重
67 西岡 健一 にしおか    けんいち 長野県 飯田レーシング 14.793
68 小川 遼太 おがわ りょうた 愛知県 14.480
71 坪井 伸夫 つぼい のぶお 静岡県 LAKE HAMANA RC 13.820
72 嶋田 祥 しまだ しょう 京都府 立命館大学 12.690
74 倉田 紘希 くらた こうき 岐阜県 岐阜第一高等学校
75 石田 拓真 いしだ たくま 愛知県 岐阜第一高校 12.474

#N/A #N/A ### #N/A
77 佐藤 哲 さとう てつ 愛知県 CARO SPORT 14.501

114 渡辺 俊太郎

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

81 大野 風貴芽 おおの ふきめ 愛知県 MINOURA大垣レーシング 13.558

82 中本 真弥 なかもと  まや 和歌山 VC VELOCE 13.964

200FTT 1／2
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TM　２００ｍFTT
№ 氏名 ふりがな area 所属 タイム manual 順位

53 奥山 義和 おくやま よしかず 岐阜県 奥山接骨院

54 出羽 敬人 でわ のりひと 愛知県 チーム36隊 14.838
55 吉田 佳史 よしだ よしふみ 愛知県 TEAM光
56 保崎 治也 ほざき はるや 京都府 14.826
57 鈴木 ただし すずき ただし 京都 ドゥールース❤ 13.671
58 鍋山 聡 なべやま さとし 大阪 ドゥールース　岸和田練習会

62 廣瀬 公智 ひろせ こうじ 岐阜県 大垣ピストンズ 14.511
63 板崎 寿一 いたざき としかず 三重県 Aoyama　Rockets　RT 14.003
64 森 芳博 もり よしひろ 愛知県 CARO　SPORT 14.342
84 湯澤 啓介 ゆざわ けいすけ 愛知県 サイクルマスター 15.266
85 近藤 良音 こんどうかずね 愛知 サイクルマスター
86 梅田 弘之 うめだ ひろゆき 愛知県
87 山崎 諭 やまざき さとし 愛知県 松邨柔道クラブ
88

R1　200mFTT
№ 氏名 ふりがな area 所属 タイム manual 順位

84 湯澤 啓介 ゆざわ けいすけ 愛知県 サイクルマスター

85 近藤 良音 こんどうかずね 愛知 サイクルマスター
86 梅田 弘之 うめだ ひろゆき 愛知県 14.309
88 松笠 史也 まつかさ ふみや 兵庫県Coraggio Kawanishi Cycling Team Junior Youth 14.780
90 樋口 功治 ひぐち こうじ 岐阜 KYBレーシング 13.044

4 平野 真一 ひらの しんいち 和歌山 東京ヴェントス 13.865

R2　200mFTT
№ 氏名 ふりがな area 所属 タイム manual 順位

94 三好 真雄 みよし まさお 愛知県 17.285

95 安井 誠治 やすい せいじ 愛知県 TRAILBLAZER
98 宮本 隆司 みやもと たかし 兵庫県 14.957

100 中村 哲平 なかむら てっぺい 兵庫県Coraggio Kawanishi Cycling Team Junior Youth 15.248
103 橋本 歩久玄 はしもとほくげん 愛知県
104 笠松 稜 かさまつ りょう 和歌山 遊輪クラブ 14.226

76 前田 恵子 まえだ けいこ 愛知県 TEAM 光 16.891

U12  200mFTT
№ 氏名 ふりがな area 所属 タイム manual 順位
105 宮本 結太 みやもと ゆいた 兵庫県Coraggio Kawanishi Cycling Team Kids 20.502

106 内田 樂 うちだ  がく 愛知 美山サイクリングクラブ 18.366
107 栂尾 遥斗 とがお はると 兵庫県Coraggio Kawanishi Cycling Team Kids 21.867
108 土居 時芽 どい そうし 大阪府Coraggio Kawanishi Cycling Team Kids 20.570
109 奥井 達也 おくい たつや 滋賀県 ライフレーシングクラブ 16.768

U15  200mFTT
№ 氏名 ふりがな area 所属 タイム manual 順位
110 内田 凛 うちだ  りん 愛知 美山サイクリングクラブ 16.125

111 保崎 実智子 ほざき みちこ 京都府 美山CC 16.905
112 橋本 のこ はしもとのこ 愛知県 15.372
113 岡田 宝 おかだ たから 兵庫県Coraggio Kawanishi Cycling Team Junior Youth 16.928

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 # # # # # 着順 タイム 順位

１．白 1 吉岡 優斗 よしおか ゆうと 大阪 立命館大学 *

２．黒 5 三井 海 みつい かい 岐阜県岐阜第一高等学校 2.32.07 1

３．赤 7 窪 翼 くぼ つばさ 愛知 DNS

４．青 8 新開 隆人 しんかい りゅうじ兵庫 Coraggio Kawanishi Cycling Team Junior Youth *

５．黄 12 樫尾 一知 かしお いっち 兵庫 ゼロ・ウノ・フロンティア *

６．白黒 18 笹原 康彦 ささはら やすひこ岐阜県 MINOURA大垣レーシング *

７．白赤 20 西原 祐太 にしはら ゆうた 愛知県 中京大学 DNS

８．白青 21 川嶋 祐輔 かわしま ゆうすけ愛知県 中京大学 DNS

９．赤青 120 山住 虎太郎 やまずみ こたろう兵庫 立命館大学 2

10.黒黄

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 # # # # # 着順 タイム 順位

１．白 26 種井  亮 たねい   りょう 愛知県天狗党 *

２．黒 27 戸田 宏輝 とだ ひろき 東京都東海大学 2

３．赤 28 宮村 浩平 みやむら こうへい愛知県KINAN AACA

４．青 29 秋本 光隆 あきもと みつたか愛知県BUCYOCOFFEE/CLT cyclingTeam *

５．黄 30 大谷 幸矢 おおたに ゆきや 愛知県中京大学

６．白黒 31 温水 祐哉 ぬくみず ゆうや 愛知県 サイクルマスター *

７．白赤 34 鈴木 健太 すずき けんた 愛知県 サイクルマスター *

８．白青 35 加藤 伸次郎 かとう しんじろう岐阜県 MINOURA大垣レーシング *

９．赤青 36 児玉 岳史 こだま たけし 福井県

10.黒黄 37 古橋 勇斗 ふるはし ゆうと 愛知県サイクルマスター *

11.黒赤 41 井関 太一 いせき たいち 岐阜県 y'sロード名古屋 *

12.黒青 48 得津 光司 とくつ こうじ 神奈川 5.33.11 1

13.白黄 50 佐々木 恒輔 ささき こうすけ 鳥取県 BUCYOcoffee.CLT *

14.赤黄 52 寸田 桜 すんだ さくら 京都府 立命館大学 *

15.青黄

1／2 ELIMINATION
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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 # # # # # 着順 タイム 順位

１．白 57 鈴木 ただし すずき ただし 京都 ドゥールース❤ *

２．黒 59 小田 一仁 おだ かずひと 愛知県サクラマチサイクル 2

３．赤 60 金子 光廣 かねこ みつひろ 愛知県 *

４．青 70 菊地 真一 きくち しんいち 愛知県 *

５．黄 116 上田 諭尉 うえだ ゆい 岐阜県

６．白黒 72 嶋田 祥 しまだ しょう 京都府 立命館大学 2.45.61 1

７．白赤 121 辰巳 裕次郎 たつみゆうじろう 滋賀県 *

R1 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 # # # # # 着順 タイム 順位

１．白 83 村田 祐基 むらたひろき 愛知県TeamRuedaNagoya *

２．黒 84 湯澤 啓介 ゆざわ けいすけ 愛知県サイクルマスター *

３．赤 87 山崎 諭 やまざき さとし 愛知県松邨柔道クラブ *

４．青 88 松笠 史也 まつかさ ふみや 兵庫県Coraggio Kawanishi Cycling Team Junior Youth *

５．黄 92 栂尾 大知 とがお たいち 兵庫県Coraggio Kawanishi Cycling Team *

６．白黒 119 小渡 健悟 3.46.18 1

７．白赤 4 平野 真一 ひらの しんいち 和歌山県東京ヴェントス 2

R2 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 # # # # # 着順 タイム 順位

１．白 95 安井 誠治 やすい せいじ 愛知県TRAILBLAZER DNS

２．黒 96 稲田 雄星 いなだ ゆうせい 愛知県TCC-SPEED *

３．赤 98 宮本 隆司 みやもと たかし 兵庫県 2

４．青 99 高田 侑亮 たかだ ゆうすけ 岐阜県 2.12.58 1

５．黄 101 小林 秀一 こばやし ひでかず愛知県DRONE *

６．白黒 104 笠松 稜 かさまつ りょう 和歌山県遊輪クラブ *

U12+U15 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 # # # # # 着順 タイム 順位

１．白 105 宮本 結太 みやもと ゆいた 兵庫県Coraggio Kawanishi Cycling Team Kids 2

２．黒 107 栂尾 遥斗 とがお はると 兵庫県Coraggio Kawanishi Cycling Team Kids *

３．赤 108 土居 時芽 どい そうし 大阪府Coraggio Kawanishi Cycling Team Kids *

４．青 113 岡田 宝 おかだ たから 兵庫県Coraggio Kawanishi Cycling Team Junior Youth 2.15.89 1

2／2 ELIMINATION
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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 吉岡 優斗 よしおか ゆうと 大阪 立命館大学 12.174 1

２．黒 3 Tenhave Jasmin テンハブ ジャスミン Aichi dns
３．赤 9 木村 天哉 きむら たかや 愛知県岐阜第一高校 6
４．青 15 塚原 郁也 つかはら ふみや 岐阜県岐阜第一高校 2
５．黄 18 笹原 康彦 ささはら やすひこ 岐阜県MINOURA大垣レーシング 3
６．白黒 22 三浦 蓮海 みうら れんかい 岐阜県岐阜第一高校 4
７．白赤 17 村瀬 大和 むらせ やまと 岐阜県岐阜第一高校 5

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 2 藤井 侑吾 ふじい ゆうご 愛知県 13.019 1

２．黒 6 平尾 貴之 ひらお たかゆき 岐阜県MINOURA大垣レーシング 2
３．赤 13 筒井 海翔 つつい かいと 岐阜県岐阜第一高校 3
４．青 16 上山 夏樹 うえやま なつき 石川県金沢美術工芸大学 5
５．黄 19 山本 修史 やまもと しゅうじ 愛知 中京大学 dns
６．白黒 117 石田 拓海 いしだ たくみ 岐阜県岐阜第一高等学校 6
７．白赤 75 石田 拓真 いしだ たくま 愛知県 4

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 28 宮村 浩平 みやむら こうへい 愛知県KINAN AACA 6

２．黒 32 西井 優人 にしい まさと 三重 ターミネーターR・T 4
３．赤 37 古橋 勇斗 ふるはし ゆうと 愛知県サイクルマスター 5
４．青 42 窪田 雅行 くぼた まさゆき 岐阜県minoura大垣レーシング 2
５．黄 47 小野 豪太 おの ごうた 岐阜県 3
６．白黒 51 松村 維也 まつむら ゆいや 愛知県滝高校 13.466 1

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 29 秋本 光隆 あきもと みつたか 愛知県BUCYOCOFFEE/CLT cyclingTeam 4

２．黒 34 鈴木 健太 すずき けんた 愛知県サイクルマスター 3
３．赤 39 野崎 翼 のざき つばさ 大阪府大阪大学 dns
４．青 44 児玉 虎之介 こだま とらのすけ 岐阜県岐阜第一高等学校 2
５．黄 48 得津 光司 とくつ こうじ 神奈川 13.553 1

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 31 温水 祐哉 ぬくみず ゆうや 愛知県サイクルマスター 4

２．黒 35 加藤 伸次郎 かとう しんじろう 岐阜県MINOURA大垣レーシング 2
３．赤 40 山本 涼太 やまもと りょうた 神奈川 5
４．青 46 渡邊 昇 わたなべ のぼる 岐阜 大垣CSC 3
５．黄 49 岡田 理紀 おかだ まさき 東京都東海大学 12.929 1

TM 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 53 奥山 義和 おくやま よしかず 岐阜県奥山接骨院 6

２．黒 56 保崎 治也 ほざき はるや 京都府 3
３．赤 58 鍋山 聡 なべやま さとし 大阪 ドゥールース　岸和田練習会 14.646 1
４．青 60 金子 光廣 かねこ みつひろ 愛知県 5
５．黄 62 廣瀬 公智 ひろせ こうじ 岐阜県大垣ピストンズ 2
６．白黒 64 森 芳博 もり よしひろ 愛知県CARO　SPORT 4

TM 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 54 出羽 敬人 でわ のりひと 愛知県チーム36隊 5

２．黒 57 鈴木 ただし すずき ただし 京都 ドゥールース❤ 15.223 1
３．赤 59 小田 一仁 おだ かずひと 愛知県サクラマチサイクル 3
４．青 61 尾上 純仁 おのうえ じゅんじ 愛知県チーム チェブロ 2
５．黄 63 板崎 寿一 いたざき としかず 三重県Aoyama　Rockets　RT 4
６．白黒 116 上田 諭尉 うえだ ゆい 岐阜県 6

T3+TL 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 65 中嶌 雅利 なかしま まさとし 岐阜県 5

２．黒 67 西岡 健一 にしおか    けんいち 長野県飯田レーシング 4
３．赤 71 坪井 伸夫 つぼい のぶお 静岡県LAKE HAMANA RC 3
４．青 #N/A #N/A ## #N/A
５．黄 78 増田 夕華 ますだ せつか 岐阜県岐阜第一高校 13.769 1
６．白黒 80 平尾 愛菜 ひらお あいな 岐阜県岐阜第一高校 2
７．白赤 #N/A #N/A ## #N/A

KEIRIN  1／3
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T3+TL 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 66 橋口 尚弘 はしぐち なおひろ 三重

２．黒 68 小川 遼太 おがわ りょうた 愛知県 4
３．赤 74 倉田 紘希 くらた こうき 岐阜県岐阜第一高等学校
４．青 77 佐藤 哲 さとう てつ 愛知県CARO SPORT 14.603 1
５．黄 79 水谷 奈歩 みずたに なほ 愛知県 3
６．白黒 82 中本 真弥 なかもと  まや 和歌山VC VELOCE 5
７．白赤 114 渡辺 俊太郎 2

T1 ケイリン決勝 2,6はブルーバンド走行で降格

cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 タイム 順位
１．白 1 吉岡 優斗 よしおか ゆうと 大阪 立命館大学 2

２．黒 15 塚原 郁也 つかはら ふみや 岐阜県岐阜第一高校 6
３．赤 18 笹原 康彦 ささはら やすひこ 岐阜県MINOURA大垣レーシング 3
４．青 2 藤井 侑吾 ふじい ゆうご 愛知県 12.211 1
５．黄 6 平尾 貴之 ひらお たかゆき 岐阜県MINOURA大垣レーシング 5
６．白黒 13 筒井 海翔 つつい かいと 岐阜県岐阜第一高校 4

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 22 三浦 蓮海 みうら れんかい 岐阜県岐阜第一高校 12.165 1

２．黒 17 村瀬 大和 むらせ やまと 岐阜県岐阜第一高校 6
３．赤 9 木村 天哉 きむら たかや 愛知県岐阜第一高校 2
４．青 75 石田 拓真 いしだ たくま 愛知県岐阜第一高校 3
５．黄 16 上山 夏樹 うえやま なつき 石川県金沢美術工芸大学 4
６．白黒 117 石田 拓海 いしだ たくみ 岐阜県岐阜第一高等学校 5

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 51 松村 維也 まつむら ゆいや 愛知県滝高校 3

２．黒 42 窪田 雅行 くぼた まさゆき 岐阜県minoura大垣レーシング 6
３．赤 48 得津 光司 とくつ こうじ 神奈川 2
４．青 44 児玉 虎之介 こだま とらのすけ 岐阜県岐阜第一高等学校 4
５．黄 49 岡田 理紀 おかだ まさき 東京都東海大学 12.525 1
６．白黒 35 加藤 伸次郎 かとう しんじろう 岐阜県MINOURA大垣レーシング 5

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 47 小野 豪太 おの ごうた 岐阜県 dns

２．黒 32 西井 優人 にしい まさと 三重 ターミネーターR・T 4
３．赤 34 鈴木 健太 すずき けんた 愛知県サイクルマスター 6
４．青 29 秋本 光隆 あきもと みつたか 愛知県BUCYOCOFFEE/CLT cyclingTeam 2
５．黄 46 渡邊 昇 わたなべ のぼる 岐阜 大垣CSC dns
６．白黒 31 温水 祐哉 ぬくみず ゆうや 愛知県サイクルマスター 3
７．白赤 37 古橋 勇斗 ふるはし ゆうと 愛知県サイクルマスター 14.297 1
８．白青 28 宮村 浩平 みやむら こうへい 愛知県KINAN AACA 5
9．赤黒 40 山本 涼太 やまもと りょうた 神奈川 dns

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 58 鍋山 聡 なべやま さとし 大阪 ドゥールース　岸和田練習会 14.014 1

２．黒 62 廣瀬 公智 ひろせ こうじ 岐阜県大垣ピストンズ 3
３．赤 56 保崎 治也 ほざき はるや 京都府 6
４．青 57 鈴木 ただし すずき ただし 京都 ドゥールース❤ 5
５．黄 61 尾上 純仁 おのうえ じゅんじ 愛知県チーム チェブロ 2
６．白黒 59 小田 一仁 おだ かずひと 愛知県サクラマチサイクル 4

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 64 森 芳博 もり よしひろ 愛知県CARO　SPORT 14.553 1

２．黒 60 金子 光廣 かねこ みつひろ 愛知県 2
３．赤 53 奥山 義和 おくやま よしかず 岐阜県奥山接骨院 4
４．青 63 板崎 寿一 いたざき としかず 三重県Aoyama　Rockets　RT
５．黄 54 出羽 敬人 でわ のりひと 愛知県チーム36隊 3
６．白黒 116 上田 諭尉 うえだ ゆい 岐阜県 5
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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 78 増田 夕華 ますだ せつか 岐阜県岐阜第一高校 14.450 1

２．黒 80 平尾 愛菜 ひらお あいな 岐阜県岐阜第一高校 2
３．赤 71 坪井 伸夫 つぼい のぶお 静岡県LAKE HAMANA RC 3
４．青 77 佐藤 哲 さとう てつ 愛知県CARO SPORT 5
５．黄 114 渡辺 俊太郎 4
６．白黒 79 水谷 奈歩 みずたに なほ 愛知県 6

Ｔ3+TLケイリン選抜
cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 タイム 順位
１．白 67 西岡 健一 にしおか    けんいち 長野県飯田レーシング 2

２．黒 65 中嶌 雅利 なかしま まさとし 岐阜県 dns
３．赤 68 小川 遼太 おがわ りょうた 愛知県 16.058 1
４．青 82 中本 真弥 なかもと  まや 和歌山VC VELOCE dns
５．黄 66 橋口 尚弘 はしぐち なおひろ 三重 3

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 83 村田 祐基 むらたひろき 愛知県TeamRuedaNagoya 3

２．黒 84 湯澤 啓介 ゆざわ けいすけ 愛知県サイクルマスター 5
３．赤 87 山崎 諭 やまざき さとし 愛知県松邨柔道クラブ 2
４．青 90 樋口 功治 ひぐち こうじ 岐阜 KYBレーシング 1
５．黄 91 川嶋 祐紀 かわしま ゆうき 和歌山Fortuna Tredici 12.943 6
６．白黒 4 平野 真一 ひらの しんいち 和歌山東京ヴェントス 4

Ｒ２ケイリン決勝 5は蛇行により走路妨害で降格

cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 タイム 順位
１．白 96 稲田 雄星 いなだ ゆうせい 愛知県TCC-SPEED 3

２．黒 97 岸  勇輔 きし  ゆうすけ 愛知県FASTER 5
３．赤 99 高田 侑亮 たかだ ゆうすけ 岐阜県 2
４．青 100 中村 哲平 なかむら てっぺい 兵庫県Coraggio Kawanishi Cycling Team Junior Youth 6
５．黄 101 小林 秀一 こばやし ひでかず 愛知県DRONE 4
６．白黒 102 水野 翔介 みずの しょうすけ 愛知県FASTER 7
７．白赤 103 橋本 歩久玄 はしもとほくげん 愛知県 dns
８．白青 104 笠松 稜 かさまつ りょう 和歌山遊輪クラブ 13.475 1
9．赤黒 76 前田 恵子 まえだ けいこ 愛知県TEAM 光 8

U12 ケイリン決勝
cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 タイム 順位
１．白 105 宮本 結太 みやもと ゆいた 兵庫県Coraggio Kawanishi Cycling Team Kids 4

２．黒 106 内田 樂 うちだ  がく 愛知 美山サイクリングクラブ 2
３．赤 107 栂尾 遥斗 とがお はると 兵庫県Coraggio Kawanishi Cycling Team Kids 3
４．青 108 土居 時芽 どい そうし 大阪府Coraggio Kawanishi Cycling Team Kids 5
５．黄 109 奥井 達也 おくい たつや 滋賀県ライフレーシングクラブ 19.089 1

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 110 内田 凛 うちだ  りん 愛知 美山サイクリングクラブ 17.076 1

２．黒 111 保崎 実智子 ほざき みちこ 京都府美山CC 3
３．赤 112 橋本 のこ はしもとのこ 愛知県 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 吉岡 優斗 よしおか ゆうと 大阪 立命館大学 2
２．黒 3 Tenhave Jaテンハブ ジャスミン Aichi dns
３．赤 4 平野 真一 ひらの しんいち 和歌山 東京ヴェントス dns
４．青 5 三井 海 みつい かい 岐阜県 岐阜第一高等学校 6
５．黄 6 平尾 貴之 ひらお たかゆき 岐阜県 MINOURA大垣レーシング 10
６．白黒 7 窪 翼 くぼ つばさ 愛知 dns
７．白赤 8 新開 隆人 しんかい りゅうじ 兵庫 Coraggio Kawanishi Cycling Team Junior Youth 9
８．白青 9 木村 天哉 きむら たかや 愛知県 岐阜第一高校 8
９．赤青 10 平林 大航 ひらばやし たいこう 岐阜県 岐阜第一高校 10.50.99 1
10.黒黄 11 山田 健登 やまだ けんと 愛知県 岐阜第一高等学校 dns
11.黒赤 13 筒井 海翔 つつい かいと 岐阜県 岐阜第一高校 5
12.黒青 15 塚原 郁也 つかはら ふみや 岐阜県 岐阜第一高校 3
13.白黄 20 西原 祐太 にしはら ゆうた 愛知県 中京大学 dns
14.赤黄 21 川嶋 祐輔 かわしま ゆうすけ 愛知県 中京大学 dns
15.青黄 23 大山 慶祐 おおやま けいすけ 京都府 立命館大学 4
16.緑 24 児玉 利文 こだま としふみ 岐阜県 sfiDARE Works dns
17.緑白 117 石田 拓海 いしだ たくみ 岐阜県 岐阜第一高等学校 dnf
18.緑黒 118 筧　太一　 dns
19.緑赤 120 山住 虎太郎 やまずみ こたろう 兵庫 立命館大学 7
20.緑青 #N/A #N/A ### #N/A

T2　SCRATCH 8km

cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 周回 タイム 順位

１．白 25 藤田 彬史 ふじた よしふみ 神奈川 東海大学 dnf
２．黒 27 戸田 宏輝 とだ ひろき 東京都 東海大学 5
３．赤 30 大谷 幸矢 おおたに ゆきや 愛知県 中京大学 dns
４．青 31 温水 祐哉 ぬくみず ゆうや 愛知県 サイクルマスター dnf
５．黄 34 鈴木 健太 すずき けんた 愛知県 サイクルマスター dnf
６．白黒 36 児玉 岳史 こだま たけし 福井県 dnf
７．白赤 37 古橋 勇斗 ふるはし ゆうと 愛知県 サイクルマスター dnf
８．白青 40 山本 涼太 やまもと りょうた 神奈川 dnf
９．赤青 41 井関 太一 いせき たいち 岐阜県 y'sロード名古屋 3
10.黒黄 42 窪田 雅行 くぼた まさゆき 岐阜県 minoura大垣レーシング dnf
11.黒赤 45 鈴木 雅大 すずき まさひろ 東京都 dnf
12.黒青 46 渡邊 昇 わたなべ のぼる 岐阜 大垣CSC 8
13.白黄 47 小野 豪太 おの ごうた 岐阜県 6
14.赤黄 48 得津 光司 とくつ こうじ 神奈川 2
15.青黄 49 岡田 理紀 おかだ まさき 東京都 東海大学 10.39.20 1
16.緑 50 佐々木 恒輔 ささき こうすけ 鳥取県 BUCYOcoffee.CLT 4
17.緑白 52 寸田 桜 すんだ さくら 京都府 立命館大学 7
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 59 小田 一仁 おだ かずひと 愛知県 サクラマチサイクル 2 TM

２．黒 60 金子 光廣 かねこ みつひろ 愛知県 4 TM

３．赤 61 尾上 純仁 おのうえ じゅんじ 愛知県 チーム チェブロ 5.30.30 1 TM

４．青 67 西岡 健一 にしおか    けんいち 長野県 飯田レーシング 8 T3
５．黄 69 樋口 和憲 ひぐち かずのり 愛知県 RSC 7 T3
６．白黒 70 菊地 真一 きくち しんいち 愛知県 6 T3
７．白赤 74 倉田 紘希 くらた こうき 岐阜県 岐阜第一高等学校 dns T3
８．白青 114 渡辺 俊太郎 9 T3
９．赤青 115 橋口 尚弘 dns T3
10.黒黄 80 平尾 愛菜 ひらお あいな 岐阜県 岐阜第一高校 3 TL
11.黒赤 121 辰巳 裕次郎 たつみゆうじろう 滋賀県 5 TM

R1 SCRATCＨ 4km

cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 周回 タイム 順位 CAT

１．白 83 村田 祐基 むらたひろき 愛知県 TeamRuedaNagoya dnf
２．黒 84 湯澤 啓介 ゆざわ けいすけ 愛知県 サイクルマスター dnf
３．赤 87 山崎 諭 やまざき さとし 愛知県 松邨柔道クラブ 5
４．青 88 松笠 史也 まつかさ ふみや 兵庫県 Coraggio Kawanishi Cycling Team Junior Youth 4
５．黄 91 川嶋 祐紀 かわしま ゆうき 和歌山 Fortuna Tredici 2
６．白黒 92 栂尾 大知 とがお たいち 兵庫県 Coraggio Kawanishi Cycling Team 6
７．白赤 119 小渡 健悟 5.23.10 1
８．白青 4 平野 真一 ひらの しんいち 和歌山 東京ヴェントス 3
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R2 SCRATCＨ 4km

cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 周回 タイム 順位 CAT

１．白 93 山本 将司 やまもと まさし 愛知県 6
２．黒 94 三好 真雄 みよし まさお 愛知県 7
３．赤 96 稲田 雄星 いなだ ゆうせい 愛知県 TCC-SPEED 2
４．青 97 岸  勇輔 きし  ゆうすけ 愛知県 FASTER 4
５．黄 98 宮本 隆司 みやもと たかし 兵庫県 3
６．白黒 102 水野 翔介 みずの しょうすけ 愛知県 FASTER 5
７．白赤 103 橋本 歩久玄 はしもとほくげん 愛知県 dns
８．白青 104 笠松 稜 かさまつ りょう 和歌山 遊輪クラブ 6.10.70 1
９．赤青

U15 SCRATCＨ 2km

cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 周回 タイム 順位 CAT

１．白 110 内田 凛 うちだ  りん 愛知 美山サイクリングクラブ 2
２．黒 111 保崎 実智子 ほざき みちこ 京都府 美山CC 4
３．赤 112 橋本 のこ はしもとのこ 愛知県 3
４．青 113 岡田 宝 おかだ たから 兵庫県 Coraggio Kawanishi Cycling Team Junior Youth 3.17.36 1
５．黄

U12  SCRATCＨ 2km

cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 周回 タイム 順位

１．白 105 宮本 結太 みやもと ゆいた 兵庫県 Coraggio Kawanishi Cycling Team Kids 4
２．黒 106 内田 樂 うちだ  がく 愛知 美山サイクリングクラブ 2
３．赤 107 栂尾 遥斗 とがお はると 兵庫県 Coraggio Kawanishi Cycling Team Kids 3
４．青 108 土居 時芽 どい そうし 大阪府 Coraggio Kawanishi Cycling Team Kids 5
５．黄 109 奥井 達也 おくい たつや 滋賀県 ライフレーシングクラブ 3.26.52 1
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チームレース
チームスプリント
組 H/B チーム名 氏名１ 氏名２ 氏名３ 氏名４ タイム 順位

1 H sfiDARE works 80 平尾 愛菜 50 佐々木 恒輔 29 秋本 光隆 1.35.08
1 B s,n,f 34 鈴木 健太 31 温水 祐哉 37 古橋 勇斗 1.36.53
2 H 岐阜第一 78 増田 夕華 44 児玉 虎之介 17 村瀬 大和 1.32.10
2 B
3 H おっさん3人組 90 樋口 功治 87 山崎 諭 83 村田 祐基 1.37.66
3 B
3 H
3 B
4 H
4 B

チームパーシュート
組 H/B チーム名 氏名１ 氏名２ 氏名３ 氏名４ タイム 順位

1 H 岐阜第一Ａ 5 三井 海 15 塚原 郁也 22 三浦 蓮海 75 石田 拓真 4.52.98
1 B 岐阜第一B 9 木村 天哉 10 平林 大航 13 筒井 海翔 114 渡辺 俊太郎 5.05.40
2 H MINOURA大垣レーシング 6 平尾 貴之 18 笹原 康彦 42 窪田 雅行 35 加藤 伸次郎 5.29.48
2 B 立命館大学 23 大山 慶祐 120 山住 虎太郎 72 嶋田 祥 52 寸田 桜 5.14.33
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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

22 三浦 蓮海 みうら れんかい 岐阜県 岐阜第一高校 1.10.400 1

23 大山 慶祐 おおやま けいすけ 京都府 立命館大学 1.10.835 2
75 石田 拓真 いしだ たくま 愛知県 岐阜第一高校 1.11.664 3

2 藤井 侑吾 ふじい ゆうご 愛知県 1.11.698 4
120 山住 虎太郎 やまずみ こたろう 兵庫 立命館大学 1.13.343 5

10 平林 大航 ひらばやし たいこう 岐阜県 岐阜第一高校 1.14.039 6
18 笹原 康彦 ささはら やすひこ 岐阜県 MINOURA大垣レーシング 1.15.552 7
17 村瀬 大和 むらせ やまと 岐阜県 岐阜第一高校 1.15.994 8
16 上山 夏樹 うえやま なつき 石川県 金沢美術工芸大学 1.16.255 9
12 樫尾 一知 かしお いっち 兵庫 ゼロ・ウノ・フロンティア 1.16.940 10

8 新開 隆人 しんかい りゅうじ 兵庫 Coraggio Kawanishi Cycling Team Junior Youth 1.19.791 11
4 平野 真一 ひらの しんいち 和歌山 東京ヴェントス

11 山田 健登 やまだ けんと 愛知県 岐阜第一高等学校
24 児玉 利文 こだま としふみ 岐阜県 sfiDARE Works

118 筧　太一　

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

47 小野 豪太 おの ごうた 岐阜県 1.14.996 1

51 松村 維也 まつむら ゆいや 愛知県 滝高校 1.16.083 2
72 嶋田 祥 しまだ しょう 京都府 立命館大学 1.16.504 3
44 児玉 虎之介 こだま とらのすけ 岐阜県 岐阜第一高等学校 1.17.315 4
27 戸田 宏輝 とだ ひろき 東京都 東海大学 1.18.043 5
40 山本 涼太 やまもと りょうた 神奈川 1.18.416 6
29 秋本 光隆 あきもと みつたか 愛知県BUCYOCOFFEE/CLT cyclingTeam 1.18.553 7
42 窪田 雅行 くぼた まさゆき 岐阜県 minoura大垣レーシング 1.18.880 8
25 藤田 彬史 ふじた よしふみ 神奈川 東海大学 1.23.465 9
28 宮村 浩平 みやむら こうへい 愛知県 KINAN AACA 1.23.815 10
52 寸田 桜 すんだ さくら 京都府 立命館大学 1.26.053 11
26 種井  亮 たねい   りょう 愛知県 天狗党 DNF
31 温水 祐哉 ぬくみず ゆうや 愛知県 サイクルマスター
33 川合 利尚 かわい としひさ 岐阜県
34 鈴木 健太 すずき けんた 愛知県 サイクルマスター
37 古橋 勇斗 ふるはし ゆうと 愛知県 サイクルマスター
39 野崎 翼 のざき つばさ 大阪府 大阪大学
43 桂川 洋一 かつらがわ  よういち 岐阜県 ELMO
46 渡邊 昇 わたなべ のぼる 岐阜 大垣CSC

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

63 板崎 寿一 いたざき としかず 三重県 Aoyama　Rockets　RT 1.20.642 1

62 廣瀬 公智 ひろせ こうじ 岐阜県 大垣ピストンズ 1.22.394 2
56 保崎 治也 ほざき はるや 京都府 1.26.216 3

121 辰巳 裕次郎 たつみゆうじろう 滋賀県 1.27.567 4
64 森 芳博 もり よしひろ 愛知県 CARO　SPORT 1.29.754 5
54 出羽 敬人 でわ のりひと 愛知県 チーム36隊 1.30.470 6
53 奥山 義和 おくやま よしかず 岐阜県 奥山接骨院
55 吉田 佳史 よしだ よしふみ 愛知県 TEAM光
58 鍋山 聡 なべやま さとし 大阪 ドゥールース　岸和田練習会

116 上田 諭尉 うえだ ゆい 岐阜県

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

91 川嶋 祐紀 かわしま ゆうき 和歌山 Fortuna Tredici 1.17.660 1

90 樋口 功治 ひぐち こうじ 岐阜 KYBレーシング 1.18.790 2
88 松笠 史也 まつかさ ふみや 兵庫県Coraggio Kawanishi Cycling Team Junior Youth 1.21.931 3

4 平野 真一 ひらの しんいち 和歌山 東京ヴェントス 1.22.711 4
86 梅田 弘之 うめだ ひろゆき 愛知県 1.29.625 5
84 湯澤 啓介 ゆざわ けいすけ 愛知県 サイクルマスター 1.35.902 6
85 近藤 良音 こんどうかずね 愛知 サイクルマスター

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

58 鍋山 聡 なべやま さとし 大阪 ドゥールース　岸和田練習会 41.08 open

71 坪井 伸夫 つぼい のぶお 静岡県 LAKE HAMANA RC 42.05 1
121 辰巳 裕次郎 たつみゆうじろう 滋賀県 43.00 open

77 佐藤 哲 さとう てつ 愛知県 CARO SPORT 43.20 2
67 西岡 健一 にしおか    けんいち 長野県 飯田レーシング 43.60 3
65 中嶌 雅利 なかしま まさとし 岐阜県 44.71 4
69 樋口 和憲 ひぐち かずのり 愛知県 RSC 45.13 5
70 菊地 真一 きくち しんいち 愛知県 45.87 6
78 増田 夕華 ますだ せつか 岐阜県 岐阜第一高校
75 石田 拓真 いしだ たくま 愛知県 岐阜第一高校

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

78 増田 夕華 ますだ せつか 岐阜県 岐阜第一高校 38.34 1

82 中本 真弥 なかもと  まや 和歌山 VC VELOCE 40.17 2
81 大野 風貴芽 おおの ふきめ 愛知県 MINOURA大垣レーシング 40.64 3
80 平尾 愛菜 ひらお あいな 岐阜県 岐阜第一高校 44.68 4

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

99 高田 侑亮 たかだ ゆうすけ 岐阜県 38.14 1
102 水野 翔介 みずの しょうすけ 愛知県 FASTER 42.90 2
101 小林 秀一 こばやし ひでかず 愛知県 DRONE 43.84 3
100 中村 哲平 なかむら てっぺい 兵庫県Coraggio Kawanishi Cycling Team Junior Youth 43.87 4

93 山本 将司 やまもと まさし 愛知県 47.09 5
98 宮本 隆司 みやもと たかし 兵庫県 48.82 6
94 三好 真雄 みよし まさお 愛知県 49.62 7
76 前田 恵子 まえだ けいこ 愛知県 TEAM 光 52.41 8
95 安井 誠治 やすい せいじ 愛知県 TRAILBLAZER
97 岸  勇輔 きし  ゆうすけ 愛知県 FASTER

103 橋本 歩久玄 はしもとほくげん 愛知県

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

113 岡田 宝 おかだ たから 兵庫県Coraggio Kawanishi Cycling Team Junior Youth 46.98 1
112 橋本 のこ はしもとのこ 愛知県 47.96 2
110 内田 凛 うちだ  りん 愛知 美山サイクリングクラブ 48.93 3
111 保崎 実智子 ほざき みちこ 京都府 美山CC 50.81 4

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

109 奥井 達也 おくい たつや 滋賀県 ライフレーシングクラブ 46.38 1

106 内田 樂 うちだ  がく 愛知 美山サイクリングクラブ 53.51 2

105 宮本 結太 みやもと ゆいた 兵庫県Coraggio Kawanishi Cycling Team Kids 55.50 3
107 栂尾 遥斗 とがお はると 兵庫県Coraggio Kawanishi Cycling Team Kids 58.44 4
108 土居 時芽 どい そうし 大阪府Coraggio Kawanishi Cycling Team Kids 96.49 5

1kmTT/500mTT  2／2
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