
2019/6/9KTF#3NARA

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

1 田中 亮多 たなか りょうた 大阪 大阪経済大学
2 田中 昭太朗 たなか しょうたろう大阪 大阪経済大学
7 中野 雄太 なかの ゆうた 滋賀 白星サイクリングチーム
8 田中 裕也 たなか ゆうや 大阪
9 天野 颯太 あまの そうた 大阪

10 松本 貞行 まつもと さだゆき 大阪 Sakatani-Gアンカーマン

11 橋本 歩久玄 はしもと ほくげん 京都
12 中村 聡哉 なかむら そうや 大阪 関西大学体育会自転車部
13 姫野 正志 ひめの まさし 兵庫 チームゼロウノフロンティア

14 西井 優人 にしい まさと 香川 m&m cyclefactory
15 稲田 杜音 いなだ もりお 大阪 大阪経済大学
17 嶌田 吉成 しまだ よしなり 大阪 VC VELOCE PROSSIMO

18 河地 拓巳 かわち たくみ 京都 龍谷大学
20 林 竜広 はやし たつひろ 愛知 チーム・チェブロ
25 野崎 翼 のざき つばさ 大阪 大阪大学
26 佐々木 瞭 ささき りょう 大阪 大阪経済大学
27 小原 洋未 おはら ひろみ 兵庫 VC VELOCE
28 福元 啓太 ふくもと けいた 大阪 CWASPアタリマエダ
30 前田 堅一朗 まえだ けんいちろう大阪 CWASPアタリマエダ
31 大山 慶祐 おおやま けいすけ 京都 立命館大学
32 山住 虎太郎 やまずみ こたろう 兵庫 立命館大学
33 西田 優大 にしだ ゆうだい 大阪 関西大学
35 島 奨乃 しま しょうの 大阪 同志社大学
36 末廣 快理 すえひろ かいり 京都 同志社大学

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

38 藤田 高与昇 ふじた たかよし 岡山 足立レーシング
39 平尾 貴之 ひらお たかゆき 岐阜 MINOURA大垣レーシング

40 小川 遼太 おがわ りょうた 愛知
41 右代谷 淳元 うしろや あつゆき 京都 同志社大学
42 永尾 祐一郎 ながお ゆういちろう大阪
44 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

46 亀谷 宏海 かめたに ひろみ 香川 Team Re:Cycle
47 榎本 倫晃 えのもと のりあき 大阪
48 森 智大 もり ともひろ 徳島 M.i.M.
50 伊関 大智 いせき たいち 関西大学
51 大槻 誠 おおつき まこと 京都 イプ練'17
52 勝水 拓也 かつみず たくや 奈良 EURO-WORKS Racing
55 長﨑 優祐 ながさき ゆうすけ 兵庫 大阪経済大学
56 田中 紀尋 たなか としひろ 大阪
57 加藤 伸次郎 かとう しんじろう 岐阜 MINOURA大垣レーシング

60 辻田 伸之 つじた のぶゆき 三重 鷹組
62 窪田 雅行 くぼた まさゆき 岐阜 MINOURA大垣レーシング

63 池田 晃介 いけだ こうすけ 大阪 大阪経済大学
65 中村 俊介 なかむら しゅんすけ大阪 関西大学
66 山口 敦大 やまぐち あつひろ 京都

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

67 増田 樹 ますだ いつき 滋賀 関西大学体育会自転車部
68 橋本 怜也 はしもと れいや 大阪 関西大学
70 森 芳博 もり よしひろ 愛知 CARO SPORT
71 辻田 祥大 つじた しょうた 三重 海星高校
74 南 亮太 みなみ りょうた 奈良 関西大学
75 ヒロユキ ウメダヒロユキ ウメダ 愛知
76 谷澤  優貴 たにざわ  ゆうき 三重 三重大学附属中学校
77 奥井 達也 おくい たつや 滋賀 ライフレーシングクラブ
78 酒井 寛大 さかい かんだい 三重
79 竹野 迅音 たけの はやと 三重 笹川中学校
80 井上 善広 いのうえ よしひろ 広島 おのみちサイクリング協会

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

93 尾上 政宏 おのえ まさひろ 奈良 EUROｰWORKS Racing

94 得津 公義 とくつ きみよし 大阪 北摂すからと〜れ
95 新子 学 あたらし まなぶ 大阪
96 小出 浩雅 こいで ひろまさ 三重 m&m cycle factory
97 兵藤英恭 ひようどう ひでやす岐阜
98 頼近 直純 よりちか なおずみ 滋賀 Gruppo Allenamento

102 板崎 寿一 いたざき としかず 三重 Aoyama Rockets RT
103 天野 勝弘 あまの まさひろ 大阪
104 門松 克己 かどまつ  かつみ 大阪 ベロチスタ
105 鈴木 ただし すずき ただし 京都 Tomotoshi Cycle 岸和田

106 鍋山 聡 なべやま さとし 大阪 Tomotoshi Cycle 岸和田

TL　200mFTT
№ 氏名 ふりがな 所属 タイム manual 順位

82 伊藤 優里 いとう ゆうり 三重 チームみえジュニアサイクルクラブ

83 奥平 厚子 おくだいら あつこ 兵庫 Team ZERO UNO FRONTIER 

84 平岡 早紀 ひらおか さき 大阪 大阪経済大学
85 小林 りょう こばやし りょう 京都 VC VELOCE
87 竹野  百香 たけの ももか 三重 朝明高校
88 平子 結菜 ひらこ ゆうな 三重 内部中学校
89 中本 真弥 なかもと まや 大阪 mizukoshi RJP wicth 光井Japan & VC VELOCE

R1　200mFTT
№ 氏名 ふりがな 所属 タイム manual 順位
107 谷口 敦史 たにぐち あつし 兵庫
108 近藤 兼史 こんどう けんし 奈良 KTNサイクリングOH'S
109 中村 晃一 なかむら こういち 大阪 イプ練
110 山口 佳孝 やまぐち よしたか 大阪 TEAM WHITE GOLLIRA

111 足立 岳志 あだち たけし 奈良 GSJ
112 金子 隆亮 かねこ りゅうすけ 大阪 Rapha Cycling Crub
114 和田山 尚史 わだやま たかふみ 大阪 侵略！！！
116 南田 拓也 みなみだ たくや 奈良 Team まんま
118 桐野 一道 きりの かずみち 京都 ZERO

R2　200mFTT
№ 氏名 ふりがな 所属 タイム manual 順位
119 石井 晋也 いしい しんや 奈良 EURO-WORKS Racing

122 濱 湧登 ハマ ユウト 大阪 トヨタ神戸自動車大学校
123 福田 那優人 ふくだ なゆと 兵庫 トヨタ神戸自動車大学校
124 山中 集平 やまなか しゅうへい岡山 Code33
125 崔 龍 ちぇ りゅう 兵庫 トヨタ神戸自動車大学校
126 高田 謙一 たかだ けんいち 大阪
127 芥子 孝満 けし たかみつ 大阪

U15  200mFTT
№ 氏名 ふりがな 所属 タイム manual 順位
128 八村 勇聖 はちむら ゆうき 兵庫 Coraggio Kawanishi Cycling Team Jr Youth

129 上田 真太郎 うえだ しんたろう 大阪 プレザント
130 谷口 隼悟 たにぐち しゅんご 兵庫 山口中学校
131 内田  樂 うちだ  がく 愛知 美山サイクリングクラブ

U12  200mFTT
№ 氏名 ふりがな 所属 タイム manual 順位
132 中井 柚希 なかい ゆずき 大阪 Corragio Kawanishi Cyaling Team Kids

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

134 大石 哲平 おおいし てっぺい 静岡 伊豆ＣＳＣ

2／2 200FTT
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Ｔ１ ケイリン予選1組  各組１-4位は決勝、5位以下は選抜
cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 タイム 順位
１．白 5 岩崎 礼緒（Ｔ いわさき れお 和歌山ForutunaTredici
２．黒 8 田中 裕也 たなか ゆうや 大阪
３．赤 17 嶌田 吉成 しまだ よしなり 大阪 VC VELOCE PROSSIMO
４．青 20 林 竜広 はやし たつひろ 愛知 チーム・チェブロ
５．黄 24 島津 尚弥 しまづ なおや 大阪 関西大学体育会自転車部
６．白黒 27 小原 洋未 おはら ひろみ 兵庫 VC VELOCE
７．白赤 30 前田 堅一朗 まえだ けんいちろう 大阪 CWASPアタリマエダ
８．白青 34 道城 海地 どうじょう かいち 京都 同志社大学

Ｔ１ ケイリン予選2組  各組１-4位は決勝、5位以下は選抜
cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 タイム 順位
１．白 7 中野 雄太 なかの ゆうた 滋賀 白星サイクリングチーム
２．黒 14 西井 優人 にしい まさと 香川 m&m cyclefactory
３．赤 18 河地 拓巳 かわち たくみ 京都 龍谷大学
４．青 23 笹原 康彦 ささはら やすひこ 岐阜 MINOURA大垣レーシング
５．黄 25 野崎 翼 のざき つばさ 大阪 大阪大学
６．白黒 28 福元 啓太 ふくもと けいた 大阪 CWASPアタリマエダ
７．白赤 32 山住 虎太郎 やまずみ こたろう 兵庫 立命館大学
８．白青 36 末廣 快理 すえひろ かいり 京都 同志社大学

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 タイム 順位
１．白 38 藤田 高与昇 ふじた たかよし 岡山 足立レーシング
２．黒 42 永尾 祐一郎 ながお ゆういちろう 大阪
３．赤 47 榎本 倫晃 えのもと のりあき 大阪
４．青 54 今村 有亨 いまむら ありみち 京都
５．黄 59 中島 雅央 なかじま まさお 大阪 Tomotoshi cycle
６．白黒 62 窪田 雅行 くぼた まさゆき 岐阜 MINOURA大垣レーシング

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 タイム 順位
１．白 39 平尾 貴之 ひらお たかゆき 岐阜 MINOURA大垣レーシング
２．黒 45 高橋 俊一  たかはし しゅんいち 大阪 ベロチスタ
３．赤 51 大槻 誠 おおつき まこと 京都 イプ練'17
４．青 56 田中 紀尋 たなか としひろ 大阪
５．黄 60 辻田 伸之 つじた のぶゆき 三重 鷹組
６．白黒 65 中村 俊介 なかむら しゅんすけ 大阪 関西大学

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 タイム 順位
１．白 40 小川 遼太 おがわ りょうた 愛知
２．黒 46 亀谷 宏海 かめたに ひろみ 香川 Team Re:Cycle
３．赤 52 勝水 拓也 かつみず たくや 奈良 EURO-WORKS Racing
４．青 57 加藤 伸次郎 かとう しんじろう 岐阜 MINOURA大垣レーシング
５．黄 61 服部 和成 はっとり かずなり 京都 PRT KOSEKI 金生堂
６．白黒 66 山口 敦大 やまぐち あつひろ 京都
７．白赤

T3+TL 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 タイム 順位 cat

１．白 69 平尾 浩一 ひらお こういち 兵庫 662CCC
２．黒 72 水野 陽介 みずの ようすけ 愛知
３．赤 76 谷澤  優貴 たにざわ  ゆうき 三重 三重大学附属中学校
４．青 80 井上 善広 いのうえ よしひろ 広島 おのみちサイクリング協会
５．黄 83 奥平 厚子 おくだいら あつこ 兵庫 Team ZERO UNO FRONTIER TL

６．白黒 87 竹野  百香 たけの ももか 三重 朝明高校 TL

７．白赤 90 松井 優佳 まつい ゆうか 大阪 同志社大学 TL

T3+TL 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 タイム 順位 cat

１．白 70 森 芳博 もり よしひろ 愛知 CARO SPORT
２．黒 73 仲道 裕彦 なかみち やすひこ 大阪
３．赤 78 酒井 寛大 さかい かんだい 三重
４．青 81 平尾 愛菜 ひらお あいな 岐阜 MINOURA大垣レーシング TL

５．黄 85 小林 りょう こばやし りょう 京都 VC VELOCE TL

６．白黒 88 平子 結菜 ひらこ ゆうな 三重 内部中学校 TL

７．白赤

1／2 KEIRIN
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T3+TL 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 タイム 順位 cat

１．白 71 辻田 祥大 つじた しょうた 三重 海星高校
２．黒 75 ヒロユキ ウメダ ヒロユキ ウメダ 愛知
３．赤 79 竹野 迅音 たけの はやと 三重 笹川中学校
４．青 82 伊藤 優里 いとう ゆうり 三重 チームみえジュニアサイクルクラブ TL

５．黄 86 寸田 桜 すんだ さくら 京都 立命館大学 TL

６．白黒 89 中本 真弥 なかもと まや 大阪 mizukoshi RJP wicth 光井Japan & VC VELOCE TL

７．白赤

ＴM ケイリン予選１組  各組１-４位は決勝、５位以下は選抜
cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 タイム 順位 cat

１．白 91 味村 大 みむら ひろし 和歌山北摂すからと〜れ
２．黒 93 尾上 政宏 おのえ まさひろ 奈良 EUROｰWORKS Racing
３．赤 95 新子 学 あたらし まなぶ 大阪
４．青 97 兵藤英恭 ひようどう ひでやす 岐阜
５．黄 99 中村 一馬 なかむら かずま 京都 Team まんま
６．白黒 101 石津 佳也 いしづ よしなり 奈良 Team まんま
７．白赤 103 天野 勝弘 あまの まさひろ 大阪
8．白青 105 鈴木 ただし すずき ただし 京都 Tomotoshi Cycle 岸和田

ＴM ケイリン予選２組  各組１-４位は決勝、５位以下は選抜
cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 タイム 順位 cat

１．白 92 那谷 典史 なた よしふみ 京都 CS YAMADA
２．黒 94 得津 公義 とくつ きみよし 大阪 北摂すからと〜れ
３．赤 96 小出 浩雅 こいで ひろまさ 三重 m&m cycle factory
４．青 98 頼近 直純 よりちか なおずみ 滋賀 Gruppo Allenamento
５．黄 100 辻 康成 つじ  やすなり 兵庫 NASU FAN CLUB
６．白黒 102 板崎 寿一 いたざき としかず 三重 Aoyama Rockets RT
７．白赤 104 門松 克己 かどまつ  かつみ 大阪 ベロチスタ
8．白青

Ｒ１ 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 cat

１．白 107 谷口 敦史 たにぐち あつし 兵庫
２．黒 110 山口 佳孝 やまぐち よしたか 大阪 TEAM WHITE GOLLIRA
３．赤 112 金子 隆亮 かねこ りゅうすけ 大阪 Rapha Cycling Crub
４．青 114 和田山 尚史 わだやま たかふみ 大阪 侵略！！！
５．黄 116 南田 拓也 みなみだ たくや 奈良 Team まんま

Ｒ１ 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 cat

１．白 109 中村 晃一 なかむら こういち 大阪 イプ練
２．黒 111 足立 岳志 あだち たけし 奈良 GSJ
３．赤 113 後藤  東洋士 ごとう ひろし 大阪 ネクストリーム・うどん虹や
４．青 115 小西 竜也 こにし たつや 滋賀 ライフレーシングクラブ
５．黄 117 岩崎 礼緒（R いわさき れお 和歌山ForutunaTredici

Ｒ２＋Ｕ１５＋Ｕ１２ 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 cat

１．白 119 石井 晋也 いしい しんや 奈良 EURO-WORKS Racing
２．黒 125 崔 龍 ちぇ りゅう 兵庫 トヨタ神戸自動車大学校
３．赤 127 芥子 孝満 けし たかみつ 大阪
４．青 129 上田 真太郎 うえだ しんたろう 大阪 プレザント U15

５．黄 133 有山 怜恩 ありやま れおん 兵庫 Team ZERO UNO FRONTIER U12

Ｒ２＋Ｕ１５＋Ｕ１２ 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 cat

１．白 124 山中 集平 やまなか しゅうへい 岡山 Code33
２．黒 126 高田 謙一 たかだ けんいち 大阪
３．赤 128 八村 勇聖 はちむら ゆうき 兵庫 Coraggio Kawanishi Cycling Team Jr Youth U15

４．青 131 内田  樂 うちだ  がく 愛知 美山サイクリングクラブ U15

５．黄 134 大石 哲平 おおいし てっぺい 静岡 伊豆ＣＳＣ U12

2／2 KEIRIN



2019/6/9KTF#3NARA

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
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 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 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 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 タイム 順位
１．白
２．黒
３．赤
４．青
５．黄
６．白黒

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
２．黒
３．赤
４．青
５．黄
６．白黒

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
２．黒
３．赤
４．青
５．黄
６．白黒

1／2 KEIRIN
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Ｔ３＋TLケイリン特選
cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 タイム 順位
１．白
２．黒
３．赤
４．青
５．黄
６．白黒

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
２．黒
３．赤
４．青
５．黄
６．白黒
７．白赤
８．白青

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
２．黒
３．赤
４．青
５．黄
６．白黒
７．白赤
８．白青

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
２．黒
３．赤
４．青
５．黄
６．白黒

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

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
２．黒
３．赤
４．青
５．黄
６．白黒

R2＋U15＋U12ケイリン選抜
cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 タイム 順位
１．白
２．黒
３．赤
４．青
５．黄
６．白黒

2／2 KEIRIN
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T1　SCRATCH 8km

cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 タイム 順位

１．白 4 山内 渓太 やまうち けいた 愛知 中京大学
２．黒 5 岩崎 礼緒（Ｔいわさき れお 和歌山 ForutunaTredici
３．赤 7 中野 雄太 なかの ゆうた 滋賀 白星サイクリングチーム
４．青 9 天野 颯太 あまの そうた 大阪
５．黄 10 松本 貞行 まつもと さだゆき 大阪 Sakatani-Gアンカーマン
６．白黒 12 中村 聡哉 なかむら そうや 大阪 関西大学体育会自転車部
７．白赤 18 河地 拓巳 かわち たくみ 京都 龍谷大学
８．白青 19 田中 肇 たなか はじめ 愛知 中京大学
９．赤青 21 宮崎 善彦 みやざき  よしひこ 大阪 ナカガワ
10.黒黄 22 弥村 皆斗 やむら みなと 京都 立命館大学
11.黒赤 25 野崎 翼 のざき つばさ 大阪 大阪大学
12.黒青 27 小原 洋未 おはら ひろみ 兵庫 VC VELOCE
13.白黄 31 大山 慶祐 おおやま けいすけ 京都 立命館大学
14.赤黄 34 道城 海地 どうじょう かいち 京都 同志社大学
15.青黄 36 末廣 快理 すえひろ かいり 京都 同志社大学

T2　SCRATCH 8km

cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 タイム 順位

１．白 38 藤田 高与昇 ふじた たかよし 岡山 足立レーシング
２．黒 39 平尾 貴之 ひらお たかゆき 岐阜 MINOURA大垣レーシング
３．赤 43 土田 誠二 つちだ せいじ 大阪 つうばいつう
４．青 44 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

５．黄 48 森 智大 もり ともひろ 徳島 M.i.M.
６．白黒 49 畠 晃輝 はた こうき 兵庫 トヨタ神戸自動車大学校
７．白赤 50 伊関 大智 いせき たいち 関西大学
８．白青 51 大槻 誠 おおつき まこと 京都 イプ練'17
９．赤青 52 勝水 拓也 かつみず たくや 奈良 EURO-WORKS Racing
10.黒黄 53 小田 一仁 おだ かずひと 愛知 サクラマチサイクル
11.黒赤 58 田口 純也 たぐち じゅんや 兵庫 662CCC
12.黒青 61 服部 和成 はっとり かずなり 京都 PRT KOSEKI 金生堂
13.白黄 64 滝川 圭太郎 たきがわ けいたろう 兵庫 大阪経済大学
14.赤黄 65 中村 俊介 なかむら しゅんすけ 大阪 関西大学
15.青黄

TL+T3 SCRATCＨ 4km

cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 タイム 順位 cat

１．白 69 平尾 浩一 ひらお こういち 兵庫 662CCC T3
２．黒 72 水野 陽介 みずの ようすけ 愛知 T3
３．赤 73 仲道 裕彦 なかみち やすひこ 大阪 T3
４．青 77 奥井 達也 おくい たつや 滋賀 ライフレーシングクラブ T3
５．黄 81 平尾 愛菜 ひらお あいな 岐阜 MINOURA大垣レーシング TL
６．白黒 83 奥平 厚子 おくだいら あつこ 兵庫 Team ZERO UNO FRONTIER TL
７．白赤 85 小林 りょう こばやし りょう 京都 VC VELOCE TL
８．白青 86 寸田 桜 すんだ さくら 京都 立命館大学 TL
９．赤青 88 平子 結菜 ひらこ ゆうな 三重 内部中学校 TL
10.黒黄

TM SCRATCＨ 4km

cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 タイム 順位 cat

１．白 91 味村 大 みむら ひろし 和歌山 北摂すからと〜れ
２．黒 94 得津 公義 とくつ きみよし 大阪 北摂すからと〜れ
３．赤 96 小出 浩雅 こいで ひろまさ 三重 m&m cycle factory
４．青 98 頼近 直純 よりちか なおずみ 滋賀 Gruppo Allenamento
５．黄 99 中村 一馬 なかむら かずま 京都 Team まんま
６．白黒 100 辻 康成 つじ  やすなり 兵庫 NASU FAN CLUB
７．白赤 101 石津 佳也 いしづ よしなり 奈良 Team まんま
８．白青 10 松本 貞行 まつもと さだゆき 大阪 Sakatani-Gアンカーマン
９．赤青 104 門松 克己 かどまつ  かつみ 大阪 ベロチスタ
10.黒黄

1／2 scratch
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R1 SCRATCＨ 4km

cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 タイム 順位

１．白 107 谷口 敦史 たにぐち あつし 兵庫
２．黒 109 中村 晃一 なかむら こういち 大阪 イプ練
３．赤 112 金子 隆亮 かねこ りゅうすけ 大阪 Rapha Cycling Crub
４．青 113 後藤  東洋士 ごとう ひろし 大阪 ネクストリーム・うどん虹や
５．黄 114 和田山 尚史 わだやま たかふみ 大阪 侵略！！！
６．白黒 115 小西 竜也 こにし たつや 滋賀 ライフレーシングクラブ
７．白赤 117 岩崎 礼緒（Rいわさき れお 和歌山 ForutunaTredici
８．白青 118 桐野 一道 きりの かずみち 京都 ZERO
９．赤青

R2+U15  SCRATCＨ 2km

cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 タイム 順位

１．白 119 石井 晋也 いしい しんや 奈良 EURO-WORKS Racing R2
２．黒 124 山中 集平 やまなか しゅうへい 岡山 Code33 R2
３．赤 126 高田 謙一 たかだ けんいち 大阪 R2
４．青 128 八村 勇聖 はちむら ゆうき 兵庫 Coraggio Kawanishi Cycling Team Jr Youth U15

５．黄 129 上田 真太郎 うえだ しんたろう 大阪 プレザント U15

６．白黒 131 内田  樂 うちだ  がく 愛知 美山サイクリングクラブ U15

７．白赤 132 中井 柚希 なかい ゆずき 大阪 Corragio Kawanishi Cyaling Team Kids U12

８．白青 133 有山 怜恩 ありやま れおん 兵庫 Team ZERO UNO FRONTIER U12

９．赤青 134 大石 哲平 おおいし てっぺい 静岡 伊豆ＣＳＣ U12

2／2 scratch
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T１　１ｋｍ
H/B № 氏名 ふりがな 府県 所属 手動タイム 電気タイム 順位

1 田中 亮多 たなか りょうた 大阪 大阪経済大学
2 田中 昭太朗 たなか しょうたろう 大阪 大阪経済大学
3 三浦 翔馬 みうら しょうま 大阪 大阪経済大学
4 山内 渓太 やまうち けいた 愛知 中京大学
8 田中 裕也 たなか ゆうや 大阪

10 松本 貞行 まつもと さだゆき 大阪 Sakatani-Gアンカーマン
11 橋本 歩久玄 はしもと ほくげん 京都
13 姫野 正志 ひめの まさし 兵庫 チームゼロウノフロンティア

14 西井 優人 にしい まさと 香川 m&m cyclefactory
15 稲田 杜音 いなだ もりお 大阪 大阪経済大学
16 真部 拓海 まなべたくみ 大阪 大阪経済大学
17 嶌田 吉成 しまだ よしなり 大阪 VC VELOCE PROSSIMO

18 河地 拓巳 かわち たくみ 京都 龍谷大学
19 田中 肇 たなか はじめ 愛知 中京大学
20 林 竜広 はやし たつひろ 愛知 チーム・チェブロ
25 野崎 翼 のざき つばさ 大阪 大阪大学
26 佐々木 瞭 ささき りょう 大阪 大阪経済大学
28 福元 啓太 ふくもと けいた 大阪 CWASPアタリマエダ
30 前田 堅一朗 まえだ けんいちろう 大阪 CWASPアタリマエダ
32 山住 虎太郎 やまずみ こたろう 兵庫 立命館大学
33 西田 優大 にしだ ゆうだい 大阪 関西大学
35 島 奨乃 しま しょうの 大阪 同志社大学
36 末廣 快理 すえひろ かいり 京都 同志社大学

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

37 宇野 剛史 うの つよし 大阪 VC VELOCE PROSSIMO

41 右代谷 淳元 うしろや あつゆき 京都 同志社大学
42 永尾 祐一郎 ながお ゆういちろう 大阪
44 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

46 亀谷 宏海 かめたに ひろみ 香川 Team Re:Cycle
47 榎本 倫晃 えのもと のりあき 大阪
48 森 智大 もり ともひろ 徳島 M.i.M.
49 畠 晃輝 はた こうき 兵庫 トヨタ神戸自動車大学校
50 伊関 大智 いせき たいち 関西大学
51 大槻 誠 おおつき まこと 京都 イプ練'17
52 勝水 拓也 かつみず たくや 奈良 EURO-WORKS Racing
53 小田 一仁 おだ かずひと 愛知 サクラマチサイクル
55 長﨑 優祐 ながさき ゆうすけ 兵庫 大阪経済大学
56 田中 紀尋 たなか としひろ 大阪
57 加藤 伸次郎 かとう しんじろう 岐阜 MINOURA大垣レーシング
59 中島 雅央 なかじま まさお 大阪 Tomotoshi cycle
62 窪田 雅行 くぼた まさゆき 岐阜 MINOURA大垣レーシング
63 池田 晃介 いけだ こうすけ 大阪 大阪経済大学
64 滝川 圭太郎 たきがわ けいたろう 兵庫 大阪経済大学
66 山口 敦大 やまぐち あつひろ 京都

Ｒ１
H/B № 氏名 ふりがな 所属 手動タイム 電気タイム 順位

108 近藤 兼史 こんどう けんし 奈良 KTNサイクリングOH'S
109 中村 晃一 なかむら こういち 大阪 イプ練
110 山口 佳孝 やまぐち よしたか 大阪 TEAM WHITE GOLLIRA
111 足立 岳志 あだち たけし 奈良 GSJ
112 金子 隆亮 かねこ りゅうすけ 大阪 Rapha Cycling Crub
114 和田山 尚史 わだやま たかふみ 大阪 侵略！！！
115 小西 竜也 こにし たつや 滋賀 ライフレーシングクラブ
116 南田 拓也 みなみだ たくや 奈良 Team まんま
118 桐野 一道 きりの かずみち 京都 ZERO

1／2 1kmTT
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T3(OPEN)
H/B № 氏名 ふりがな 所属 手動タイム 電気タイム 順位

67 増田 樹 ますだ いつき 滋賀 関西大学体育会自転車部
68 橋本 怜也 はしもと れいや 大阪 関西大学
71 辻田 祥大 つじた しょうた 三重 海星高校
74 南 亮太 みなみ りょうた 奈良 関西大学
76 谷澤  優貴 たにざわ  ゆうき 三重 三重大学附属中学校
77 奥井 達也 おくい たつや 滋賀 ライフレーシングクラブ

TM(OPEN)
H/B № 氏名 ふりがな 所属 手動タイム 電気タイム 順位

92 那谷 典史 なた よしふみ 京都 CS YAMADA
93 尾上 政宏 おのえ まさひろ 奈良 EUROｰWORKS Racing
97 兵藤英恭 ひようどう ひでやす 岐阜

102 板崎 寿一 いたざき としかず 三重 Aoyama Rockets RT

Ｒ２(OPEN)
H/B № 氏名 ふりがな 所属 手動タイム 電気タイム 順位

120 山内 渉 やまうち わたる 愛知 名古屋高校自転車競技部

121 岡崎 庸祐 おかざき ようすけ 和歌山

122 濱 湧登 ハマ ユウト 大阪 トヨタ神戸自動車大学校

123 福田 那優人 ふくだ なゆと 兵庫 トヨタ神戸自動車大学校

124 山中 集平 やまなか しゅうへい 岡山 Code33

U15(OPEN)
H/B № 氏名 ふりがな 所属 手動タイム 電気タイム 順位

128 八村 勇聖 はちむら ゆうき 兵庫 Coraggio Kawanishi Cycling Team Jr Youth

129 上田 真太郎 うえだ しんたろう 大阪 プレザント
130 谷口 隼悟 たにぐち しゅんご 兵庫 山口中学校
131 内田  樂 うちだ  がく 愛知 美山サイクリングクラブ

2／2 1kmTT
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T１500m(OPEN)
H/B № 氏名 ふりがな 府県 所属 手動タイム 電気タイム 順位

23 笹原 康彦 ささはら やすひこ 岐阜 MINOURA大垣レーシング

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

70 森 芳博 もり よしひろ 愛知 CARO SPORT
72 水野 陽介 みずの ようすけ 愛知
73 仲道 裕彦 なかみち やすひこ 大阪
75 ヒロユキ ウメダ ヒロユキ ウメダ 愛知
78 酒井 寛大 さかい かんだい 三重
79 竹野 迅音 たけの はやと 三重 笹川中学校
80 井上 善広 いのうえ よしひろ 広島 おのみちサイクリング協会

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

95 新子 学 あたらし まなぶ 大阪
98 頼近 直純 よりちか なおずみ 滋賀 Gruppo Allenamento

101 石津 佳也 いしづ よしなり 奈良 Team まんま
105 鈴木 ただし すずき ただし 京都 Tomotoshi Cycle 岸和田
106 鍋山 聡 なべやま さとし 大阪 Tomotoshi Cycle 岸和田

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

82 伊藤 優里 いとう ゆうり 三重 チームみえジュニアサイクルクラブ

83 奥平 厚子 おくだいら あつこ 兵庫 Team ZERO UNO FRONTIER 

84 平岡 早紀 ひらおか さき 大阪 大阪経済大学
85 小林 りょう こばやし りょう 京都 VC VELOCE
86 寸田 桜 すんだ さくら 京都 立命館大学
87 竹野  百香 たけの ももか 三重 朝明高校
88 平子 結菜 ひらこ ゆうな 三重 内部中学校
89 中本 真弥 なかもと まや 大阪 mizukoshi RJP wicth 光井Japan & VC VELOCE

90 松井 優佳 まつい ゆうか 大阪 同志社大学

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

119 石井 晋也 いしい しんや 奈良 EURO-WORKS Racing

126 高田 謙一 たかだ けんいち 大阪

127 芥子 孝満 けし たかみつ 大阪

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

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

132 中井 柚希 なかい ゆずき 大阪 Corragio Kawanishi Cyaling Team Kids

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

134 大石 哲平 おおいし てっぺい 静岡 伊豆ＣＳＣ

1／1 500mTT
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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 4 山内 渓太 やまうち けいた 愛知 中京大学

２．黒 5 岩崎 礼緒（Ｔ いわさき れお 和歌山 ForutunaTredici

３．赤 6 堀川 滉太 ほりかわ こうた 大阪 立命館大学

４．青 9 天野 颯太 あまの そうた 大阪

５．黄 21 宮崎 善彦 みやざき  よしひこ大阪 ナカガワ

６．白黒 24 島津 尚弥 しまづ なおや 大阪 関西大学体育会自転車部

７．白赤 28 福元 啓太 ふくもと けいた 大阪 CWASPアタリマエダ

８．白青 29 嶋田 祥 しまだ しょう 京都 立命館大学

９．赤青 31 大山 慶祐 おおやま けいすけ京都 立命館大学

10.黒黄 32 山住 虎太郎 やまずみ こたろう兵庫 立命館大学

11.黒赤 36 末廣 快理 すえひろ かいり 京都 同志社大学

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 43 土田 誠二 つちだ せいじ 大阪 つうばいつう

２．黒 44 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

３．赤 46 亀谷 宏海 かめたに ひろみ 香川 Team Re:Cycle

４．青 51 大槻 誠 おおつき まこと 京都 イプ練'17

５．黄 53 小田 一仁 おだ かずひと 愛知 サクラマチサイクル

６．白黒 54 今村 有亨 いまむら ありみち京都

７．白赤 58 田口 純也 たぐち じゅんや 兵庫 662CCC

８．白青 59 中島 雅央 なかじま まさお 大阪 Tomotoshi cycle

９．赤青 61 服部 和成 はっとり かずなり京都 PRT KOSEKI 金生堂

10.黒黄 #N/A #N/A #N/A #N/A

TM+T3+TL 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 77 奥井 達也 おくい たつや 滋賀 ライフレーシングクラブ

２．黒 83 奥平 厚子 おくだいら あつこ兵庫 Team ZERO UNO FRONTIER 

３．赤 84 平岡 早紀 ひらおか さき 大阪 大阪経済大学

４．青 91 味村 大 みむら ひろし 和歌山 北摂すからと〜れ

５．黄 97 兵藤英恭 ひようどう ひでやす岐阜

６．白黒 98 頼近 直純 よりちか なおずみ滋賀 Gruppo Allenamento

７．白赤 99 中村 一馬 なかむら かずま 京都 Team まんま

８．白青 100 辻 康成 つじ  やすなり 兵庫 NASU FAN CLUB

９．赤青 106 鍋山 聡 なべやま さとし 大阪 Tomotoshi Cycle 岸和田

10.黒黄 #N/A #N/A #N/A #N/A

1／2 ELIMINATION
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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 107 谷口 敦史 たにぐち あつし 兵庫

２．黒 109 中村 晃一 なかむら こういち大阪 イプ練

３．赤 110 山口 佳孝 やまぐち よしたか大阪 TEAM WHITE GOLLIRA

４．青 111 足立 岳志 あだち たけし 奈良 GSJ

５．黄 112 金子 隆亮 かねこ りゅうすけ大阪 Rapha Cycling Crub

６．白黒 114 和田山 尚史 わだやま たかふみ大阪 侵略！！！

７．白赤 115 小西 竜也 こにし たつや 滋賀 ライフレーシングクラブ

８．白青 117 岩崎 礼緒（R いわさき れお 和歌山 ForutunaTredici

９．赤青 118 桐野 一道 きりの かずみち 京都 ZERO

Ｒ２+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 119 石井 晋也 いしい しんや 奈良 EURO-WORKS Racing

２．黒 124 山中 集平 やまなか しゅうへい岡山 Code33

３．赤 127 芥子 孝満 けし たかみつ 大阪

４．青 128 八村 勇聖 はちむら ゆうき 兵庫 Coraggio Kawanishi Cycling Team Jr Youth

2／2 ELIMINATION


