
2019KTF#1Mukomachi

2019#1Mukomachiタイムスケジュール

Ⅰ 受 付 7:30:00 ～

Ⅱ 試 走 7:15～7:45(トラック)、7:45～8：05(ロード)、その後トラック 7:15:00 ～ 8:25:00

Ⅳ 競 技 人数/組数
１． FTT 決 勝 95人 8:30:00 ～ 9:33:20

２． ケイリン　T1,T2,T3,TL,TM,R1+R2+U15 予 選 15組 9:33:20 ～ 10:55:50

３． スクラッチ 決 勝 6組 10:55:50 ～ 12:19:50

４． 昼休みと表彰 12:19:50 ～ 12:49:50

５． ケイリン 決 勝 16組 12:49:50 ～ 13:43:50

６． TT（1km：69名　500m：29名） 決 勝 98人 13:43:50 ～ 15:25:05

７． IP 決 勝 20組 15:25:05 ～ 17:25:05

８． 団体種目 決 勝 17:25:05 ～ 17:53:05

９． 表彰

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

4 岩松 京雅 いわまつ きょうが 京都府 SUR! Rikyu M
5 網矢 一徹 あみや いってつ 愛媛県 松山聖陵高校 M
7 目附 光 めつけ ひかる 愛媛県 松山聖陵高校 M
8 安倍 周作 あべ しゅうさく 愛媛県 松山聖陵高校 M
9 柴田 湧斗 しばた　ゆうと 愛媛県 松山工業高等学校 M

10 村上 裕二郎 むらかみ　ゆうじろう愛媛県 松山工業高等学校 M
12 岡本 那央 おかもと　なお 愛媛県 松山聖陵高校 M
13 丸山 颯斗 まるやま はやと 愛媛県 松山聖陵高校 M
14 岡本 友汰 おかもと　ゆうた 京都 鴨沂高校 M
15 藤井 響流 ふじい　こうる 京都 鴨沂高校 M
19 中村 聡哉 なかむら そうや 大阪府 関西大学 M
20 山本 和瑳 やまもと かずさ 滋賀県 瀬田工業高校 M
21 山本 大智 やまもと だいち 愛媛県 松山聖陵高校 M
22 平林 臣一 ひらばやし たかひと大阪 M
23 河地 拓巳 かわち たくみ 京都府 龍谷大学 M
24 武智 光 たけち　ひかり 愛媛県 松山東高校 M
25 野崎 翼 のざき つばさ 大阪府 大阪大学 M
26 田中 昭太朗 たなか しょうたろう大阪府 大阪経済大学 M
29 田中 亮多 たなか りょうた 大阪府 大阪経済大学 M
30 常次 勇人 つねつぐ はやと 大阪 堺市立堺高等学校 M
31 横野 甫 よこの　はじめ 大阪府 初芝富田林高等学校 M
32 大山 慶祐 おおやま けいすけ 京都 立命館大学 M
33 嶋田 祥 しまだ しょう 京都 立命館大学 M
34 山住 虎太郎 やまずみ　こたろう兵庫 立命館大学 M
35 岡﨑 日向 おかざき　ひゅうが愛媛県 松山工業高等学校 M
36 久乗 捷吾 クノリ　ショウゴ 京都府 Cwaspアタリマエダ M
37 西田 優大 にしだ ゆうだい 大阪府 関西大学 M
38 増田 伊吹 ますだ　いぶき 愛媛県 松山工業高等学校 M
39 綿本 隼人 わたもと はやと 広島県 崇徳高校 M
42 村上 翔馬 むらかみ しょうま 兵庫県 大阪産業大学 M
43 四宮 寛人 しのみや ひろと 京都府 北桑田高校 M
44 福元 啓太 ふくもと けいた 大阪 Cwaspアタリ前田 M

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

47 高本 空 たかもと そら 滋賀県 瀬田工業高校 M
48 間所 智幸 まどころ ともゆき 滋賀県 滋賀県庁自転車部 M
52 上田 晃史 うえだ　あきふみ 大阪府 エキップリオン M
55 雁行 大聖 かりゆき たいせい 滋賀県 M
58 勝野 雅友 かつの まさとも 岐阜 名岐ベンド M
59 鈴木 ただし すずき　ただし 京都 Tomotoshi Cycle 岸和田 M
60 橋本 歩久玄 はしもと ほくげん 京都府 M
61 大槻 誠 おおつき　まこと 京都 イプ練'17@Hase塾 M
62 加藤 伸次郎 かとう しんじろう 岐阜 MINOURA大垣レーシング M
63 小川 遼太 おがわ りょうた 愛知県 M
64 川島 洋 かわしま ひろし 滋賀県 ストラーダR M
66 西井 優人 にしい まさと 香川 m&m cyclefactory M
67 辻田 伸之 つじた　のぶゆき 三重県 鷹組 M
68 窪田 雅行 くぼた　まさゆき 岐阜県 MINOURA大垣レーシング M
69 久保 翔史 くぼ しょうし 兵庫県 サクラマチサイクル M
70 嶌田 吉成 しまだ よしなり 大阪府 VC VELOCE PROSSIMO M
71 今村 有亨 いまむら　ありみち京都府 PRT KOSEKI 金生堂 M
72 近藤 択海 こんどう たくみ 愛知県 飛燕 M
73 長﨑 優祐 ながさき ゆうすけ 兵庫県 大阪経済大学 M
74 鍋山 聡 なべやま　さとし 大阪 Tomotoshi Cycle 岸和田 M

200FTT 1／2
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T3　200mFTT
№ 氏名 ふりがな area 所属 タイム manual 順位

75 辻田 祥大 つじた　しょうた 三重県 海星高校 M
76 日下 直之 くさか なおゆき 大阪府 浪花大回転 M
77 西岡 健一 にしおか    けんいち長野県 飯田レーシング M
78 菱川 翔大 ひしかわ　しょうた愛知県 M
79 見田 英夫 みた ひでお 愛知県 嫌われ者の会 M
80 佐藤 哲 さとう　てつ 愛知県 ＣＡＲＯ　ＳＰＯＲＴ M
81 坪井 伸夫 つぼい　のぶお 静岡県 LAKE HAMANA RC M
84 柚木 平蔵(T ゆき　へいぞう 大阪府 ONEandONLY-CR M
85 平野 準 ひらの　じゅん 愛知県 M
86 岩附 英作 いわつき　えいさく愛知県 M
87 神谷 将志 かみや まさし 京都府 デサント 野球部 M
88 梅田 弘之 うめだ　ひろゆき 愛知県 M
89 谷澤 優貴 たにざわ ゆうき 三重県 三重大学附属中学校 M

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

91 平岡 早紀 ひらおか さき 大阪府 大阪経済大学 F
94 伊藤 優里 いとう ゆうり 三重県 チームみえジュニアサイクルクラブ F
95 大平 莉子 おおひら りこ 愛媛県 松山聖陵高校 F
96 辻本 真里 つじもと　まり 京都府 北稜高校 F
97 橋本 のこ はしもと のこ 愛知県 F
99 小林 りょう こばやし りょう 京都府 VC VELOCE F

100 平子 結菜 ひらこ　ゆうな 三重県 内部中学校 F
101 松井 優佳 まつい ゆうか 大阪府 同志社大学 F

TM　２００ｍFTT
№ 氏名 ふりがな area 所属 タイム manual 順位
104 吉本 昭 よしもと　あきら 京都府 京都サイクルクラブ M
105 田中 紀尋 たなか　としひろ 大阪 M
106 小出 浩雅 こいで　ひろまさ 三重県 m&m cycle factory M
107 藤田 季之 ふじた　としゆき 大阪府 Tomotoshi Cycle 岸和田 M
108 小田 一仁 おだ　かずひと 愛知県 サクラマチサイクル M
109 板崎 寿一 いたざき　としかず三重県 Aoyama Rockets RT M
111 瀬川 純(T せがわ　じゅん 滋賀県 Biwako Cycling RC M

R1　200mFTT
№ 氏名 ふりがな area 所属 タイム manual 順位
113 清水 勝也 しみず　かつや 滋賀県 大垣ピストンズ M
114 小西 竜也 こにし　たつや 滋賀県 ライフレーシングクラブ M
116 中村 晃一 なかむら こういち 大阪府 イプ練@hase塾 M
117 谷口 敦史 たにぐち あつし 兵庫県 M
120 瀨川 純(R せがわ　じゅん 滋賀県 Biwako Cycling RC M

R2　200mFTT
№ 氏名 ふりがな area 所属 タイム manual 順位
120 瀨川 純(R せがわ　じゅん 滋賀県 Biwako Cycling RC M

U15  200mFTT
№ 氏名 ふりがな area 所属 タイム manual 順位
125 橋本 慎之介 はしもと しんのすけ京都府 M
126 上田 真太郎 うえだ　しんたろう大阪府 プレザント M
127 谷口 隼悟 たにぐち しゅんご兵庫県 M
128 柚木 平蔵(R ゆき　へいぞう 大阪府 ONEandONLY-CR M

U12  200mFTT
№ 氏名 ふりがな area 所属 タイム manual 順位
129 有山 怜恩 ありやま れおん 兵庫 Team ZERO UNO FRONTIER M
131 西原 夕華 にしはら　ゆうか 大阪 F
132 阪口 竜弥 さかぐち　たつや 京都府 向陽サイクルスポーツ M
133 橋本 煌之介 はしもと こうのすけ京都府 M

200FTT 2／2
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T１ ケイリン予選１組  各組1-2位は決勝、3-4位は選抜、5位以下は特選
cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 sex タイム 順位
１．白 2 岩崎 礼緒(T いわさき れお 和歌山県Fortuna Tredici M
２．黒 16 川嶋 祐紀(T かわしま ゆうき 和歌山Forutuna Tredici M
３．赤 22 平林 臣一 ひらばやし たかひと 大阪 M
４．青 30 常次 勇人 つねつぐ はやと 大阪 堺市立堺高等学校 M
５．黄 31 横野 甫 よこの　はじめ 大阪府初芝富田林高等学校 M
６．白黒 44 福元 啓太 ふくもと けいた 大阪 Cwaspアタリ前田 M
７．白赤

T１ ケイリン予選２組  各組1-2位は決勝、3-4位は選抜、5位以下は特選
cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 sex タイム 順位
１．白 3 丹羽  優輔 にわ ゆうすけ 大阪府大阪産業大学 M
２．黒 15 藤井 響流 ふじい　こうる 京都 鴨沂高校 M
３．赤 23 河地 拓巳 かわち たくみ 京都府龍谷大学 M
４．青 29 田中 亮多 たなか りょうた 大阪府大阪経済大学 M
５．黄 32 大山 慶祐 おおやま けいすけ 京都 立命館大学 M
６．白黒 41 道城 海地 どうじょう かいち 京都府同志社大学 M
７．白赤 45 島 奨乃 しま しょうの 大阪 同志社大学 M

T１ ケイリン予選３組  各組1-2位は決勝、3-4位は選抜、5位以下は特選
cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 sex タイム 順位
１．白 4 岩松 京雅 いわまつ きょうが 京都府SUR! Rikyu M
２．黒 14 岡本 友汰 おかもと　ゆうた 京都 鴨沂高校 M
３．赤 24 武智 光 たけち　ひかり 愛媛県松山東高校 M
４．青 28 笹原 康彦 ささはら　やすひこ 岐阜県MINOURA大垣レーシング M
５．黄 34 山住 虎太郎 やまずみ　こたろう 兵庫 立命館大学 M
６．白黒 39 綿本 隼人 わたもと はやと 広島県崇徳高校 M
７．白赤 46 末廣快理 すえひろかいり 京都府同志社大学 M

T１ ケイリン予選４組  各組1-2位は決勝、3-4位は選抜、5位以下は特選
cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 sex タイム 順位
１．白 5 網矢 一徹 あみや いってつ 愛媛県松山聖陵高校 M
２．黒 12 岡本 那央 おかもと　なお 愛媛県松山聖陵高校 M
３．赤 25 野崎 翼 のざき つばさ 大阪府大阪大学 M
４．青 27 宮本 幸輝 みやもと こうき 兵庫県神崎高校 M
５．黄 36 久乗 捷吾 クノリ　ショウゴ 京都府Cwaspアタリマエダ M
６．白黒 38 増田 伊吹 ますだ　いぶき 愛媛県松山工業高等学校 M
７．白赤

T2 ケイリン予選１組 各組1-2位は決勝、3-4位は選抜、5位以下は特選
cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 sex タイム 順位
１．白 48 間所 智幸 まどころ ともゆき 滋賀県滋賀県庁自転車部 M
２．黒 63 小川 遼太 おがわ りょうた 愛知県 M
３．赤 64 川島 洋 かわしま ひろし 滋賀県ストラーダR M
４．青 69 久保 翔史 くぼ しょうし 兵庫県サクラマチサイクル M
５．黄 70 嶌田 吉成 しまだ よしなり 大阪府VC VELOCE PROSSIMO M
６．白黒 74 鍋山 聡 なべやま　さとし 大阪 Tomotoshi Cycle 岸和田 M

T2 ケイリン予選２組  各組1-2位は決勝、3-4位は選抜、5位以下は特選
cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 sex タイム 順位
１．白 49 中前  元久 なかまえ  もとひさ 石川 HMG M
２．黒 62 加藤 伸次郎 かとう しんじろう 岐阜 MINOURA大垣レーシング M
３．赤 65 田口 純也 たぐち じゅんや 兵庫県662CCC M
４．青 68 窪田 雅行 くぼた　まさゆき 岐阜県MINOURA大垣レーシング M
５．黄 71 今村 有亨 いまむら　ありみち 京都府PRT KOSEKI 金生堂 M
６．白黒 98 磯田 友賀(T いそだ　ともかず 京都府TEAM SFIDA M

T2 ケイリン予選３組  各組1-2位は決勝、3-4位は選抜、5位以下は特選
cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 sex タイム 順位
１．白 59 鈴木 ただし すずき　ただし 京都 Tomotoshi Cycle 岸和田 M
２．黒 61 大槻 誠 おおつき　まこと 京都 イプ練'17@Hase塾 M
３．赤 66 西井 優人 にしい まさと 香川 m&m cyclefactory M
４．青 67 辻田 伸之 つじた　のぶゆき 三重県鷹組 M
５．黄 72 近藤 択海 こんどう たくみ 愛知県飛燕 M
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T３ 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 sex タイム 順位
１．白 75 辻田 祥大 つじた　しょうた 三重県海星高校 M
２．黒 78 菱川 翔大 ひしかわ　しょうた 愛知県 M
３．赤 79 見田 英夫 みた ひでお 愛知県嫌われ者の会 M
４．青 82 平尾 浩一 ひらお　こういち 兵庫県662ccc M
５．黄 83 村田 孝幸 むらた　たかゆき 大阪 ベッキーシクロクロス M
６．白黒 86 岩附 英作 いわつき　えいさく 愛知県 M
７．白赤 87 神谷 将志 かみや まさし 京都府デサント 野球部 M
８．白青 89 谷澤 優貴 たにざわ ゆうき 三重県三重大学附属中学校 M

T３ 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 sex タイム 順位
１．白 76 日下 直之 くさか なおゆき 大阪府浪花大回転 M
２．黒 77 西岡 健一 にしおか    けんいち 長野県飯田レーシング M
３．赤 80 佐藤 哲 さとう　てつ 愛知県ＣＡＲＯ　ＳＰＯＲＴ M
４．青 81 坪井 伸夫 つぼい　のぶお 静岡県LAKE HAMANA RC M
５．黄 84 柚木 平蔵(T ゆき　へいぞう 大阪府ONEandONLY-CR M
６．白黒 85 平野 準 ひらの　じゅん 愛知県 M
７．白赤 88 梅田 弘之 うめだ　ひろゆき 愛知県 M

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 sex タイム 順位
１．白 102 時末  宏康 ときすえ  ひろやす 兵庫県 M
２．黒 103 保崎 治也 ほざき　はるや 京都 カシャロ水曜夜練 M
３．赤 106 小出 浩雅 こいで　ひろまさ 三重県m&m cycle factory M
４．青 107 藤田 季之 ふじた　としゆき 大阪府Tomotoshi Cycle 岸和田 M
５．黄 111 瀬川 純(T せがわ　じゅん 滋賀県Biwako Cycling RC M

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 sex タイム 順位
１．白 104 吉本 昭 よしもと　あきら 京都府京都サイクルクラブ M
２．黒 105 田中 紀尋 たなか　としひろ 大阪 M
３．赤 108 小田 一仁 おだ　かずひと 愛知県サクラマチサイクル M
４．青 109 板崎 寿一 いたざき　としかず 三重県Aoyama Rockets RT M

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 sex タイム 順位
１．白 90 保崎 実智子 ほざき　みちこ 京都 カシャロガールズWNT F
２．黒 94 伊藤 優里 いとう ゆうり 三重県チームみえジュニアサイクルクラブ F
３．赤 95 大平 莉子 おおひら りこ 愛媛県松山聖陵高校 F
４．青 100 平子 結菜 ひらこ　ゆうな 三重県内部中学校 F

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 sex タイム 順位
１．白 92 森角 春陽 もりずみ はるひ 兵庫県神崎高校 F
２．黒 93 山本 柚 やまもと　ゆう 愛媛県松山聖陵高校 F
３．赤 99 小林 りょう こばやし りょう 京都府VC VELOCE F
４．青 101 松井 優佳 まつい ゆうか 大阪府同志社大学 F

R1+R2+U15 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 sex タイム 順位
１．白 112 磯田 友賀(R イソダ　トモカズ 京都府PRT KOSEKI　金生堂 M
２．黒 116 中村 晃一 なかむら こういち 大阪府イプ練@hase塾 M
３．赤 117 谷口 敦史 たにぐち あつし 兵庫県 M
４．青 122 木下 弘幸 きのした ひろゆき 京都府CSヤマダ M
５．黄 123 森 芳博 もり　よしひろ 愛知県CARO  SPORT M
６．白黒 126 上田 真太郎 うえだ　しんたろう 大阪府プレザント M

R1+R2+U15 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 sex タイム 順位
１．白 114 小西 竜也 こにし　たつや 滋賀県ライフレーシングクラブ M
２．黒 115 岩崎 礼緒(R いわさき れお 和歌山県Fortuna Tredici M
３．赤 118 川嶋 祐紀(R かわしま ゆうき 和歌山Fortuna Tredici M
４．青 120 瀨川 純(R せがわ　じゅん 滋賀県Biwako Cycling RC M
５．黄 125 橋本 慎之介 はしもと しんのすけ 京都府 M
６．白黒 128 柚木 平蔵(R ゆき　へいぞう 大阪府ONEandONLY-CR M
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T1 ケイリン決勝
cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 sex タイム 順位
１．白
２．黒
３．赤
４．青
５．黄
６．白黒
７．白赤
８．白青

T1 ケイリン選抜
cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 sex タイム 順位
１．白
２．黒
３．赤
４．青
５．黄
６．白黒
７．白赤
８．白青

T1 ケイリン特選
cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 sex タイム 順位
１．白
２．黒
３．赤
４．青
５．黄
６．白黒
７．白赤
８．白青

Ｔ２ケイリン決勝
cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 sex タイム 順位
１．白
２．黒
３．赤
４．青
５．黄
６．白黒

Ｔ２ケイリン選抜
cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 sex タイム 順位
１．白
２．黒
３．赤
４．青
５．黄
６．白黒

Ｔ２ケイリン特選
cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 sex タイム 順位
１．白
２．黒
３．赤
４．青
５．黄
６．白黒
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Ｔ3ケイリン決勝
cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 sex タイム 順位
１．白
２．黒
３．赤
４．青
５．黄
６．白黒

T3ケイリン選抜
cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 sex 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．赤青

ＴMケイリン決勝
cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 sex 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 sex タイム 順位
１．白
２．黒
３．赤
４．青
５．黄
６．白黒

ＴLケイリン決勝
cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 sex タイム 順位
１．白
２．黒
３．赤
４．青
５．黄
６．白黒

ＴLケイリン選抜
cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 sex タイム 順位
１．白
２．黒
３．赤
４．青
５．黄
６．白黒

R1+R2+U15 ケイリン決勝
cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 sex タイム 順位
１．白
２．黒
３．赤
４．青
５．黄
６．白黒

KEIRIN  4／5



 2019/4/7KTF#1Mukomachi

R1+R2+U15 ケイリン選抜
cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 sex タイム 順位
１．白
２．黒
３．赤
４．青
５．黄
６．白黒
７．白赤

U12 ケイリン決勝
cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 sex タイム 順位
１．白 129 有山 怜恩 ありやま れおん 兵庫 Team ZERO UNO FRONTIER M
２．黒 132 阪口 竜弥 さかぐち　たつや 京都府向陽サイクルスポーツ M
３．赤 133 橋本 煌之介 はしもと こうのすけ 京都府 M
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T1　SCRATCH 8km

cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 sex 周回 タイム 順位

１．白 1 井関 太一 いせき たいち 京都 リーダーバイクジャパン M
２．黒 2 岩崎 礼緒(T いわさき れお 和歌山県Fortuna Tredici M
３．赤 3 丹羽  優輔 にわ ゆうすけ 大阪府 大阪産業大学 M
４．青 7 目附 光 めつけ ひかる 愛媛県 松山聖陵高校 M
５．黄 8 安倍 周作 あべ しゅうさく 愛媛県 松山聖陵高校 M
６．白黒 9 柴田 湧斗 しばた　ゆうと 愛媛県 松山工業高等学校 M
７．白赤 10 村上 裕二郎 むらかみ　ゆうじろう愛媛県 松山工業高等学校 M
８．白青 13 丸山 颯斗 まるやま はやと 愛媛県 松山聖陵高校 M
９．赤青 14 岡本 友汰 おかもと　ゆうた 京都 鴨沂高校 M
10.黒黄 15 藤井 響流 ふじい　こうる 京都 鴨沂高校 M
11.黒赤 16 川嶋 祐紀(T かわしま ゆうき 和歌山 Forutuna Tredici M
12.黒青 17 原田 翔真 はらだ しょうま 兵庫県 神崎高校 M
13.白黄 18 中村 弦太(T なかむら げんた 京都 M
14.赤黄 19 中村 聡哉 なかむら そうや 大阪府 関西大学 M
15.青黄 21 山本 大智 やまもと だいち 愛媛県 松山聖陵高校 M
16.緑 22 平林 臣一 ひらばやし たかひと 大阪 M
17.緑白 23 河地 拓巳 かわち たくみ 京都府 龍谷大学 M
18.緑黒 24 武智 光 たけち　ひかり 愛媛県 松山東高校 M
19.緑赤 25 野崎 翼 のざき つばさ 大阪府 大阪大学 M
20.緑青 30 常次 勇人 つねつぐ はやと 大阪 堺市立堺高等学校 M
21.緑黄 32 大山 慶祐 おおやま けいすけ 京都 立命館大学 M
22.紫 33 嶋田 祥 しまだ しょう 京都 立命館大学 M

23.紫白 34 山住 虎太郎 やまずみ　こたろう兵庫 立命館大学 M

24.紫黒 35 岡﨑 日向 おかざき　ひゅうが愛媛県 松山工業高等学校 M

25.紫赤 39 綿本 隼人 わたもと はやと 広島県 崇徳高校 M

26.紫青 40 四宮 哲郎 しのみや てつろう 京都府 M

27.紫黄 41 道城 海地 どうじょう かいち 京都府 同志社大学 M

28.桃 42 村上 翔馬 むらかみ しょうま 兵庫県 大阪産業大学 M

29.桃白 44 福元 啓太 ふくもと けいた 大阪 Cwaspアタリ前田 M

30.桃黒 46 末廣快理 すえひろかいり 京都府 同志社大学 M

T2　SCRATCH 8km

cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 周回 タイム 順位

１．白 49 中前  元久 なかまえ  もとひさ 石川 HMG M
２．黒 51 服部 和成 はっとり　かずなり 京都府 PRT KOSEKI M
３．赤 53 内田  凛 うちだ  りん 愛知 京都向陽サイクルスポーツクラブ M
４．青 54 寸田 桜 すんだ さくら 京都府 立命館大学 F
５．黄 61 大槻 誠 おおつき　まこと 京都 イプ練'17@Hase塾 M
６．白黒 64 川島 洋 かわしま ひろし 滋賀県 ストラーダR M
７．白赤 65 田口 純也 たぐち じゅんや 兵庫県 662CCC M
８．白青 70 嶌田 吉成 しまだ よしなり 大阪府 VC VELOCE PROSSIMO M
９．赤青 71 今村 有亨 いまむら　ありみち 京都府 PRT KOSEKI 金生堂 M
10.黒黄 98 磯田 友賀(T いそだ　ともかず 京都府 TEAM SFIDA M

T3 SCRATCＨ 4km

cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 周回 タイム 順位

１．白 76 日下 直之 くさか なおゆき 大阪府 浪花大回転 M
２．黒 77 西岡 健一 にしおか    けんいち 長野県 飯田レーシング M
３．赤 78 菱川 翔大 ひしかわ　しょうた 愛知県 M
４．青 79 見田 英夫 みた ひでお 愛知県 嫌われ者の会 M
５．黄 82 平尾 浩一 ひらお　こういち 兵庫県 662ccc M
６．白黒 83 村田 孝幸 むらた　たかゆき 大阪 ベッキーシクロクロス M
７．白赤 85 平野 準 ひらの　じゅん 愛知県 M
８．白青 86 岩附 英作 いわつき　えいさく 愛知県 M
９．赤青 87 神谷 将志 かみや まさし 京都府 デサント 野球部 M
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TM+TL SCRATCＨ 4km

cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 周回 タイム 順位

１．白 97 橋本 のこ はしもと のこ 愛知県 F
２．黒 100 平子 結菜 ひらこ　ゆうな 三重県 内部中学校 F
３．赤 106 小出 浩雅 こいで　ひろまさ 三重県 m&m cycle factory M
４．青 107 藤田 季之 ふじた　としゆき 大阪府 Tomotoshi Cycle 岸和田 M
５．黄 108 小田 一仁 おだ　かずひと 愛知県 サクラマチサイクル M
６．白黒 109 板崎 寿一 いたざき　としかず 三重県 Aoyama Rockets RT M

R1+U15 SCRATCＨ 4km

cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 周回 タイム 順位

１．白 112 磯田 友賀(R イソダ　トモカズ 京都府 PRT KOSEKI　金生堂 M
２．黒 113 清水 勝也 しみず　かつや 滋賀県 大垣ピストンズ M
３．赤 114 小西 竜也 こにし　たつや 滋賀県 ライフレーシングクラブ M
４．青 115 岩崎 礼緒(R いわさき れお 和歌山県Fortuna Tredici M
５．黄 116 中村 晃一 なかむら こういち 大阪府 イプ練@hase塾 M
６．白黒 117 谷口 敦史 たにぐち あつし 兵庫県 M
７．白赤 118 川嶋 祐紀(R かわしま ゆうき 和歌山 Fortuna Tredici M
８．白青 119 中村 弦太(R なかむら げんた 京都 M
９．赤青 120 瀨川 純(R せがわ　じゅん 滋賀県 Biwako Cycling RC M
10.黒黄 125 橋本 慎之介 はしもと しんのすけ 京都府 M

U12  SCRATCＨ 2km

cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 周回 タイム 順位

１．白 129 有山 怜恩 ありやま れおん 兵庫 Team ZERO UNO FRONTIER M
２．黒 130 内田  樂 うちだ  がく 愛知 美山サイクリングクラブ M
３．赤 132 阪口 竜弥 さかぐち　たつや 京都府 向陽サイクルスポーツ M
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T１　１ｋｍ
H/B № 氏名 ふりがな area 所属 sex 電気タイム 手動タイム 順位

2 岩崎 礼緒(T いわさき れお 和歌山県Fortuna Tredici M
4 岩松 京雅 いわまつ きょうが 京都府 SUR! Rikyu M
5 網矢 一徹 あみや いってつ 愛媛県 松山聖陵高校 M
6 谷口 海斗 たにぐち かいと 兵庫県 神埼高校 M
7 目附 光 めつけ ひかる 愛媛県 松山聖陵高校 M
8 安倍 周作 あべ しゅうさく 愛媛県 松山聖陵高校 M
9 柴田 湧斗 しばた　ゆうと 愛媛県 松山工業高等学校 M

10 村上 裕二郎 むらかみ　ゆうじろう 愛媛県 松山工業高等学校 M
12 岡本 那央 おかもと　なお 愛媛県 松山聖陵高校 M
13 丸山 颯斗 まるやま はやと 愛媛県 松山聖陵高校 M
14 岡本 友汰 おかもと　ゆうた 京都 鴨沂高校 M
15 藤井 響流 ふじい　こうる 京都 鴨沂高校 M
18 中村 弦太(T なかむら げんた 京都 M
20 山本 和瑳 やまもと かずさ 滋賀県 瀬田工業高校 M
21 山本 大智 やまもと だいち 愛媛県 松山聖陵高校 M
23 河地 拓巳 かわち たくみ 京都府 龍谷大学 M
24 武智 光 たけち　ひかり 愛媛県 松山東高校 M
25 野崎 翼 のざき つばさ 大阪府 大阪大学 M
26 田中 昭太朗 たなか しょうたろう 大阪府 大阪経済大学 M
28 笹原 康彦 ささはら　やすひこ 岐阜県 MINOURA大垣レーシング M
31 横野 甫 よこの　はじめ 大阪府 初芝富田林高等学校 M
33 嶋田 祥 しまだ しょう 京都 立命館大学 M
34 山住 虎太郎 やまずみ　こたろう 兵庫 立命館大学 M
35 岡﨑 日向 おかざき　ひゅうが 愛媛県 松山工業高等学校 M
36 久乗 捷吾 クノリ　ショウゴ 京都府 Cwaspアタリマエダ M
37 西田 優大 にしだ ゆうだい 大阪府 関西大学 M
38 増田 伊吹 ますだ　いぶき 愛媛県 松山工業高等学校 M
39 綿本 隼人 わたもと はやと 広島県 崇徳高校 M
42 村上 翔馬 むらかみ しょうま 兵庫県 大阪産業大学 M
43 四宮 寛人 しのみや ひろと 京都府 北桑田高校 M
45 島 奨乃 しま しょうの 大阪 同志社大学 M

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

47 高本 空 たかもと そら 滋賀県 瀬田工業高校 M
48 間所 智幸 まどころ ともゆき 滋賀県 滋賀県庁自転車部 M
49 中前  元久 なかまえ  もとひさ 石川 HMG M
50 西川 奏 にしかわ そう 兵庫県 神崎高校 M
51 服部 和成 はっとり　かずなり 京都府 PRT KOSEKI M
52 上田 晃史 うえだ　あきふみ 大阪府 エキップリオン M
53 内田  凛 うちだ  りん 愛知 京都向陽サイクルスポーツクラブ M
55 雁行 大聖 かりゆき たいせい 滋賀県 M
56 山口 敦大 やまぐち　あつひろ 京都府 M
57 吉澤 央翔 よしざわ ひろと 兵庫県 伊丹市立伊丹高校 M
58 勝野 雅友 かつの まさとも 岐阜 名岐ベンド M
60 橋本 歩久玄 はしもと ほくげん 京都府 M
62 加藤 伸次郎 かとう しんじろう 岐阜 MINOURA大垣レーシング M
98 磯田 友賀(T いそだ　ともかず 京都府 TEAM SFIDA M
64 川島 洋 かわしま ひろし 滋賀県 ストラーダR M
66 西井 優人 にしい まさと 香川 m&m cyclefactory M
67 辻田 伸之 つじた　のぶゆき 三重県 鷹組 M
68 窪田 雅行 くぼた　まさゆき 岐阜県 MINOURA大垣レーシング M
69 久保 翔史 くぼ しょうし 兵庫県 サクラマチサイクル M
70 嶌田 吉成 しまだ よしなり 大阪府 VC VELOCE PROSSIMO M
72 近藤 択海 こんどう たくみ 愛知県 飛燕 M
73 長﨑 優祐 ながさき ゆうすけ 兵庫県 大阪経済大学 M
74 鍋山 聡 なべやま　さとし 大阪 Tomotoshi Cycle 岸和田 M

1kmTT/500mTT  1／2
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T3 1km(open)
H/B № 氏名 ふりがな area 所属 sex 電気タイム 手動タイム 順位

75 辻田 祥大 つじた　しょうた 三重県 海星高校 M
76 日下 直之 くさか なおゆき 大阪府 浪花大回転 M
78 菱川 翔大 ひしかわ　しょうた 愛知県 M
86 岩附 英作 いわつき　えいさく 愛知県 M
89 谷澤 優貴 たにざわ ゆうき 三重県 三重大学附属中学校 M

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

103 保崎 治也 ほざき　はるや 京都 カシャロ水曜夜練 M
110 池部 哲夫 いけべ てつお 滋賀 M

TL 1km(open)
H/B № 氏名 ふりがな area 所属 sex 電気タイム 手動タイム 順位

91 平岡 早紀 ひらおか さき 大阪府 大阪経済大学 F

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

112 磯田 友賀(R イソダ　トモカズ 京都府 PRT KOSEKI　金生堂 M

113 清水 勝也 しみず　かつや 滋賀県 大垣ピストンズ M

116 中村 晃一 なかむら こういち 大阪府 イプ練@hase塾 M

119 中村 弦太(R なかむら げんた 京都 M

U15 1km(open)
H/B № 氏名 ふりがな area 所属 sex 電気タイム 手動タイム 順位

125 橋本 慎之介 はしもと しんのすけ 京都府 M
126 上田 真太郎 うえだ　しんたろう 大阪府 プレザント M
127 谷口 隼悟 たにぐち しゅんご 兵庫県 M

U12 1km(open)
H/B № 氏名 ふりがな area 所属 sex 電気タイム 手動タイム 順位

132 阪口 竜弥 さかぐち　たつや 京都府 向陽サイクルスポーツ M

1kmTT/500mTT  2／2
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T２　500m(open)
H/B № 氏名 ふりがな area 所属 sex 電気タイム 手動タイム 順位

54 寸田 桜 すんだ さくら 京都府 立命館大学 F
59 鈴木 ただし すずき　ただし 京都 Tomotoshi Cycle 岸和田 M

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

77 西岡 健一 にしおか    けんいち 長野県 飯田レーシング M
79 見田 英夫 みた ひでお 愛知県 嫌われ者の会 M
80 佐藤 哲 さとう　てつ 愛知県 ＣＡＲＯ　ＳＰＯＲＴ M
81 坪井 伸夫 つぼい　のぶお 静岡県 LAKE HAMANA RC M
83 村田 孝幸 むらた　たかゆき 大阪 ベッキーシクロクロス M
84 柚木 平蔵(T ゆき　へいぞう 大阪府 ONEandONLY-CR M
87 神谷 将志 かみや まさし 京都府 デサント 野球部 M
88 梅田 弘之 うめだ　ひろゆき 愛知県 M

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

104 吉本 昭 よしもと　あきら 京都府 京都サイクルクラブ M
105 田中 紀尋 たなか　としひろ 大阪 M
111 瀬川 純(T せがわ　じゅん 滋賀県 Biwako Cycling RC M

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

90 保崎 実智子 ほざき　みちこ 京都 カシャロガールズWNT F
92 森角 春陽 もりずみ はるひ 兵庫県 神崎高校 F
93 山本 柚 やまもと　ゆう 愛媛県 松山聖陵高校 F
94 伊藤 優里 いとう ゆうり 三重県 チームみえジュニアサイクルクラブ F
95 大平 莉子 おおひら りこ 愛媛県 松山聖陵高校 F
96 辻本 真里 つじもと　まり 京都府 北稜高校 F
97 橋本 のこ はしもと のこ 愛知県 F
99 小林 りょう こばやし りょう 京都府 VC VELOCE F

101 松井 優佳 まつい ゆうか 大阪府 同志社大学 F

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

121 四宮 文世 しのみや ふみよ 京都府 M

124 安部 航 あべ　わたる 神奈川県戸塚スポーツセンター M

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

128 柚木 平蔵(R ゆき　へいぞう 大阪府 ONEandONLY-CR M

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

129 有山 怜恩 ありやま れおん 兵庫 Team ZERO UNO FRONTIER M
130 内田  樂 うちだ  がく 愛知 美山サイクリングクラブ M
133 橋本 煌之介 はしもと こうのすけ 京都府 M

500mTT  1／1
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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 sex タイム 順位

1 H 2 岩崎 礼緒(T いわさき れお 和歌山県Fortuna Tredici M

1 B 3 丹羽  優輔 にわ ゆうすけ 大阪府 大阪産業大学 M
2 H 11 三浦 翔馬 みうら しょうま 大阪府 大阪経済大学 M
2 B 16 川嶋 祐紀(T かわしま ゆうき 和歌山 Forutuna Tredici M
3 H 18 中村 弦太(T なかむら げんた 京都 M
3 B 19 中村 聡哉 なかむら そうや 大阪府 関西大学 M

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

1 H 48 間所 智幸 まどころ ともゆき 滋賀県 滋賀県庁自転車部 M

1 B 51 服部 和成 はっとり　かずなり 京都府 PRT KOSEKI M
2 H 56 山口 敦大 やまぐち　あつひろ 京都府 M
2 B 98 磯田 友賀(T いそだ　ともかず 京都府 TEAM SFIDA M
3 H 64 川島 洋 かわしま ひろし 滋賀県 ストラーダR M
3 B 73 長﨑 優祐 ながさき ゆうすけ 兵庫県 大阪経済大学 M

Ｔ１ 個人追い抜き 3km(高校生)
組 H/B № 氏名 ふりがな 府県 所属 sex タイム 順位

1 H 6 谷口 海斗 たにぐち かいと 兵庫県 神埼高校 M

1 B 17 原田 翔真 はらだ しょうま 兵庫県 神崎高校 M
2 H 20 山本 和瑳 やまもと かずさ 滋賀県 瀬田工業高校 M
2 B 24 武智 光 たけち　ひかり 愛媛県 松山東高校 M
3 H 27 宮本 幸輝 みやもと こうき 兵庫県 神崎高校 M
3 B 31 横野 甫 よこの　はじめ 大阪府 初芝富田林高等学校 M
4 H 43 四宮 寛人 しのみや ひろと 京都府 北桑田高校 M
4 B

Ｔ2 個人追い抜き 3km(高校生）
組 H/B № 氏名 ふりがな 府県 所属 sex タイム 順位

1 H 50 西川 奏 にしかわ そう 兵庫県 神崎高校 M

1 B 57 吉澤 央翔 よしざわ ひろと 兵庫県 伊丹市立伊丹高校 M
2 H 60 橋本 歩久玄 はしもと ほくげん 京都府 M
2 B

Ｔ3 個人追い抜き 3km
組 H/B № 氏名 ふりがな 府県 所属 sex タイム 順位

1 H 77 西岡 健一 にしおか    けんいち 長野県 飯田レーシング M

1 B 83 村田 孝幸 むらた　たかゆき 大阪 ベッキーシクロクロス M

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

2 H 108 小田 一仁 おだ　かずひと 愛知県 サクラマチサイクル M

4 B 109 板崎 寿一 いたざき　としかず 三重県 Aoyama Rockets RT M
4 H 110 池部 哲夫 いけべ てつお 滋賀 M
2 B

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

1 H 112 磯田 友賀(R イソダ　トモカズ 京都府 PRT KOSEKI　金生堂 M

1 B 115 岩崎 礼緒(R いわさき れお 和歌山県Fortuna Tredici M
2 H 118 川嶋 祐紀(R かわしま ゆうき 和歌山 Fortuna Tredici M
2 B 119 中村 弦太(R なかむら げんた 京都 M

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

1 H 96 辻本 真里 つじもと　まり 京都府 北稜高校 F

1 B 97 橋本 のこ はしもと のこ 愛知県 F

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

1 H 123 森 芳博 もり　よしひろ 愛知県 CARO  SPORT M

1 B 124 安部 航 あべ　わたる 神奈川県戸塚スポーツセンター M

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

1 H 132 阪口 竜弥 さかぐち　たつや 京都府 向陽サイクルスポーツ M

1 B

IP 1/1    


