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

2 今村 有亨 いまむら ありみち 京都 PRT KOSEKI 12.256

5 黄 祥悦 こう よしのぶ 大阪 関西大学体育会自転車部 12.364
7 天野 壮悠 あまの たけはる 大阪 千里高校 12.535
8 天野 颯太 あまの そうた 大阪 チーム・アベノバ 12.720

10 田中 昭太朗 たなか しょうたろう 大阪 大阪経済大学 12.016
11 中島 雅央 なかじま まさお 大阪 シマノドリンキング 12.160
12 平林 臣一 ひらばやし たかひと 大阪 大阪経済大学 11.765
13 丹羽 優輔 にわ ゆうすけ 大阪 大阪産業大学
14 山口 忠行 やまぐち ただゆき 広島 eNShare Cycling Team 12.129
15 浜田 樹 はまだ いつき 大阪 大阪産業大学
16 前田 堅一朗 まえだ けんいちろう 大阪 CWASPアタリマエダ 11.540
18 根田 裕司 ねだ ゆうじ 大阪 ネクストリームうどん虹や 12.151
19 佐々木 瞭 ささき りょう 大阪 大阪経済大学 12.114
20 岡田 洋明 おかだ ひろあき 大阪 関西大学体育会自転車部 11.650
21 岡村 郁弥 おかむら いくみ 岡山 eNShare Cycling Team 11.870

22 仲野 結音 なかのゆうと 大阪 11.505
23 小西 晴己 こにし はるき 三重 三重高校 11.282

112 小原 洋未 おはら ひろみ 兵庫 VC VELOCE 12.130
24 福元 啓太 ふくもとけいた 大阪 関西大学体育会自転車部 11.411

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

25 上田 晃史 うえだ あきふみ 大阪 エキップリオン 13.369

28 重谷 陽一 おもたに よういち 兵庫 Teamスクアドラ 12.951
29 宇野 剛史 うの つよし 大阪 VC VELOCE PROSSIMO 13.102
30 中里 友香 なかざと ゆか 広島 eNShare Cycling Team 13.552
32 太田大地 おおただいち 京都 K@2
33 久保 翔史 くぼ しょうし 兵庫 サクラマチサイクル 12.332
34 大槻 誠 オオツキ マコト 京都 イプ練'17 with H 12.790

36 山口 敦大 やまぐち あつひろ 京都 12.911
37 芝池  旺伽 しばいけ  おうが 三重 平田野中学校 13.040
38 比護 任 ひご あたる 大阪 イナーメ信濃山形-EFT 13.304
39 横野 甫 よこの はじめ 大阪 初芝富田林高校 12.532
40 逸崎 瑞喜 いつざき みずき 大阪 堺市立堺高校 12.470
41 長谷川  皓栄 はせがわ  あきひさ 大阪 12.489
42 長﨑 優祐 ながさき ゆうすけ 兵庫 大阪経済大学 12.217
43 日高 将喜 ひだか まさき 大阪 大阪経済大学 12.131
44 若原 琢磨 わかはら たくま 岐阜 12.540

46 芝池  伸憲 しばいけ  のぶのり 三重 鷹組 12.350
47 近藤 靖矩 こんどう やすのり 大阪

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

50 近藤 伸一 こんどう しんいち 三重 13.701

51 高藤  拓実 たかふじ  たくみ 大阪 15.020
52 神谷 将志 かみや まさし 京都 デサント 野球部 13.338
53 中西 庸介 なかにし ようすけ 大阪 12.763
55 永尾 祐一郎 ながお ゆういちろう 大阪 13.946
56 佐々木 裕仁 ささき ゆうじ 大阪 初芝立命館高校 13.453
57 片山 国拓 かたやま くにひろ 奈良 Team ZERO UNO FRONTIER 14.762
58 清水 誠悟 しみず せいご 大阪 13.473

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

60 箕形 和代 みのがた かずよ 三重 エキップリオン 15.620

61 川村 真樹 かわむら まつり 京都 花園高校 14.873
62 片山 葉月 かたやま はづき 奈良 奈良北高校 14.771
63 世古口 美星 せこぐち みほし 岐阜 岐阜第一高校 14.727
64 若原 梨々花 わかはら りりか 岐阜 岐阜第一高校 13.835
65 小林 りょう こばやし りょう 京都 VC VELOCE 14.876
66 三谷 尚子 みたに しょうこ 愛媛 13.753
67 中本 真弥 なかもと まや 大阪 VC VELOCE 12.672

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

68 前川 圭助 まえがわ けいすけ 滋賀 white jack 12.747

69 村井 政美 ムライ マサミ 大阪 ナカガワAS・K'デザイン 14.567
70 榎本 一代 えのもと かずしろ 大阪 14.515
71 門松 克己 かどまつ かつみ 大阪 ベロチスタパールイズミ 12.395
74 新井 宏昭 あらい ひろあき 和歌山 LEVANT CYCLE RT 13.980
76 中出  貴之 なかで  たかゆき 三重 TZ-Ayacy 13.718
77 藤田 季之 ふじた としゆき 大阪 MJファン 13.213
78 島袋 陽子 シマブクロ ヨウコ 兵庫 エキップリオン 13.654
79 小田 一仁 おだ かずひと 愛知 サクラマチサイクル 13.398
80 板崎 寿一 いたざき としかず 三重 Aoyama Rockets RT
81 上野 重信 うえの しげのぶ 香川 12.869
84 天野 弘章 あまの ひろあき 大阪 VC VELOCE 12.983
85 木下 正季 きのした まさき 大阪 エキップリオン 12.499
86 辻田 伸之 つじた のぶゆき 三重 鷹組 12.963
87 瀨川 純(T せがわ じゅん 滋賀 Biwako Cycling RC 12.786
88 鈴木 ただし すずき ただし 京都 ドゥールース 12.572
89 田中 紀尋 たなか としひろ 大阪 13.296
90 鍋山 聡 なべやま さとし 大阪 12.109

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

91 谷口 敦史 たにぐち あつし 兵庫 12.332

92 岡田 宝 おかだ たから 兵庫 Coraggio Kawanishi Cycling Team Junior Youth 13.577
94 笠松 稜 かさまつ りょう 和歌山 FortunaTredici 12.958
95 仲松 康太 なかまつ やすひろ 大阪 VC　FUKUOKA 12.439
98 瀬川 純(R せがわ じゅん 滋賀 Biwako Cycling RC 12.102

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

99 久保  務 くぼ  つとむ 愛知

102 原田 悦子 はらだ えつこ 徳島 チームインコ 14.952
105 佐藤 俊雄 さとう としお 兵庫 TEAM TamagoKakeGohan 12.255
106 天野 勝弘 あまの まさひろ 大阪 12.810

U12  200mFTT
№ 氏名 ふりがな area 所属 タイム manual 順位
107 土居 時芽 ドイ ソウシ 大阪 Coraggio Kawanishi Cycling Team Kids

108 有山 怜恩 ありやま れおん 兵庫 Team ZERO UNO FRONTIER 18.995

U15  200mFTT
№ 氏名 ふりがな area 所属 タイム manual 順位
110 谷口 隼悟 たにぐち しゅんご 兵庫 山口中学校 14.788

111 上田 真太郎 うえだ しんたろう 大阪 プレザント 15.426

200FTT 2／2
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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 西原 雄一郎 にしはら ゆういちろう 大阪 ナカガワ　サイクルワークス

２．黒 3 田中 裕也 たなか ゆうや 大阪 堺市立堺高校 12.085 1
３．赤 11 中島 雅央 なかじま まさお 大阪 シマノドリンキング 4
４．青 13 丹羽 優輔 にわ ゆうすけ 大阪 大阪産業大学
５．黄 16 前田 堅一朗 まえだ けんいちろう 大阪 CWASPアタリマエダ 3
６．白黒 23 小西 晴己 こにし はるき 三重 三重高校 2

７．白赤 112 小原 洋未 おはら ひろみ 兵庫 VC VELOCE 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 今村 有亨 いまむら ありみち 京都 PRT KOSEKI 6

２．黒 7 天野 壮悠 あまの たけはる 大阪 千里高校 2
３．赤 12 平林 臣一 ひらばやし たかひと 大阪 大阪経済大学 5
４．青 15 浜田 樹 はまだ いつき 大阪 大阪産業大学 4
５．黄 18 根田 裕司 ねだ ゆうじ 大阪 ネクストリームうどん虹や 3
６．白黒 24 福元 啓太 ふくもとけいた 大阪 関西大学体育会自転車部 12.020 1
７．白赤

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 25 上田 晃史 うえだ あきふみ 大阪 エキップリオン 7

２．黒 27 村田 修 むらた おさむ 大阪 3
３．赤 30 中里 友香 なかざと ゆか 広島 eNShare Cycling Team 5
４．青 34 大槻 誠 オオツキ マコト 京都 イプ練'17 with H 4
５．黄 36 山口 敦大 やまぐち あつひろ 京都 6
６．白黒 40 逸崎 瑞喜 いつざき みずき 大阪 堺市立堺高校 2
７．白赤 48 川嶋 祐紀(T かわしま ゆうき 和歌山 FortunaTredici 12.558 1

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 26 田口 純也 たぐち じゅんや 兵庫 662CCC 2

２．黒 29 宇野 剛史 うの つよし 大阪 VC VELOCE PROSSIMO 6
３．赤 33 久保 翔史 くぼ しょうし 兵庫 サクラマチサイクル 4
４．青 35 小西 優太郎 こにし ゆうたろう 京都 花園高校 5
５．黄 39 横野 甫 よこの はじめ 大阪 初芝富田林高校 13.478 1
６．白黒 44 若原 琢磨 わかはら たくま 岐阜 3
７．白赤

TM 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 68 前川 圭助 まえがわ けいすけ 滋賀 white jack 2

２．黒 72 大村 一良 おおむら かずよし 大阪 チームアカマツ 5
３．赤 75 濱中 康志 はまなか やすし 兵庫 Team ZERO UNO FRONTIER 13.169 1
４．青 78 島袋 陽子 シマブクロ ヨウコ 兵庫 エキップリオン 7
５．黄 81 上野 重信 うえの しげのぶ 香川
６．白黒 84 天野 弘章 あまの ひろあき 大阪 VC VELOCE 3
７．白赤 87 瀨川 純(T せがわ じゅん 滋賀 Biwako Cycling RC 4
８．白青 90 鍋山 聡 なべやま さとし 大阪 6

TM 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 70 榎本 一代 えのもと かずしろ 大阪 8

２．黒 73 橋爪 理浩 はしづめ みちひろ 兵庫 6
３．赤 76 中出  貴之 なかで  たかゆき 三重 TZ-Ayacy 7
４．青 79 小田 一仁 おだ かずひと 愛知 サクラマチサイクル 5
５．黄 82 有山 朋男 ありやま ともお 兵庫 Team ZERO UNO FRONTIER 4
６．白黒 85 木下 正季 きのした まさき 大阪 エキップリオン 1
７．白赤 88 鈴木 ただし すずき ただし 京都 ドゥールース 3
８．白青 1 西原 雄一郎 にしはら ゆういちろう 大阪 ナカガワ　サイクルワークス 2

TM 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 71 門松 克己 かどまつ かつみ 大阪 ベロチスタパールイズミ 13.247 1

２．黒 74 新井 宏昭 あらい ひろあき 和歌山 LEVANT CYCLE RT 7
３．赤 77 藤田 季之 ふじた としゆき 大阪 MJファン 5
４．青 80 板崎 寿一 いたざき としかず 三重 Aoyama Rockets RT 2
５．黄 83 高橋 正幸 たかはし まさゆき 三重 m&m cycle factory 4
６．白黒 86 辻田 伸之 つじた のぶゆき 三重 鷹組 3
７．白赤 89 田中 紀尋 たなか としひろ 大阪 6

KEIRIN  1／3



 2018/8/26KTF#5Kishiwada
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 3 田中 裕也 たなか ゆうや 大阪 堺市立堺高校 3

２．黒 23 小西 晴己 こにし はるき 三重 三重高校 2
３．赤 16 前田 堅一朗 まえだ けんいちろう 大阪 CWASPアタリマエダ 6
４．青 24 福元 啓太 ふくもとけいた 大阪 関西大学体育会自転車部 11.885 1
５．黄 7 天野 壮悠 あまの たけはる 大阪 千里高校 4
６．白黒 18 根田 裕司 ねだ ゆうじ 大阪 ネクストリームうどん虹や 5

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 11 中島 雅央 なかじま まさお 大阪 シマノドリンキング dns

２．黒 112 小原 洋未 おはら ひろみ 兵庫 VC VELOCE
３．赤 15 浜田 樹 はまだ いつき 大阪 大阪産業大学 3
４．青 12 平林 臣一 ひらばやし たかひと 大阪 大阪経済大学 11.636 1
５．黄 2 今村 有亨 いまむら ありみち 京都 PRT KOSEKI 2

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 48 川嶋 祐紀(T かわしま ゆうき 和歌山 FortunaTredici 4

２．黒 40 逸崎 瑞喜 いつざき みずき 大阪 堺市立堺高校 6
３．赤 27 村田 修 むらた おさむ 大阪 13.101 1
４．青 39 横野 甫 よこの はじめ 大阪 初芝富田林高校 2
５．黄 26 田口 純也 たぐち じゅんや 兵庫 662CCC 3
６．白黒 44 若原 琢磨 わかはら たくま 岐阜 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 34 大槻 誠 オオツキ マコト 京都 イプ練'17 with H 2

２．黒 30 中里 友香 なかざと ゆか 広島 eNShare Cycling Team 5
３．赤 36 山口 敦大 やまぐち あつひろ 京都 4
４．青 25 上田 晃史 うえだ あきふみ 大阪 エキップリオン 6
５．黄 33 久保 翔史 くぼ しょうし 兵庫 サクラマチサイクル 3
６．白黒 35 小西 優太郎 こにし ゆうたろう 京都 花園高校 14.440 1
７．白赤 29 宇野 剛史 うの つよし 大阪 VC VELOCE PROSSIMO 7
８．白青

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 75 濱中 康志 はまなか やすし 兵庫 Team ZERO UNO FRONTIER 12.452 1

２．黒 68 前川 圭助 まえがわ けいすけ 滋賀 white jack 3
３．赤 85 木下 正季 きのした まさき 大阪 エキップリオン 6
４．青 1 西原 雄一郎 にしはら ゆういちろう 大阪 ナカガワ　サイクルワークス 5
５．黄 71 門松 克己 かどまつ かつみ 大阪 ベロチスタパールイズミ 2
６．白黒 80 板崎 寿一 いたざき としかず 三重 Aoyama Rockets RT 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 84 天野 弘章 あまの ひろあき 大阪 VC VELOCE 3

２．黒 87 瀨川 純(T せがわ じゅん 滋賀 Biwako Cycling RC dns
３．赤 88 鈴木 ただし すずき ただし 京都 ドゥールース 4
４．青 82 有山 朋男 ありやま ともお 兵庫 Team ZERO UNO FRONTIER 5
５．黄 86 辻田 伸之 つじた のぶゆき 三重 鷹組 13.112 1
６．白黒 83 高橋 正幸 たかはし まさゆき 三重 m&m cycle factory 2

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 72 大村 一良 おおむら かずよし 大阪 チームアカマツ 4

２．黒 90 鍋山 聡 なべやま さとし 大阪 7
３．赤 78 島袋 陽子 シマブクロ ヨウコ 兵庫 エキップリオン 2
４．青 79 小田 一仁 おだ かずひと 愛知 サクラマチサイクル 13.772 1
５．黄 73 橋爪 理浩 はしづめ みちひろ 兵庫 8
６．白黒 76 中出  貴之 なかで  たかゆき 三重 TZ-Ayacy 5
７．白赤 70 榎本 一代 えのもと かずしろ 大阪 10
８．白青 77 藤田 季之 ふじた としゆき 大阪 MJファン 6
９．赤青 89 田中 紀尋 たなか としひろ 大阪 3
10．黄黒 74 新井 宏昭 あらい ひろあき 和歌山 LEVANT CYCLE RT 9

KEIRIN  2／3
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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 52 神谷 将志 かみや まさし 京都 デサント 野球部 3 T3

２．黒 53 中西 庸介 なかにし ようすけ 大阪 4 T3

３．赤 54 田口 詞也 たぐち つぐなり 兵庫 662CCC/兵庫工業高校 14.110 1 T3

４．青 55 永尾 祐一郎 ながお ゆういちろう 大阪 6 T3

５．黄 58 清水 誠悟 しみず せいご 大阪 2 T3

６．白黒 63 世古口 美星 せこぐち みほし 岐阜 岐阜第一高校 8 TL
７．白赤 65 小林 りょう こばやし りょう 京都 VC VELOCE 7 TL
８．白青 67 中本 真弥 なかもと まや 大阪 VC VELOCE 5 TL

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 91 谷口 敦史 たにぐち あつし 兵庫

２．黒 94 笠松 稜 かさまつ りょう 和歌山 FortunaTredici 6
３．赤 95 仲松 康太 なかまつ やすひろ 大阪 VC　FUKUOKA 3
４．青 96 岩崎 礼緒 いわさき れお 和歌山 FortunaTredici 4
５．黄 97 川嶋 祐紀(R かわしま ゆうき 和歌山 FortunaTredici 5

６．白黒 98 瀬川 純(R せがわ じゅん 滋賀 Biwako Cycling RC 12.922 1

７．白赤 105 佐藤 俊雄 さとう としお 兵庫 TEAM TamagoKakeGohan 2
８．白青 92 岡田 宝 おかだ たから 兵庫 Coraggio Kawanishi Cycling Team Junior Youth 7

Ｒ２+U15+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 99 久保  務 くぼ  つとむ 愛知 R2

２．黒 101 山根 史雄 やまね ふみお 大阪 2 R2

３．赤 104 江端 慶介 えばた けいすけ 大阪 3 R2

４．青 105 佐藤 俊雄 さとう としお 兵庫 TEAM TamagoKakeGohan R2

５．黄 106 天野 勝弘 あまの まさひろ 大阪 R2

６．白黒 107 土居 時芽 ドイ ソウシ 大阪 Coraggio Kawanishi Cycling Team Kids U12

７．白赤 108 有山 怜恩 ありやま れおん 兵庫 Team ZERO UNO FRONTIER 4 U12

８．白青 110 谷口 隼悟 たにぐち しゅんご 兵庫 山口中学校 U15

9．赤黒 111 上田 真太郎 うえだ しんたろう 大阪 プレザント 16.351 1 U15

KEIRIN  3／3
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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 6 新開 隆人 しんかい りゅうじ兵庫 Coraggio Kawanishi Cycling Team Junior Youth * 8

２．黒 8 天野 颯太 あまの そうた 大阪 チーム・アベノバ * 10

３．赤 9 宮崎 善彦 みやざき よしひこ大阪 ナカガワ * 4

４．青 11 中島 雅央 なかじま まさお 大阪 シマノドリンキング * 7

５．黄 12 平林 臣一 ひらばやし たかひ大阪 大阪経済大学 * 5

６．白黒 14 山口 忠行 やまぐち ただゆき広島 eNShare Cycling Team * 3

７．白赤 18 根田 裕司 ねだ ゆうじ 大阪 ネクストリームうどん虹や * 6

８．白青 21 岡村 郁弥 おかむら いくみ 岡山 eNShare Cycling Team * 9

９．赤青 20 岡田 洋明 おかだ ひろあき 大阪 関西大学体育会自転車部 5.00.68 1

10.黒黄 7 天野 壮悠 あまの たけはる 大阪 千里高校 2

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 29 宇野 剛史 うの つよし 大阪 VC VELOCE PROSSIMO * 6

２．黒 31 土田 誠二 つちだ せいじ 大阪 つうばいつう * 4

３．赤 32 太田大地 おおただいち 京都 K@2 dns

４．青 34 大槻 誠 オオツキ マコト 京都 イプ練'17 with H * 5

５．黄 42 長﨑 優祐 ながさき ゆうすけ兵庫 大阪経済大学 2

６．白黒 45 富樫 響 とがし ひびき 岐阜 岐阜第一高校 * 3

７．白赤 48 川嶋 祐紀(T かわしま ゆうき 和歌山 FortunaTredici 2.30.74 1

８．白青

９．赤青

10.黒黄

1／2 ELIMINATION
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TL+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 64 若原 梨々花 わかはら りりか 岐阜 岐阜第一高校 TL

２．黒 68 前川 圭助 まえがわ けいすけ滋賀 white jack * 6 TM
３．赤 70 榎本 一代 えのもと かずしろ大阪 * 5 TM
４．青 75 濱中 康志 はまなか やすし 兵庫 Team ZERO UNO FRONTIER 3.53.90 1 TM
５．黄 78 島袋 陽子 シマブクロ ヨウコ兵庫 エキップリオン * 3 TM
６．白黒 79 小田 一仁 おだ かずひと 愛知 サクラマチサイクル * 4 TM
７．白赤 2

８．白青

９．赤青

10.黒黄

R1+R2+U15+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 91 谷口 敦史 たにぐち あつし 兵庫 R1

２．黒 92 岡田 宝 おかだ たから 兵庫 Coraggio Kawanishi Cycling Team Junior Youth * 5 R1
３．赤 93 鎌田 晃輝 かまだ こうき 大阪 VC　FUKUOKA * 4 R1
４．青 94 笠松 稜 かさまつ りょう 和歌山FortunaTredici * 3 R1
５．黄 96 岩崎 礼緒 いわさき れお 和歌山FortunaTredici 2 R1
６．白黒 97 川嶋 祐紀(R かわしま ゆうき 和歌山FortunaTredici 3.18.03 1 R1
７．白赤 100 松井 宏典 まつい  ひろのり 大阪 NSI R2
８．白青 102 原田 悦子 はらだ えつこ 徳島 チームインコ * 7 R2
９．赤青 103 小川 翔平 おがわ しょうへい大阪 * 6 R2
10.黒黄 106 天野 勝弘 あまの まさひろ 大阪 R2
11.黒赤 110 谷口 隼悟 たにぐち しゅんご兵庫 山口中学校 U15
12.黒青 107 土居 時芽 ドイ ソウシ 大阪 Coraggio Kawanishi Cycling Team Kids U12
13.白黄 108 有山 怜恩 ありやま れおん 兵庫 Team ZERO UNO FRONTIER U12

2／2 ELIMINATION



 2018/8/26KTF#5Kishiwada
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

16 前田 堅一朗 まえだ けんいちろう 大阪 CWASPアタリマエダ 1.09.516 1

22 仲野 結音 なかのゆうと 大阪 1.09.572 2
23 小西 晴己 こにし はるき 三重 三重高校 1.10.262 3
20 岡田 洋明 おかだ ひろあき 大阪 関西大学体育会自転車部 1.11.432 4
24 福元 啓太 ふくもとけいた 大阪 関西大学体育会自転車部 1.12.066 5

112 小原 洋未 おはら ひろみ 兵庫 VC VELOCE 1.12.129 6
19 佐々木 瞭 ささき りょう 大阪 大阪経済大学 1.12.625 7
11 中島 雅央 なかじま まさお 大阪 シマノドリンキング 1.12.813 8
10 田中 昭太朗 たなか しょうたろう 大阪 大阪経済大学 1.13.389 9

3 田中 裕也 たなか ゆうや 大阪 堺市立堺高校 1.13.469 10
14 山口 忠行 やまぐち ただゆき 広島 eNShare Cycling Team 1.13.931 11

5 黄 祥悦 こう よしのぶ 大阪 関西大学体育会自転車部 1.14.140 12
6 新開 隆人 しんかい りゅうじ 兵庫 Coraggio Kawanishi Cycling Team Junior Youth 1.15.915 13

12 平林 臣一 ひらばやし たかひと 大阪 大阪経済大学 1.15.932 14
4 服部 和成 はっとり かずなり 京都 PRT KOSEKI 1.18.462 15

13 丹羽 優輔 にわ ゆうすけ 大阪 大阪産業大学
15 浜田 樹 はまだ いつき 大阪 大阪産業大学
17 内田 宇海 うちだ たかみ 大阪 大阪産業大学

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

43 日高 将喜 ひだか まさき 大阪 大阪経済大学 1.13.645 1

42 長﨑 優祐 ながさき ゆうすけ 兵庫 大阪経済大学 1.13.793 2
39 横野 甫 よこの はじめ 大阪 初芝富田林高校 1.15.754 3
44 若原 琢磨 わかはら たくま 岐阜 1.16.001 4
41 長谷川  皓栄 はせがわ  あきひさ 大阪 1.16.062 5
46 芝池  伸憲 しばいけ  のぶのり 三重 鷹組 1.16.524 6
26 田口 純也 たぐち じゅんや 兵庫 662CCC 1.16.730 7
35 小西 優太郎 こにし ゆうたろう 京都 花園高校 1.18.599 8
38 比護 任 ひご あたる 大阪 イナーメ信濃山形-EFT 1.19.442 9
47 近藤 靖矩 こんどう やすのり 大阪 1.20.116 10
28 重谷 陽一 おもたに よういち 兵庫 Teamスクアドラ 1.20.419 11
37 芝池  旺伽 しばいけ  おうが 三重 平田野中学校 1.20.852 12
50 近藤 伸一 こんどう しんいち 三重 1.21.455 13
25 上田 晃史 うえだ あきふみ 大阪 エキップリオン 1.22.758 14
29 宇野 剛史 うの つよし 大阪 VC VELOCE PROSSIMO 1.28.467 15
30 中里 友香 なかざと ゆか 広島 eNShare Cycling Team 41.62
32 太田大地 おおただいち 京都 K@2

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

105 佐藤 俊雄 さとう としお 兵庫 TEAM TamagoKakeGohan 1.15.693 1

98 瀬川 純(R せがわ じゅん 滋賀 Biwako Cycling RC 1.16.843 2
93 鎌田 晃輝 かまだ こうき 大阪 VC　FUKUOKA 1.24.594 3
92 岡田 宝 おかだ たから 兵庫 Coraggio Kawanishi Cycling Team Junior Youth

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

88 鈴木 ただし すずき ただし 京都 ドゥールース 38.72 1

83 高橋 正幸 たかはし まさゆき 三重 m&m cycle factory 39.41 2
81 上野 重信 うえの しげのぶ 香川 39.84 3
82 有山 朋男 ありやま ともお 兵庫 Team ZERO UNO FRONTIER 39.86 4
87 瀨川 純(T せがわ じゅん 滋賀 Biwako Cycling RC 41.00 5
77 藤田 季之 ふじた としゆき 大阪 MJファン 41.60 6
76 中出  貴之 なかで  たかゆき 三重 TZ-Ayacy 41.80 7
78 島袋 陽子 シマブクロ ヨウコ 兵庫 エキップリオン 42.08 8
69 村井 政美 ムライ マサミ 大阪 ナカガワAS・K'デザイン 43.60 9
74 新井 宏昭 あらい ひろあき 和歌山 LEVANT CYCLE RT 45.39 10
80 板崎 寿一 いたざき としかず 三重 Aoyama Rockets RT 1.17.679
85 木下 正季 きのした まさき 大阪 エキップリオン
86 辻田 伸之 つじた のぶゆき 三重 鷹組
89 田中 紀尋 たなか としひろ 大阪 1.19.901
90 鍋山 聡 なべやま さとし 大阪

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

56 佐々木 裕仁 ささき ゆうじ 大阪 初芝立命館高校 39.61 1

53 中西 庸介 なかにし ようすけ 大阪 39.82 2
55 永尾 祐一郎 ながお ゆういちろう 大阪 41.68 3
52 神谷 将志 かみや まさし 京都 デサント 野球部 42.25 4
51 高藤  拓実 たかふじ  たくみ 大阪 47.14 5
50 近藤 伸一 こんどう しんいち 三重 1.21.455
54 田口 詞也 たぐち つぐなり 兵庫 662CCC/兵庫工業高校 1.22.321
57 片山 国拓 かたやま くにひろ 奈良 Team ZERO UNO FRONTIER 1.25.125

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

67 中本 真弥 なかもと まや 大阪 VC VELOCE 39.16 1

66 三谷 尚子 みたに しょうこ 愛媛 39.79 2
64 若原 梨々花 わかはら りりか 岐阜 岐阜第一高校 40.65 3
65 小林 りょう こばやし りょう 京都 VC VELOCE 42.97 4
62 片山 葉月 かたやま はづき 奈良 奈良北高校 44.10 5
61 川村 真樹 かわむら まつり 京都 花園高校 44.28 6
60 箕形 和代 みのがた かずよ 三重 エキップリオン 48.57 7
59 長瀬 亜衣 ながせ あい 大阪 58.62 8

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 久保  務 くぼ  つとむ 愛知
100 松井 宏典 まつい  ひろのり 大阪 NSI
101 山根 史雄 やまね ふみお 大阪
102 原田 悦子 はらだ えつこ 徳島 チームインコ 45.36 1
104 江端 慶介 えばた けいすけ 大阪
105 佐藤 俊雄 さとう としお 兵庫 TEAM TamagoKakeGohan

106 天野 勝弘 あまの まさひろ 大阪

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

110 谷口 隼悟 たにぐち しゅんご 兵庫 山口中学校 43.55 2
111 上田 真太郎 うえだ しんたろう 大阪 プレザント 43.28 1

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

107 土居 時芽 ドイ ソウシ 大阪 Coraggio Kawanishi Cycling Team Kids

108 有山 怜恩 ありやま れおん 兵庫 Team ZERO UNO FRONTIER 54.65 1

109 中島 瑠斗 なかじま りゅうと 大阪 62.35 2

1kmTT/500mTT  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 西原 雄一郎 にしはら ゆういちろう大阪 ナカガワ　サイクルワークス

２．黒 2 今村 有亨 いまむら ありみち 京都 PRT KOSEKI
３．赤 4 服部 和成 はっとり かずなり 京都 PRT KOSEKI 9
４．青 6 新開 隆人 しんかい りゅうじ 兵庫 Coraggio Kawanishi Cycling Team Junior Youth 5
５．黄 7 天野 壮悠 あまの たけはる 大阪 千里高校 10.37.05 1
６．白黒 8 天野 颯太 あまの そうた 大阪 チーム・アベノバ 3
７．白赤 9 宮崎 善彦 みやざき よしひこ 大阪 ナカガワ 7
８．白青 10 田中 昭太朗 たなか しょうたろう 大阪 大阪経済大学
９．赤青 12 平林 臣一 ひらばやし たかひと 大阪 大阪経済大学 2
10.黒黄 13 丹羽 優輔 にわ ゆうすけ 大阪 大阪産業大学
11.黒赤 14 山口 忠行 やまぐち ただゆき 広島 eNShare Cycling Team 8
12.黒青 18 根田 裕司 ねだ ゆうじ 大阪 ネクストリームうどん虹や 4
13.白黄 21 岡村 郁弥 おかむら いくみ 岡山 eNShare Cycling Team 5に対する横圧で降格 10
14.赤黄 24 福元 啓太 ふくもとけいた 大阪 関西大学体育会自転車部 6

T2　SCRATCH 8km

cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 周回 タイム 順位

１．白 26 田口 純也 たぐち じゅんや 兵庫 662CCC
２．黒 27 村田 修 むらた おさむ 大阪 3
３．赤 30 中里 友香 なかざと ゆか 広島 eNShare Cycling Team 8
４．青 31 土田 誠二 つちだ せいじ 大阪 つうばいつう 7
５．黄 32 太田大地 おおただいち 京都 K@2
６．白黒 33 久保 翔史 くぼ しょうし 兵庫 サクラマチサイクル
７．白赤 34 大槻 誠 オオツキ マコト 京都 イプ練'17 with H 9
８．白青 37 芝池  旺伽 しばいけ  おうが 三重 平田野中学校 4
９．赤青 45 富樫 響 とがし ひびき 岐阜 岐阜第一高校 5
10.黒黄 46 芝池  伸憲 しばいけ  のぶのり 三重 鷹組 11.02.21 1
11.黒赤 48 川嶋 祐紀(T かわしま ゆうき 和歌山 FortunaTredici 2
12.黒青 49 若原 英伸 わかはら ひでのぶ 岐阜 岐阜第一高校保護者 6

T3+TL SCRATCＨ 4km

cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 周回 タイム 順位 cat

１．白 54 田口 詞也 たぐち つぐなり 兵庫 662CCC/兵庫工業高校 6.23.55 1 T3
２．黒 57 片山 国拓 かたやま くにひろ 奈良 Team ZERO UNO FRONTIER 4 T3
３．赤 58 清水 誠悟 しみず せいご 大阪 dns T3
４．青 62 片山 葉月 かたやま はづき 奈良 奈良北高校 6 TL
５．黄 63 世古口 美星 せこぐち みほし 岐阜 岐阜第一高校 7 TL
６．白黒 64 若原 梨々花 わかはら りりか 岐阜 岐阜第一高校 3 TL
７．白赤 65 小林 りょう こばやし りょう 京都 VC VELOCE 5 TL
８．白青 66 三谷 尚子 みたに しょうこ 愛媛 2 TL

Scratch  1／2
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TM SCRATCＨ 4km

cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 周回 タイム 順位 cat

１．白 68 前川 圭助 まえがわ けいすけ 滋賀 white jack 2
２．黒 69 村井 政美 ムライ マサミ 大阪 ナカガワAS・K'デザイン 12
３．赤 70 榎本 一代 えのもと かずしろ 大阪
４．青 72 大村 一良 おおむら かずよし 大阪 チームアカマツ 11
５．黄 73 橋爪 理浩 はしづめ みちひろ 兵庫 10
６．白黒 75 濱中 康志 はまなか やすし 兵庫 Team ZERO UNO FRONTIER 5.26.94 1
７．白赤 78 島袋 陽子 シマブクロ ヨウコ 兵庫 エキップリオン 3
８．白青 79 小田 一仁 おだ かずひと 愛知 サクラマチサイクル 7
９．赤青 80 板崎 寿一 いたざき としかず 三重 Aoyama Rockets RT 5
10.黒黄 82 有山 朋男 ありやま ともお 兵庫 Team ZERO UNO FRONTIER 8
11.黒赤 84 天野 弘章 あまの ひろあき 大阪 VC VELOCE 9
12.黒青 85 木下 正季 きのした まさき 大阪 エキップリオン 4
13.白黄 1 西原 雄一郎 にしはら ゆういちろう大阪 ナカガワ　サイクルワークス 6

R1 SCRATCＨ 4km

cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 周回 タイム 順位 CAT

１．白 91 谷口 敦史 たにぐち あつし 兵庫 3
２．黒 92 岡田 宝 おかだ たから 兵庫 Coraggio Kawanishi Cycling Team Junior Youth 8
３．赤 93 鎌田 晃輝 かまだ こうき 大阪 VC　FUKUOKA 6
４．青 94 笠松 稜 かさまつ りょう 和歌山 FortunaTredici 7
５．黄 95 仲松 康太 なかまつ やすひろ 大阪 VC　FUKUOKA 2
６．白黒 96 岩崎 礼緒 いわさき れお 和歌山 FortunaTredici 4
７．白赤 97 川嶋 祐紀(R かわしま ゆうき 和歌山 FortunaTredici 5.18.07 1
８．白青 105 佐藤 俊雄 さとう としお 兵庫 TEAM TamagoKakeGohan 5

R2+U15+U12 SCRATCＨ 4km

cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 周回 タイム 順位 CAT

１．白 100 松井 宏典 まつい  ひろのり 大阪 NSI R2
２．黒 101 山根 史雄 やまね ふみお 大阪 6 R2
３．赤 103 小川 翔平 おがわ しょうへい 大阪 3 R2
４．青 104 江端 慶介 えばた けいすけ 大阪 4 R2
５．黄 105 佐藤 俊雄 さとう としお 兵庫 TEAM TamagoKakeGohan R2
６．白黒 106 天野 勝弘 あまの まさひろ 大阪 2 R2
７．白赤 110 谷口 隼悟 たにぐち しゅんご 兵庫 山口中学校 5 U15

８．白青 107 土居 時芽 ドイ ソウシ 大阪 Coraggio Kawanishi Cycling Team Kids U12

９．赤青 108 有山 怜恩 ありやま れおん 兵庫 Team ZERO UNO FRONTIER U12

10.黒黄 113 佐伯 宗一郎 さえきそういちろう 大阪 千里高校 6.05.01 1 R2

Scratch  2／2
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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 チーム美星 63 世古口 美星 62 片山 葉月 64 若原 梨々花 1.36.07
1 B
2 H 大阪経済大学 19 佐々木 瞭 10 田中 昭太朗 42 長﨑 優祐 1.28.634
2 B

TEAM RACE  1／1
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