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b_no event name namef 所属チーム・学校名 sex area
黒字はスポーツエントリー、青字はJSS、赤字は補充エントリです
欠 ショートコース 神野 実千代 ジンノ　ミチヨ チームガナス F 大阪府
欠 ショートコース 清本 周二 キヨモト　シュウジ M 京都府
欠 ショートコース 酒匂 耀一 サコウ ヨウイチ M 大阪府
欠 フルコース 松川 倫子 マツカワ　ミチコ BikeTeam 回転木馬 F 大阪府
欠 フルコース 青木 昌文 アオキ マサフミ 伊丹NCC M 兵庫県
欠 フルコース 中森 昭夫 ナカモリ　アキオ M 滋賀県
欠 フルコース 西川 和也 ニシカワ　カズヤ M 京都府
欠 フルコース 長谷川 慶彦 ハセガワ　ヨシヒコ M 大阪府
欠 フルコース 松浦 誠 マツウラ　マコト M 兵庫県
欠 フルコース 井上 秀之 イノウエ ヒデユキ M 京都府
欠 フルコース 山内 順道 ヤマウチ ジュンドウ M 愛知県

1 ショートコース 浅和 純一 アサワ　ジュンイチ M 京都府
2 ショートコース 芦田 伸一 アシダダ シンイチ M 京都府
3 ショートコース 足立 惠美 アダチ　エミ F 京都府
4 ショートコース 井岡 孝年 イオカ タカトシ M 兵庫県
5 ショートコース 五十嵐 紀生 イガラシ ノリオ GEBAGEBA M 福井県
6 ショートコース 池上 真一 イケガミ シンイチ M 兵庫県
7 ショートコース 伊丹 圭一 イタミ ケイイチ M 京都府
8 ショートコース 伊藤 哲夫 イトウ テツオ GEBAGEBA M 福井県
9 ショートコース 稲端 武 イナハタ タケシ Artigiani M 大阪府

10 ショートコース 今井 伸樹 イマイ　ノブキ M 大阪府
11 ショートコース 今井 久悦 イマイ　ヒサヨシ M 京都府
12 ショートコース 上田 直 ウエダ スナオ Bunbun M 京都府
13 ショートコース 上田 輝 ウエダ ヒカリ M 京都府
14 ショートコース 内賀嶋 駿 ウチガシマ　シュン M 京都府
15 ショートコース 梅原 直樹 ウメハラ ナオキ M 京都府
16 ショートコース 浦川 正廣 ウラカワ　マサヒロ チーム石島 M 京都府
17 ショートコース 大池 勇貴 オオイケ ユウキ M 兵庫県
18 ショートコース 大上 拓也 オオガミ　タクヤ M 京都府
19 ショートコース 大栢 宗寿 オオガヤ ムネカズ」 M 京都府
20 ショートコース 大蔵 弘道 オオクラ ヒロミチ M 大阪府
21 ショートコース 大西 顕司 オオニシ　ケンジ GEBAGEBA M 福井県
22 ショートコース 大橋 裕史 オオハシ　ヒロシ M 京都府
23 ショートコース 大町 真以 オオマチ　マイ F 京都府
24 ショートコース 岡崎 実 オカザキ　ミノル M 京都府
25 ショートコース 岡本 能久 オカモト　ヨシヒサ He-men's 鰻 M 愛知県
26 ショートコース 奥田 泰弘 オクダ　ヤスヒロ M 京都府
27 ショートコース 奥村 真輝 オクムラ マサキ M 京都府
28 ショートコース 奥村 紀也 オクムラ ミチヤ AZALEA M 兵庫県
29 ショートコース 奥村 仁紀 オクムラ ヨシキ M
30 ショートコース 奥村 陵世 オクムラ リョウセイ M
31 ショートコース 海透 優太 カイトウ ユウタ M 京都府
32 ショートコース 岳山 恭平 カクヤマ　キョウヘイ ホワイトローカス M 兵庫県
33 ショートコース 片岡 敬三 カタオカ ケイゾウ M 京都府
34 ショートコース 樫 保美 カタギ　ヤスミ M 京都府
35 ショートコース 加藤 修浩 カトウ ノブヒロ M 大阪府
36 ショートコース 加藤 正樹 カトウ　マサキ M 京都府
37 ショートコース 門田 満隆 カドタ　ミツタカ M 兵庫県
38 ショートコース 蟹江 孝樹 カニエ タカキ M 愛知県
39 ショートコース 河村 愛 カワムラ　アイ L’afSa+T F 大阪府
40 ショートコース 河村 隆夫 カワムラ　タカオ L’afSa+T M 大阪府
41 ショートコース 木島 恭平 キジマ　キョウヘイ M 兵庫県
42 ショートコース 喜捨 真和子 キステ ミワコ F 京都府
43 ショートコース 金 亜耶 キム アヤ F 大阪府
44 ショートコース 木村 佳太 キムラ ケイタ M 京都府
45 ショートコース 清本 陽子 キヨモト　ヨウコ F 京都府
46 ショートコース 倉田 高徳 クラタ タカノリ M 大阪府
47 ショートコース 桑原 基次 クワバラ モトジ M 岐阜県
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48 ショートコース 糀谷 斉 コウジヤ ヒトシ M 三重県
49 ショートコース 古賀 元基 コガ モトキ M 兵庫県
50 ショートコース 小長谷 すみ子 コナガヤ　スミコ He-men's 鰻 F 愛知県
51 ショートコース 小長谷 敏浩 コナガヤ トシヒロ He-men's 鰻 M 愛知県
52 ショートコース 駒澤 江利子 コマザワ　エリコ F 福井県
53 ショートコース 斉藤 健治 サイトウ ケンジ GEBAGEBA M 福井県
54 ショートコース 齋藤 貴靖 サイトウ　タカハル M 京都府
55 ショートコース 坂野 忠雄 サカノ タダオ M 京都府
56 ショートコース 阪本 忠昭 サカモト　タダアキ 爺族自転車倶楽部 M 京都府
57 ショートコース 佐古 美保 サコ　ミホ F 大阪府
58 ショートコース 澤田 みゆき サワダ ミユキ F
59 ショートコース 澤野 明子 サワノ アキコ BIG MOUNTAIN F 兵庫県
60 ショートコース 澤野 市郎 サワノ イチロウ BIG MOUNTAIN M 兵庫県
61 ショートコース 塩崎 昌義 シオザキ マサヨシ ポレポレ M 大阪府
62 ショートコース 鹿田 悠介 シカタ　ユウスケ M 京都府
63 ショートコース 地頭江 智 ジトウエ サトシ M 大阪府
64 ショートコース 清水 清春 シミズ キヨハル M 福井県
65 ショートコース 新宮 秀美 シングウ ヒデミ M 京都府
66 ショートコース 杉山 栄司 スギヤマ　エイジ M 兵庫県
67 ショートコース 須藤 秀淳 スドウ　ヒデアツ M 兵庫県
68 ショートコース 大道 健一 ダイドウ　ケンイチ M 大阪府
69 ショートコース 高田 誠路 タカタ セイジ M 京都府
70 ショートコース 高山 俊亮 タカヤマ　シュンスケ M 岐阜県
71 ショートコース 竹田 泰史 タケダ　ヤスシ M 愛知県
72 ショートコース 竹野 大樹 タケノ ヒロキ M
73 ショートコース 巽 透 タツミ トオル M 兵庫県
74 ショートコース 田中 伸也 タナカ　シンヤ M 京都府
75 ショートコース 田辺 敏光 タナベ　トシミツ M 福井県
76 ショートコース 田辺 正敏 タナベ　マサトシ M 大阪府
77 ショートコース 谷口 弘和 タニグチ ヒロカズ M 滋賀県
78 ショートコース 谷藤 睦子 タニフジ　ムツコ F 大阪府
79 ショートコース 田野 博康 タノ　ヒロヤス M 兵庫県
80 ショートコース 塚口 仁之 ツカグチ　ヒトシ M 三重県
81 ショートコース 辻 俊至 ツジ　トシユキ M 愛知県
82 ショートコース 坪倉 正明 ツボクラ　マサアキ チーム 翁 M 京都府
83 ショートコース 寺島 俊一朗 テラシマ　シュンイチロウ M 福井県
84 ショートコース 冨田 圭介 トミタ ケイスケ M 京都府
85 ショートコース 富田 正和 トミタ マサカズ M 京都府
86 ショートコース 内藤 一茂 ナイトウ カズシゲ M 京都府
87 ショートコース 中尾 朋之 ナカオ　トモユキ M 京都府
88 ショートコース 長尾 義信 ナガオ ヨシノブ チーム里づと M 大阪府
89 ショートコース 中嶋 貴基 ナカジマ　タカキ M 大阪府
90 ショートコース 中島 剛 ナカジマ　タケシ CTT M 京都府
91 ショートコース 中西 和彦 ナカニシ　カズヒコ He-men's 鰻 M 愛知県
92 ショートコース 中西 武徳 ナカニシ タケノリ nwfc M 愛知県
93 ショートコース 西野 寿夫 ニシノ ヒサオ M 京都府
94 ショートコース 西野 みさを ニシノ ミサオ F 京都府
95 ショートコース 能勢 弘樹 ノセ ヒロキ M 大阪府
96 ショートコース 野村 恭介 ノムラ　キョウスケ M 兵庫県
97 ショートコース 濱田 昭一 ハマダ　ショウイチ M 京都府
98 ショートコース 林口 健司 ハヤシグチ ケンジ M 滋賀県
99 ショートコース 速水 伯明 ハヤミズ　ノリアキ M 兵庫県

100 ショートコース 原口 奈緒子 ハラグチ　ナオコ チームnaonao F 京都府
101 ショートコース 樋田 将希 ヒダ マサキ M 大阪府
102 ショートコース 樋田 佳彦 ヒダ　ヨシヒコ M 大阪府
103 ショートコース 平井 威 ヒライ タケシ M 滋賀県
104 ショートコース 平野 宗利 ヒラノ　ムネトシ Artigiani M 京都府
105 ショートコース 平林 龍太郎 ヒラバヤシ　リュウタロウ M 大阪府
106 ショートコース 福島 正人 フクシマ マサト M 福井県
107 ショートコース 藤岡 佐加夫 フジオカ サカオ M 愛知県
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108 ショートコース 藤岡 雅子 フジオカ マサコ F 愛知県
109 ショートコース 藤永 誠一 フジナガ セイイチ M 福井県
110 ショートコース 船橋 祐介 フナハシ ユウスケ M 滋賀県
111 ショートコース 堀江 つかさ ホリエ　ツカサ F 京都府
112 ショートコース 前川 勇介 マエカワ ユウスケ M 滋賀県
113 ショートコース 前田 敦史 マエダ　アツシ M 東京都
114 ショートコース 眞柄 智成 マガラ　トモナリ M 三重県
115 ショートコース 増永 裕一朗 マスナガ ユウイチロウ GEBAGEBA M 福井県
116 ショートコース 増山 裕一 マスヤマ　ユウイチ M 大阪府
117 ショートコース 松重 彰悟 マツシゲ　ショウゴ M 兵庫県
118 ショートコース 松田 信一 マツダ シンイチ M 大阪府
119 ショートコース 松平 博之 マツダイラ ヒロユキ M 京都府
120 ショートコース 松原 扶樹 マツバラ モトキ M 愛知県
121 ショートコース 松本 知也 マツモト トモヤ M 兵庫県
122 ショートコース 三坂 有 ミサカ タモツ M 兵庫県
123 ショートコース 水田 寛 ミズタ ヒロシ M 兵庫県
124 ショートコース 満田 和男 ミツダ　カズオ M 兵庫県
125 ショートコース 光山 和弘 ミツヤマ カズヒロ M 滋賀県
126 ショートコース 箕輪 沙也香 ミノワ サヤカ F 京都府
127 ショートコース 武藤 洋平 ムトウ　ヨウヘイ M 京都府
128 ショートコース 村上 範行 ムラカミ　ノリユキ M 京都府
129 ショートコース 村島 清貴 ムラシマ　キヨタカ M 愛知県
130 ショートコース 森 盛治 モリ　ジョウジ ライダー時々チャリ部 M 奈良県
131 ショートコース 森 洋二 モリ　ヨウジ M 大阪府
132 ショートコース 森川 宙 モリカワ　ヒロシ M 大阪府
133 ショートコース 森本 保夫 モリモト　ヤスオ OKINA M 京都府
134 ショートコース 八木 昭太 ヤギ ショウタ M 京都府
135 ショートコース 安岡 直樹 ヤスオカ ナオキ M 滋賀県
136 ショートコース 安田 壯 ヤスダ　ソウ M 京都府
137 ショートコース 安田 武信 ヤスダ タケノブ M 京都府
138 ショートコース 山崎 近浩 ヤマサキ チカヒロ M 京都府
139 ショートコース 山下 文春 ヤマシタ フミハル M
140 ショートコース 山田 新也 ヤマダ　シンヤ M 滋賀県
141 ショートコース 山本 寛二 ヤマモト　カンジ M 三重県
142 ショートコース 湯守 豪二 ユモリ ゴウジ M
143 ショートコース 吉川 明 ヨシカワ アキラ M 滋賀県
144 ショートコース 吉田 清人 ヨシダ　キヨト M 京都府
145 ショートコース 吉田 茂 ヨシダ シゲル M
146 ショートコース 吉田 均 ヨシダ　ヒトシ ライダー時々チャリ部 M 大阪府
147 ショートコース 渡邉 哲彦 ワタナベ テツヒコ M 岐阜県
148 ショートコース 渡邊 直武 ワタナベ ナオタケ フクビサイクリング同好会 M 福井県
149 フルコース 赤星 敦史 アカホシ アツシ M 愛知県
150 フルコース 阿川 弘樹 アガワ　ヒロキ M 石川県
151 フルコース 秋尾 浩巳 アキオ ヒロミ M
152 フルコース 芦田 昌則 アシダ　マサノリ M 京都府
153 フルコース 足立 裕亮 アダチ ヒロアキ M 京都府
154 フルコース 阿南 龍哉 アナミ　タツヤ M 兵庫県
155 フルコース 阿南 智子 アナミ トモコ F 兵庫県
156 フルコース 阿部 秀智 アベ　ヒデトモ M 大阪府
157 フルコース 荒井 誠一 アライ セイイチ M 福井県
158 フルコース 有江 和美 アリエ カズミ F 滋賀県
159 フルコース 案浦 智彦 アンノウラ　トモヒコ M 兵庫県
160 フルコース 伊賀 芳隆 イガ ヨシタカ M 兵庫県
161 フルコース 池永 立 イケナガ タツル ガナス M 大阪府
162 フルコース 池本 健二 イケモト ケンジ M 京都府
163 フルコース 石井 広喜 イシイ　ヒロキ M 大阪府
164 フルコース 石井 綾恭 イシイ　リョウスケ M 兵庫県
165 フルコース 石川 篤 イシカワ アツシ M 兵庫県
166 フルコース 石田 智也 イシダ トモヤ M 福井県
167 フルコース 石田 吉宏 イシダ　ヨシヒロ weedy M 大阪府
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168 フルコース 石原 一弘 イシハラ カヅヒロ M 大阪府
169 フルコース 磯部 翔一 イソベ　ショウイチ M 大阪府
170 フルコース 市埜 雄己 イチノ ユウキ 高野建具店 M 福井県
171 フルコース 市埜 吉孝 イチノ ヨシタカ 高野建具店 M 福井県
172 フルコース 一柳 英之 イチヤナギ ヒデユキ M 大阪府
173 フルコース 井辻 勝弘 イツジ　カツヒロ 二四四式登坂塾 M 大阪府
174 フルコース 伊藤 謹次 イトウ キンジ M 兵庫県
175 フルコース 糸本 守 イトモト マモル 伊丹NCC M 大阪府
176 フルコース 稲葉 真 イナバ マコト M 兵庫県
177 フルコース 井沼 将仁 イヌマ　マサヨシ M 大阪府
178 フルコース 猪野 一郎 イノ イチロウ ｸﾞﾚｰﾄｱﾝｶｰﾏﾝ M 京都府
179 フルコース 井上 きよ枝 イノウエ　キヨエ F 大阪府
180 フルコース 井上 晋哉 イノウエ シンヤ 回転木馬 M 大阪府
181 フルコース 井上 孝郎 イノウエ　タカオ M 大阪府
182 フルコース 井上 宏隆 イノウエ ヒロタカ Bike Team回転木馬 M 大阪府
183 フルコース 今井 純司 イマイ　ジュンジ ダムダムダン M 大阪府
184 フルコース 今井 意晴 イマイ ムネハル M 大阪府
185 フルコース 岩尾 貴幸 イワオ　タカユキ M 京都府
186 フルコース 岩本 大成 イワモト ダイセイ M 京都府
187 フルコース 岩本 昌志 イワモト マサシ ｃｓｙ M 京都府
188 フルコース 魚住 貴志 ウオズミ タカシ M 大阪府
189 フルコース 請川 智哉 ウケガワ　トモヤ M 大阪府
190 フルコース 宇田 秀史 ウダ ヒデシ M 大阪府
191 フルコース 内田 和男 ウチダ カズオ M 兵庫県
192 フルコース 畝田 良一 ウネダ　リョウイチ 自転車百哩走大王 M 大阪府
193 フルコース 祖母井 正樹 ウバガイ　マサキ M 滋賀県
194 フルコース 梅原 智明 ウメハラ トモアキ クラブラガッチ M 京都府
195 フルコース 梅原 祥二 ウメハラ　ヨウジ M 京都府
196 フルコース 江村 修二 エムラ シュウジ M 京都府
197 フルコース 大石 優馬 オオイシ　ユウマ M 兵庫県
198 フルコース 大方 信男 オオカタ　ノブオ LIKER M 大阪府
199 フルコース 大栢 洋祐 オオガヤ ヨウスケ M 京都府
200 フルコース 大川 陽一 オオカワ　ヨウイチ M 京都府
201 フルコース 大熊 正明 オオクマ　マサアキ jamシニア M 京都府
202 フルコース 大島 俊文 オオシマ トシフミ M 大阪府
203 フルコース 大島 寿己 オオシマ ヒサミ M 京都府
204 フルコース 大城 欣之 オオシロ　ヨシユキ チームしまかぜ M 広島県
205 フルコース 太田 浩司 オオタ コウジ M 愛知県
206 フルコース 大谷 友基 オオタニ トモキ M 奈良県
207 フルコース 大谷 佳史 オオタニ　ヨシフミ M 奈良県
208 フルコース 大槻 彰 オオツキ アキラ FBU M 京都府
209 フルコース 大西 真理子 オオニシ　マリコ F 大阪府
210 フルコース 大野 純弥 オオノ シ゛ュンヤ M 京都府
211 フルコース 大野 良朋 オオノ　ヨシトモ M 兵庫県
212 フルコース 大橋 義弘 オオハシ ヨシヒロ M 京都府
213 フルコース 大町 辰也 オオマチ タツヤ 伊丹NCC M 兵庫県
214 フルコース 岡 孝征 オカ タカユキ M 京都府
215 フルコース 岡崎 年晴 オカザキ　トシハル M 兵庫県
216 フルコース 岡野 大輝 オカノ ヒロミツ M 岡山県
217 フルコース 岡本 伊久男 オカモト　イクオ M 京都府
218 フルコース 岡本 光司 オカモト　コウジ M 大阪府
219 フルコース 岡本 幸紀男 オカモト ユキオ M 京都府
220 フルコース 岡本 陽介 オカモト ヨウスケ Biwako Cycling M 滋賀県
221 フルコース 小川 充則 オガワ ミツノリ M 大阪府
222 フルコース 沖田 智哉 オキタ　トモヤ 大阪市立大学サイクリング部 M 大阪府
223 フルコース 荻野 知 オギノ サトル M 京都府
224 フルコース 沖本 達也 オキモト タツヤ YAYAC M 兵庫県
225 フルコース 奥田 保夫 オクダ　ヤスオ サカタニ M 大阪府
226 フルコース 奥野 倫也 オクノ トモヤ M 愛知県
227 フルコース 奥村 武志 オクムラ　タケシ M 兵庫県
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228 フルコース 小澤 貴人 オザワ　タカト M 京都府
229 フルコース 小田 久和 オダ ヒサカズ M 大阪府
230 フルコース 小田 康史 オダ　ヤスシ M 大阪府
231 フルコース 小原 英夫 オハラ　ヒデオ M 大阪府
232 フルコース 梯 ひとみ カケハシ　ヒトミ DCZK F 兵庫県
233 フルコース 加崎 純一 カサキ　ジュンイチ M 鳥取県
234 フルコース 梶田 明宏 カジタ　アキヒロ 大阪市立大学サイクリング部 M 兵庫県
235 フルコース 鍛治谷 伸英 カジタニ　ノブヒデ M 大阪府
236 フルコース 片岡 道雄 カタオカ ミチオ M 滋賀県
237 フルコース 片桐 健裕 カタギリ タケヒロ M 京都府
238 フルコース 勝井 達也 カツイ タツヤ M 京都府
239 フルコース 加藤 幾夫 カトウ　イクオ M 京都府
240 フルコース 加藤 周司 カトウ シュウジ チーム　エリザベス M 兵庫県
241 フルコース 加藤 祥夫 カトウ　ヨシオ M 大阪府
242 フルコース 門永 健一 カドナガ ケンイチ cf2 M 大阪府
243 フルコース 金本 公一 カネモト　コウイチ M 大阪府
244 フルコース 神谷 武史 カミヤ タケシ M 岐阜県
245 フルコース 苅田 裕之 カリタ　ヒロユキ M 大阪府
246 フルコース 川上 勲 カワカミ イサオ M 大阪府
247 フルコース 川上 博久 カワカミ ヒロヒサ M 大阪府
248 フルコース 川崎 真司 カワサキ　シンジ M 大阪府
249 フルコース 川野 功司郎 カワノ コウジロウ 来栖川中央研究所 M 大阪府
250 フルコース 川端 堅三 カワバタ　ケンゾウ M 大阪府
251 フルコース 川畑 茂 カワバタ シゲル M 兵庫県
252 フルコース 川畑 美和 カワバタ ミワ F 兵庫県
253 フルコース 川畑 義智 カワバタ ヨシトモ M 大阪府
254 フルコース 河村 明雄 カワムラ　アキオ M 兵庫県
255 フルコース 川本 治彦 カワモト　ハルヒコ M 兵庫県
256 フルコース 岸 友里 キシ ユリ F 滋賀県
257 フルコース 岸田 寛 キシダ　ヒロシ M 大阪府
258 フルコース 岸本 英孝 キシモト ヒデタカ レグルスお達者 M 京都府
259 フルコース 岸本 泰浩 キシモト ヤスヒロ Team POLPO M 兵庫県
260 フルコース 北川 紀之 キタガワ ノリユキ 自転車百哩走大王 M 大阪府
261 フルコース 北橋 篤 キタハシ　アツシ M 大阪府
262 フルコース 北林 伸介 キタバヤシ シンスケ M 奈良県
263 フルコース 北村 俊明 キタムラ トシアキ チームJAMシニア M 京都府
264 フルコース 北村 昌秀 キタムラ マサヒデ M 兵庫県
265 フルコース 北村 泰久 キタムラ　ヤスヒサ M 兵庫県
266 フルコース 北山 達郎 キタヤマ タツロウ M 兵庫県
267 フルコース 木下 強 キノシタ ツヨシ 浴衣レーシング M 滋賀県
268 フルコース 木村 誓一 キムラ セイイチ M 大阪府
269 フルコース 木村 翼 キムラ　ツバサ M 京都府
270 フルコース 清川 弘和 キヨカワ ヒロカズ 個人 M 京都府
271 フルコース 草場 昭二 クサバ ショウジ 猿投C.Cポタリング部 M 愛知県
272 フルコース 櫛谷 人志 クシタニ ヒトシ M 大阪府
273 フルコース 窪田 幸敏 クボタ　ユキトシ M 大阪府
274 フルコース 久保出 昇 クボデ ノボル M 石川県
275 フルコース 暮部 昌洋 クレベ　マサヒロ M 京都府
276 フルコース 呉山 友崇 クレヤマ　トモタカ M 滋賀県
277 フルコース 黒田 京美 クロダ　キヨミ F 福井県
278 フルコース 洪 康文 コウ　ヤスフミ M 京都府
279 フルコース 上月 守 コウヅキ マモル M 兵庫県
280 フルコース 小塩 健司 コシオ ケンジ TRAP M 大阪府
281 フルコース 越川 友幸 コシカワ　トモユキ M 京都府
282 フルコース 越場 忍 コシバ シノブ M 富山県
283 フルコース 小寺 直樹 コテラ ナオキ レグルス M 京都府
284 フルコース 小西 彰 コニシ　アキラ cry M 京都府
285 フルコース 小西 崇之 コニシ タカユキ M 兵庫県
286 フルコース 小林 史彦 コバヤシ フミヒコ チームJAMシニア M 京都府
287 フルコース 小林 良二 コバヤシ　リョウジ M 滋賀県
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288 フルコース 小宮 正二 コミヤ ショウジ M 大阪府
289 フルコース 近藤 彰男 コンドウ　アキオ M 奈良県
290 フルコース 細田 直樹 サイダ　ナオキ M 大阪府
291 フルコース 細田 秀樹 サイダ ヒデキ M 大阪府
292 フルコース 斉藤 忠義 サイトウ　タダヨシ サニーサイド M 大阪府
293 フルコース 斎藤 正敏 サイトウ　マサトシ M 大阪府
294 フルコース 酒井 崇 サカイ　タカシ M 大阪府
295 フルコース 阪梨 亮太 サカナシ リョウタ M 京都府
296 フルコース 坂根 敏之 サカネ　トシユキ M 京都府
297 フルコース 阪本 悦子 サカモト　エツコ F 京都府
298 フルコース 坂本 敏子 サカモト　トシコ ATA梅田 F 大阪府
299 フルコース 佐々木 和実 ササキ　カズミ TEAM203 M 福井県
300 フルコース 佐々木 崇 ササキ　タカシ M 福井県
301 フルコース 佐生 隆 サソウ タカシ ＦBU M
302 フルコース 佐藤 兼敏 サトウ カネトシ M 京都府
303 フルコース 佐藤 秀樹 サトウ　ヒデキ M 兵庫県
304 フルコース 佐藤 浩通 サトウ ヒロミチ M 兵庫県
305 フルコース 佐本 博史 サモト　ヒロシ M 福井県
306 フルコース 澤田 拓也 サワダ タクヤ チーム石嶋 M 京都府
307 フルコース 澤田 健志 サワダ タケシ FCC M 京都府
308 フルコース 塩塚 誠 シオツカ　マコト M 大阪府
309 フルコース 塩見 篤志 シオミ アツシ M 大阪府
310 フルコース 四方 豊 シカタ ユタカ M 京都府
311 フルコース 柴戸 賢一 シバコ　ケンイチ M 大阪府
312 フルコース 柴田 剛 シバタ　ツヨシ M 兵庫県
313 フルコース 文倉 慎太郎 フミクラシンタロウ M 三重県
314 フルコース 柴田 正義 シバタ マサヨシ チームJAMシニア M 京都府
315 フルコース 志村 圭介 シムラ ケイスケ M 愛知県
316 フルコース 上甲 宏 ジョウコウ ヒロシ ＴＲＡＰ M 大阪府
317 フルコース 白川 世一 シラカワ セイイチ YAYAC M 兵庫県
318 フルコース 神野 照久 ジンノ　テルヒサ チームガナス M 大阪府
319 フルコース 杉崎 雅俊 スギサキ　マサトシ CSY M 京都府
320 フルコース 鈴江 俊之 スズエ　トシユキ 紳士淑女の自転車クラブ M 兵庫県
321 フルコース 鈴木 卓寧 スズキ タクヤス M 京都府
322 フルコース 鈴木 芳明 スズキ　ヨシアキ M 滋賀県
323 フルコース 鈴木 嘉之 スズキ ヨシユキ M 京都府
324 フルコース 瀬尾 敏也 セオ　トシヤ M 兵庫県
325 フルコース 妹尾 唯史 セノオ タダシ 服部倶楽部 M 奈良県
326 フルコース 大庫 篤 ダイゴ アツシ ダムダムダン M 大阪府
327 フルコース 高田 衛 タカダ　マモル jamシニア M 京都府
328 フルコース 高橋 孝司 タカハシ コウジ レグルスお達者予備軍 M 京都府
329 フルコース 高橋 忍 タカハシ シノブ M 奈良県
330 フルコース 高橋 大介 タカハシ ダイスケ TRAP M 大阪府
331 フルコース 高橋 雅明 タカハシ マサアキ M 京都府
332 フルコース 高原 俊也 タカハラ トシヤ M 奈良県
333 フルコース 高藤 亜希子 タカフジ　アキコ F 兵庫県
334 フルコース 高柳 泰 タカヤナギ　ヒロシ M 大阪府
335 フルコース 滝 晋一郎 タキ シンイチロウ M 大阪府
336 フルコース 田口 慎一郎 タグチ シンイチロウ team +FUN M 兵庫県
337 フルコース 宅野 精高 タクノ キヨタカ 魚ラン M 鳥取県
338 フルコース 武内 秀一 タケウチ　シュウイチ M 兵庫県
339 フルコース 武内 隆哲 タケウチ タカアキ M 兵庫県
340 フルコース 竹原 正人 タケハラ マサト M 京都府
341 フルコース 竹原 正典 タケハラ　マサノリ M 兵庫県
342 フルコース 竹原 匡哉 タケハラ　マサヤ M 石川県
343 フルコース 竹森 寿美子 タケモリ　スミコ F 福井県
344 フルコース 田中 陽 タナカ　アキラ M 大阪府
345 フルコース 田中 航平 タナカ　コウヘイ 大阪市立大学サイクリング部 M 大阪府
346 フルコース 田中 隆年 タナカ タカトシ BikeTeam回転木馬 M 大阪府
347 フルコース 田中 宏和 タナカ　ヒロカズ M 大阪府
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348 フルコース 田中 良典 タナカ　ヨシノリ Team HONDE M 大阪府
349 フルコース 田中 竜也 タナカ リュウヤ M 大阪府
350 フルコース 田辺 喜渇 タナベ　ヨシカツ M 大阪府
351 フルコース 谷口 雅人 タニグチ　マサト M 京都府
352 フルコース 谷野 弘和 タニノ ヒロカズ M 京都府
353 フルコース 玉谷 康晴 タマタニ　ヤスハル M 奈良県
354 フルコース 近久 孝司 チカヒサ　タカシ GS バンビーノ M 滋賀県
355 フルコース 千草 誠 チグサ　マコト M 大阪府
356 フルコース 知花 友 チバナ　ユウ M 大阪府
357 フルコース 塚田 均 ツカダ ヒトシ M 大阪府
358 フルコース 佃 裕次 ツクダ ユウジ M 大阪府
359 フルコース 辻 丈介 ツジ ジョウスケ M 兵庫県
360 フルコース 辻浦 正志 ツジウラ マサシ M 京都府
361 フルコース 土橋 覚 ツチハシ　サトル 武丹本舗 M 福井県
362 フルコース 寺田 公司 テラダ キミジ フリー M 京都府
363 フルコース 寺本 達哉 テラモト　タツヤ M 兵庫県
364 フルコース 時岡 暁 トキオカ　アキラ M 兵庫県
365 フルコース 徳本 正 トクモト　タダシ M 兵庫県
366 フルコース 土肥 和夫 ドヒ　カズオ DCZK M 兵庫県
367 フルコース 豊田 悦詩 トヨダ エツシ エスカルゴルージュ M 京都府
368 フルコース 内藤 健太 ナイトウ ケンタ M 滋賀県
369 フルコース 中 嘉信 ナカ ヨシノブ M 兵庫県
370 フルコース 中井 敏克 ナカイ トシカツ M 京都府
371 フルコース 永井 昌義 ナガイ マサヨシ チームPEPE M 大阪府
372 フルコース 中澤 富男 ナカザワ トミオ M 京都府
373 フルコース 中嶋 勇晴 ナカシマ タケハル M 三重県
374 フルコース 中田 康城 ナカタ　ヤスキ M 大阪府
375 フルコース 中野 祥一朗 ナカノ　ショウイチロウ M 京都府
376 フルコース 中原 毅 ナカハラ タケシ マクセル双輪会 M 京都府
377 フルコース 中村 早恵 ナカムラ サエ ダムダム団 F 京都府
378 フルコース 中村 広行 ナカムラ　ヒロユキ M 大阪府
379 フルコース 永森 直子 ナガモリ ナオコ POLPO F 兵庫県
380 フルコース 西崎 真之 ニシザキ　マサユキ M 愛知県
381 フルコース 西村 洋平 ニシムラ　ヨウヘイ M 京都府
382 フルコース 西山 かよみ ニシヤマ　カヨミ F 京都府
383 フルコース 信本 広士 ノブモト　ヒロシ M 大阪府
384 フルコース 野村 和広 ノムラ　カズヒロ ポンテ　カルロ M 京都府
385 フルコース 橋本 健次 ハシモト　ケンジ サニーサイド M 大阪府
386 フルコース 長谷川 馨 ハセガワ　カオリ ダム部 F 大阪府
387 フルコース 服部 篤史 ハットリ　アツシ M 京都府
388 フルコース 服部 藤高 ハットリ　フジタカ M 岐阜県
389 フルコース 馬場 俊郎 ババ トシロウ M 京都府
390 フルコース 林 浩之 ハヤシ ヒロユキ JB M 大阪府
391 フルコース 林 富士夫 ハヤシ フジオ M 福井県
392 フルコース 林 正直 ハヤシ マサナオ M 京都府
393 フルコース 原 信吉 ハラ　シンキチ SRB M 大阪府
394 フルコース 原 正弘 ハラ マサヒロ ガナス M 兵庫県
395 フルコース 原口 睦央 ハラグチ ムツオ チームnaonao M 京都府
396 フルコース 原田 紀彦 ハラダ ノリヒコ M 京都府
397 フルコース 東 健喜 ヒガシ ケンキ M 奈良県
398 フルコース 東 道裕 ヒガシ ミチヒロ M 奈良県
399 フルコース 東埜 真洋 ヒガシノ マサヒロ M 兵庫県
400 フルコース 日野 政男 ヒノ マサオ NCC M 大阪府
401 フルコース 樋野 満 ヒノ　ミツル c.t いちもくさん M 大阪府
402 フルコース 平岡 司 ヒラオカ ツカサ 服部倶楽部 M 大阪府
403 フルコース 平川 圭一 ヒラカワ ケイイチ M 京都府
404 フルコース 廣嶋 勉 ヒロシマ ツトム チームJam M 京都府
405 フルコース 廣瀬 忠司 ヒロセ タダシ M 兵庫県
406 フルコース 福井 敬一 フクイ ケイイチ M 京都府
407 フルコース 福田 修作 フクダ　シュウサク M 兵庫県
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408 フルコース 藤井 悟 フジイ サトシ BikeTeam回転木馬 M 大阪府
409 フルコース 藤井 敏史 フジイ　サトシ M 京都府
410 フルコース 藤井 雅春 フジイ マサハル M 大阪府
411 フルコース 藤田 栄一 フジタ エイイチ M
412 フルコース 藤田 一博 フジタ　カズヒロ 伊丹NCC M 大阪府
413 フルコース 藤田 早人 フジタ ハヤト チームjam M 京都府
414 フルコース 藤野 栄介 フジノ　エイスケ M 兵庫県
415 フルコース 藤本 重一 フジモト　シゲイチ M 兵庫県
416 フルコース 藤原 裕史 フジワラ ヒロシ ミキハウス M 大阪府
417 フルコース 古川 敏雄 フルカワ トシオ M 京都府
418 フルコース 古川 裕 フルカワ ユタカ チームJAMシニア M 京都府
419 フルコース 古谷 広志 フルタニ ヒロシ M 兵庫県
420 フルコース 保坂 吉宣 ホサカ　ヨシノリ M 石川県
421 フルコース 堀江 廣 ホリエ ヒロシ M 京都府
422 フルコース 本庄 剛三 ホンジョウ コウゾウ M 京都府
423 フルコース 本田 里美 ホンダ　サトミ DCZK F 兵庫県
424 フルコース 前田 義範 マエダ ヨシノリ TRAP M 大阪府
425 フルコース 真狩 晃生 マカリ コウセイ M 兵庫県
426 フルコース 巻田 貴明 マキタ タカアキ M
427 フルコース 牧野 和音 マキノ カズネ M 京都府
428 フルコース 牧野 貴文 マキノ タカフミ M 京都府
429 フルコース 増田 寛章 マスダ　ヒロアキ M 福井県
430 フルコース 桝本 明宏 マスモト アキヒロ M 京都府
431 フルコース 又野 健二 マタノ ケンジ M 奈良県
432 フルコース 松浦 一志 マツウラ　カズシ M 大阪府
433 フルコース 松浦 徹 マツウラ トオル M 大阪府
434 フルコース 松尾 岩翁 マツオ　イワオ チーム イル ダメリーノ M 奈良県
435 フルコース 松尾 精記 マツオ セイキ M 京都府
436 フルコース 松岡 英二 マツオカ　エイジ M 大阪府
437 フルコース 松岡 弘二 マツオカ コウジ M 兵庫県
438 フルコース 松岡 不二夫 マツオカ　フジオ M 大阪府
439 フルコース 松岡 雅仁 マツオカ　マサヒト M 大阪府
440 フルコース 松崎 知尋 マツザキ　トモヒロ M 京都府
441 フルコース 松下 博文 マツシタ　ヒロフミ ダムダム団 M 京都府
442 フルコース 松永 源治 マツナガ ゲンジ M 福井県
443 フルコース 松本 次郎 マツモト　ジロウ M 京都府
444 フルコース 松本 真吾 マツモト　シンゴ M 大阪府
445 フルコース 松本 祥忠 マツモト　ヒロタダ M 大阪府
446 フルコース 松山 公一 マツヤマ コウイチ M 京都府
447 フルコース 松山 淳也 マツヤマ ジュンヤ M 大阪府
448 フルコース 水口 秀和 ミズグチ ヒデカズ M 京都府
449 フルコース 三谷 誠司 ミタニ セイジ WIND POWER M 京都府
450 フルコース 光川 隆司 ミツカワ　リュウジ team203 M 福井県
451 フルコース 南野 良二 ミナミノ リョウジ M 大阪府
452 フルコース 南原 和士 ミナミハラ　カズシ M 大阪府
453 フルコース 峯尾 真一 ミネオ シンイチ センチュリーランを走る会 M 兵庫県
454 フルコース 峯近 兼臣 ミネチカ　カズトミ サニーサイド M 大阪府
455 フルコース 三宅 智昭 ミヤケ トモアキ M 京都府
456 フルコース 宮越 勝久 ミヤコシ カツヒサ チーム百哩走大王 M 新潟県
457 フルコース 都冨士 勲 ミヤコフジ　イサオ M 大阪府
458 フルコース 宮本 孝司 ミヤモト コウジ M 福井県
459 フルコース 宮本 直樹 ミヤモト　ナオキ （株）ＴＯＴＡＬ　PLAN.RC M 兵庫県
460 フルコース 武藤 匠 ムトウ　タクミ M 京都府
461 フルコース 村岡 正彦 ムラオカ　 マサヒコ M 京都府
462 フルコース 村上 光男 ムラカミ ミツオ M 鳥取県
463 フルコース 村瀬 晃史 ムラセ コウジ 京都新聞サイクリングチーム M 京都府
464 フルコース 飯井 達也 メシイ　タツヤ M 大阪府
465 フルコース 元川 清広 モトカワ キヨヒロ M 大阪府
466 フルコース 本橋 廣一 モトハシ　ヒロカズ M 大阪府
467 フルコース 森 義仁 モリ　ヨシヒト M 奈良県
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468 フルコース 森川 典英 モリカワ ノリヒデ M 奈良県
469 フルコース 森口 真久 モリグチ　マサヒサ M 京都府
470 フルコース 森口 靖弘 モリグチ ヤスヒロ 伊丹NCC M 兵庫県
471 フルコース 森下 耕太郎 モリシタ コウタロウ TEAM P-man M 京都府
472 フルコース 森田 洋行 モリタ　ヒロユキ M 京都府
473 フルコース 守屋 芳夫 モリヤ ヨシオ M 京都府
474 フルコース 守分 佑介 モリワケ ユウスケ 浴衣レーシング M 滋賀県
475 フルコース 八上 哲也 ヤカミ テツヤ ダムダム団 M 大阪府
476 フルコース 矢島 克彦 ヤジマ　カツヒコ M 兵庫県
477 フルコース 矢島 健太 ヤジマ ケンタ M 大阪府
478 フルコース 八島 公一郎 ヤシマ　コウイチロウ GSバンビーノ M 滋賀県
479 フルコース 安田 康徳 ヤスダ ヤスノリ M 愛知県
480 フルコース 柳 順一 ヤナギ ジュンイチ M 山口県
481 フルコース 柳澤 麗絵 ヤナギサワ　リエ team TKG F 京都府
482 フルコース 山岡 省吾 ヤマオカ　ショウゴ M 兵庫県
483 フルコース 山岡 弘明 ヤマオカ ヒロアキ M 滋賀県
484 フルコース 山口 勝 ヤマグチ　マサル チームjamシニア M 京都府
485 フルコース 山崎 裕二 ヤマザキ　ユウジ DCZK M 兵庫県
486 フルコース 山下 広和 ヤマシタ ヒロカズ M 京都府
487 フルコース 山田 克 ヤマダ カツ M 大阪府
488 フルコース 山田 勝 ヤマダ マサル M 大阪府
489 フルコース 山根 寿志 ヤマネ　ヒサシ FBU M 京都府
490 フルコース 山根 正裕 ヤマネ　マサヒロ DCZK M 兵庫県
491 フルコース 横山 嘉昭 ヨコヤマ　ヨシアキ M 大阪府
492 フルコース 吉井 龍太 ヨシイ　リュウタ M 福井県
493 フルコース 吉田 雄則 ヨシダ　タケノリ JB M 京都府
494 フルコース 吉田 浩 ヨシダ ヒロシ M 大阪府
495 フルコース 芳野 博俊 ヨシノ　ヒロトシ チーム ガナス M 兵庫県
496 フルコース 吉原 勝己 ヨシハラ カツミ ＹＪＳＲＤ M 福岡県
497 フルコース 吉森 圭太 ヨシモリ　ケイタ M 京都府
498 フルコース 米澤 正弘 ヨネザワ　マサヒロ M 大阪府
499 フルコース 米澤 蓮二 ヨネザワ レンジ M 大阪府
500 フルコース 四方田 英剛 ヨモダ　ヒデタカ M 京都府
501 フルコース 若山 輝和 ワカヤマ テルカズ M 愛知県
502 フルコース 和田 集太 ワダ　シュウタ M 岐阜県
503 フルコース 和田 拓弥 ワダ タクヤ M 滋賀県
504 フルコース 和田 光夫 ワダ ミツオ LC宮津 M 京都府
505 フルコース 和田 勇治 ワダ ユウジ M 奈良県
506 フルコース 渡邉 智哉 ワタナベ　トモヤ M 京都府
507 フルコース 渡邊 昌英 ワタナベ マサヒデ MJM藪内HRHR M 京都府
508 フルコース 馬場 一豪 ババ カズヒデ M 大阪府
509 ショートコース 識名 真佐絆 シキナ マサキ M 京都府
510 フルコース 平木 雅樹 ヒラキ マサキ M 大阪府
511 フルコース 島貫　雄介 シマヌキ　ユウスケ M 京都府
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