
2020#4Mukoタイムスケジュール

Ⅰ 受 付 7:15:00 ～

Ⅱ 試 走 7:00～7:40(トラック)、7:40～8:00(ロード)、その後トラック～8:20まで 7:00:00 ～ 8:20:00

Ⅳ 競 技 人数/組数

１． FTT 決 勝 117人 8:30:00 ～ 10:13:21

２． スクラッチ予選 T1だけ 予 選 2組 10:13:21 ～ 10:29:21

３． TT（1km：80名　500m：32名） 決 勝 112人 10:29:21 ～ 12:40:01

４． 昼休み 12:40:01 ～ 13:00:01

５． スクラッチ 決 勝 6組 13:00:01 ～ 13:48:01

６． ケイリン 予 選 13組 13:48:01 ～ 15:06:01

７． エリミネーション 決 勝 4組 15:06:01 ～ 15:54:01

８． ケイリン 決 勝 6組 15:54:01 ～ 16:30:01

９． 団体種目 決 勝 2組 16:30:01 ～ 16:42:01

競技役員
1 中本彰 MC
2 藤野 直美 アッシャー
3 北山 一樹 アッシャー
4 矢野一恵 受付
5 矢野淳 救護／ホルダー
6 吉田　聰子 計時
7 足立 格 計時
8 竹辻伸浩 計時
9 上田　順子 計時

10 夛田ゆかり 計時
11 上田尚徳 スターター
12 熊本彰廣 セクレタリ／計時

13 波多野正大 総務／ホルダー
14 山岸正教 チーフコミッセール

15 岩崎滋文 電気計時／PA
16 若林信 ホルダー／計時
17 駒崎久美子 ラップ、ベル
18 本郷充 ラップ、ベル

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

1 島 奨乃 しま　しょうの 大阪 M

2 四宮 寛人 しのみや　ひろと 京都 M

3 北嶋 桂大 きたしま けいた 富山 氷見高校 M

4 西澤優聖 にしざわ　まさと 岐阜 岐阜第一高校 M

5 武智 光 たけち　ひかり 愛媛 愛媛大学 M

6 前田 堅一朗 まえだ　けんいちろ大阪 CWASPアタリマエダ M

7 奥村 彩人 おくむら あやと 広島 崇徳高校 M

8 佐野 陽三 欠場 富山 北陸ドロタボウ M

9 末廣 快理 欠場 京都 M

11 森口 寛己 もりぐち　ひろき 和歌山 jin cycling  team M

12 小松 定俊 こまつ　さだとし 愛知 M

14 常次勇人 つねつぐはやと 大阪 M

16 小野 豪太 おの ごうた 岐阜 M

17 中川 由人 なかがわ　ゆうと 神奈川Hincapie LEOMO Bellmare Racing Team M

19 沖本 拓己 おきもと　たくみ 奈良 興國高校 M

20 佐々木 瞭 欠場 大阪 大阪経済大学 M

22 柴田 湧斗 しばた　ゆうと 愛媛 愛媛県立松山工業高等学校 M

23 後藤 ゴウ ごとう　ごう 静岡 静岡北高校 M

24 二階堂 尚志 にかいどう　たかし大阪 VC VELOCE M

25 中川 拳 なかがわ　けん 愛知 愛三工業レーシングチーム M

27 篠原 徹 欠場 東京 M

28 高橋 健一 欠場 滋賀 TEAM K-CRIT CIRCLE M

30 田中 裕也 たなか ひろや 大阪 M

31 小原 洋未 おはら　ひろみ 兵庫 VC VELOCE M

33 山田 勝一 やまだ しょういち 大阪 堺市立堺高校 M

34 河地 拓巳 かわち　たくみ 京都 M

35 西澤 正人 にしざわ　まさと 広島 チームサイクルプラス M

36 藤本 天 ふじもと　てん 大阪 興國高校 M

37 早川 朋宏 はやかわ　ともひろ愛知 M

38 纐纈 壮太郎 こうけつ　そうたろ岐阜 Rapha Cycling Club M

40 高木 英行 たかぎ　ひでゆき 京都 John Deere Cycling Team NWVG M

42 矢萩 悠也 やはぎ ゆうや 大阪 大阪産業大学附属高校 M

43 菅原 友幹 すがわら　ゆうき 大阪 シマノドリンキング M

45 恩田 莉玖 おんだりく 岐阜 岐阜第一高校 M

47 梅澤 幹太 うめざわ　かんた 愛媛 松山工業高校 M

48 辻 晴貴 つじ　はるき 岐阜 岐阜第一高校 M

51 林 遼大 はやし　りょうた 愛知 岐阜第一高校 M

52 中野 雄太 なかの　ゆうた 滋賀 PRT KOSEKI 金生堂 M

53 井上 凌玖 いのうえ　りく 岐阜 岐阜第一高校 M

54 平尾 貴之 ひらお　たかゆき 岐阜 MINOURA大垣レーシング M

56 所司 純一 しょし　じゅんいち京都 モジュマエリアゼロナナゴ M

57 岩井 芯 いわい しん 岐阜 岐阜第一高校 M

58 田中 龍太朗 たなか　りゅうたろ京都 モジュマエリアゼロナナゴ M

59 中川  颯 なかがわ  はやと 岐阜 岐阜第一高校 M

200FTT 1／3
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T２　２００ｍFTT
№ 氏名 ふりがな area 所属 タイム manual 順位

61 天野 勇輝 あまの ゆうき 京都 鴨沂高校 M

63 山岸 正汰 やまぎし しょうた 京都 向陽高校 M

64 新井 秀人 欠場 兵庫 RCC M

65 岡本 智哉 おかもと ともや 京都 北桑田高校 M

66 酒井 章剛 さかい　しょうごう岐阜 岐阜第一高校 M

67 長谷川 拓海 はせがわ　たくみ 京都 鴨沂高校 M

71 今村 有亨 いまむら　ありみち京都 PRT KOSEKI 金生堂 M

72 小西 竜也(T こにし　たつや 滋賀 M

73 橋本 修平 はしもと しゅうへい兵庫 LEFT RACINGTEAM M

74 秋本 光隆 あきもと みつたか 愛知 BUCYOCOFFEE/CLT M

76 山口 敦大 やまぐち　あつひろ京都 M

77 谷澤  優貴 たにざわ  ゆうき 三重 M

78 深谷 豪汰 ふかや　ごうた 愛知 岐阜第一高校 M

79 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

81 吉田 健一 よしだ　けんいち 岐阜 大垣ピストンズ M

82 谷口 敦史(T たにぐち　あつし 兵庫 M

83 小川 遼太 おがわ　りょうた 愛知 M

88 勝水 拓也 かつみず　たくや 奈良 EURO-WORKS Racing M

89 神谷 将志 かみや まさし 京都 デサント野球部 M

91 根田 裕司 ねだ　ゆうじ 大阪 ネクストリームうどん虹や M

92 原 直人 はら　なお 滋賀 山口県自転車競技連盟・GRP M

93 樋口 功治 ひぐち こうじ 岐阜 DESTRA M

94 近藤 靖矩 こんどう　やすのり京都 M

96 初川 弘浩 はつかわ こうひろ 愛知 DADDY M

97 戎谷 嶺央 えびすたに ねお 大阪 堺高校 M

98 笹井 秀治 ささい ひではる 京都 masahikomifune.com M

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

101 田中 紀尋 欠場 大阪 TEAM AXIS M

102 長谷 直人 はせ　なおと 岐阜 M

103 板崎 寿一 欠場 三重 Aoyama　Rockets　RT M

104 廣瀬 公智 ひろせ　こうじ 岐阜 大垣ピストンズ M

106 藤田 季之 ふじた　としゆき 大阪 Tomotoshi Cycle 岸和田 M

107 小出 浩雅 欠場 三重 m&m cycle factory M

108 長瀬悦也 ながせ　えつや 岐阜 中部チェブロ M

109 橋爪 理浩 欠場 兵庫 M

111 梅田弘之 うめだ ひろゆき 愛知 M

112 鈴木 ただし すずき ただし 京都 Tomotoshi Cycle 岸和田 M

113 瀬川 純 せがわ　じゅん 滋賀 Biwako Cycling RC M

114 岡田 隆一 おかだ　りゅういち愛知 M

115 吉本 昭 よしもと　あきら 京都 M

116 伊藤 琢磨 いとう　たくま 三重 m&m cycle factory M

118 深谷 幸彦 ふかや　ゆきひこ 愛知 M

119 福中 健二 ふくなか　けんじ 兵庫 M

120 出羽 敬人 欠場 愛知 チーム36隊 M

121 廣井 浩一 ひろい こういち 岐阜 caro sport M

122 中浴 行雄 なかさこ　ゆきお 奈良 スーパーげんきレーシング M

123 永田 弘行 ながた　ひろゆき 千葉 M

124 小林 正樹 こばやし　まさき 三重 エストスポーツ M

164 安東 秀倫 あんどう ひでみち 岡山県 チーム岡山 M

200FTT 2／3
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T3　200mFTT
№ 氏名 ふりがな area 所属 タイム manual 順位

127 新井 宏昭 欠場 和歌山 LEVANT RACING M

128 奥井 達也 おくい　たつや 滋賀 京都向陽サイクルスポーツクラブ M

130 谷口 隼悟 たにぐち　しゅんご兵庫 山口中学校 M

131 上田 真太郎 うえだ　しんたろう大阪 プレザント M

132 松木 健治 欠場 京都 VC VELOCE M

133 山口 世奈 やまぐち　せな 滋賀 White Jack M

134 武西 憲進 たけにし　けんしん愛媛 エキップｕレーシング M

135 内田  樂 うちだ  がく 愛知 京都向陽サイクルスポーツクラブ M

136 小林 謙斗 こばやし　けんと 三重 チームみえジュニア M

163 川崎 正志 かわさきまさし 奈良県 M

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

137 大野 風貴芽 欠場 愛知 岐阜第一高校 F

138 宇野 紅音 うの あかね 岐阜 岐阜第一高校 F

140 辻本 真里 つじもと まり 京都 北稜高校 F

141 矢野 智子 やの ともこ 京都 モジュマエリアゼロナナゴ F

143 辻本 真希 つじもと まき 京都 北稜高校 F

144 橋本 のこ はしもと のこ 愛知 向陽サイクルスポーツクラブ F

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

147 清水 勝也 しみず　かつや 滋賀 大垣ピストンズ M

149 岡田 宝 おかだ たから 兵庫 Le lien de Shiga M

153 川崎 嘉久 かわさき　よしひさ岐阜 Nerebani M

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

154 土屋 智昭 つちや　ともあき 愛知 M

155 藤井 倫洋 ふじい　ともひろ 京都 モジュマエリアゼロナナゴ M

156 藤井 亜紀子 ふじい　あきこ 京都 チームポッポ F

U15  200mFTT
№ 氏名 ふりがな area 所属 タイム manual 順位
157 倉谷 侠俐 くらたに　かいり愛知 M

U12  200mFTT
№ 氏名 ふりがな area 所属 タイム manual 順位
158 倉谷 希輝 くらたに　きら 愛知 M

200FTT 3／3
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T1　SCRATCH 予選1組 8km

cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 sex タイム 順位

１．白 2 四宮 寛人 しのみや　ひろと 京都 M

２．黒 4 西澤優聖 にしざわ　まさと 岐阜 岐阜第一高校 M
３．赤 9 末廣 快理 欠場 京都 M
４．青 11 森口 寛己 もりぐち　ひろき 和歌山 jin cycling  team M
５．黄 15 四宮 哲郎 しのみや てつろう 京都 M
６．白黒 17 中川 由人 なかがわ　ゆうと 神奈川 Hincapie LEOMO Bellmare Racing Team M
７．白赤 19 沖本 拓己 おきもと　たくみ 奈良 興國高校 M
８．白青 22 柴田 湧斗 しばた　ゆうと 愛媛 愛媛県立松山工業高等学校 M
９．赤青 24 二階堂 尚志 にかいどう　たかし 大阪 VC VELOCE M
10.黒黄 27 篠原 徹 欠場 東京 M
11.黒赤 29 山田 潤 やまだ　じゅん 静岡 静岡北高校 M
12.黒青 32 西谷泰治 にしたにたいじ 愛知 愛三サポーターズ M
13.白黄 37 早川 朋宏 はやかわ　ともひろ 愛知 M
14.赤黄 39 西川 奏 ニシカワ　ソウ 兵庫 神崎高校 M
15.青黄 41 松村 光浩 まつむら　みつひろ 岐阜 岐阜第一高校（教） M
16.緑 46 井関 太一 いせき　たいち 滋賀 LEADER BIKES JAPAN M
17.緑白 49 中山 和輝 なかやま かずき 京都 M
18.緑黒 52 中野 雄太 なかの　ゆうた 滋賀 PRT KOSEKI 金生堂 M
19.緑赤 55 藤田 耕志(T 欠場 兵庫 VC VELOCE M
20.緑青 59 中川  颯 なかがわ  はやと 岐阜 岐阜第一高校 M

T1　SCRATCH 予選2組 8km

cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 sex タイム 順位

１．白 3 北嶋 桂大 きたしま けいた 富山 氷見高校 M

２．黒 5 武智 光 たけち　ひかり 愛媛 愛媛大学 M
３．赤 10 吉田 圭吾 よしだ　けいご 京都 M
４．青 13 原田 伽以 はらだ　かい 兵庫 大阪産業大学 M
５．黄 16 小野 豪太 おの ごうた 岐阜 M
６．白黒 18 山内 渓太 やまうち けいた 岐阜 Team-DADDY M
７．白赤 21 多田 雄飛 ただ　ゆうひ 兵庫 新潟食料農業大学 M
８．白青 23 後藤 ゴウ ごとう　ごう 静岡 静岡北高校 M
９．赤青 26 大原 陸 おおはら　りく 大阪 VC VELOCE M
10.黒黄 28 高橋 健一 欠場 滋賀 TEAM K-CRIT CIRCLE M
11.黒赤 31 小原 洋未 おはら　ひろみ 兵庫 VC VELOCE M
12.黒青 36 藤本 天 ふじもと　てん 大阪 興國高校 M
13.白黄 38 纐纈 壮太郎 こうけつ　そうたろう岐阜 Rapha Cycling Club M
14.赤黄 40 高木 英行 たかぎ　ひでゆき 京都 John Deere Cycling Team NWVG M
15.青黄 44 原田 翔真 はらだ　しょうま 兵庫 神崎高校 M
16.緑 47 梅澤 幹太 うめざわ　かんた 愛媛 松山工業高校 M
17.緑白 50 宮﨑 善彦 みやざき　よしひこ 大阪 岩井商会 M
18.緑黒 54 平尾 貴之 ひらお　たかゆき 岐阜 MINOURA大垣レーシング M
19.緑赤 58 田中 龍太朗 たなか　りゅうたろう京都 モジュマエリアゼロナナゴ M
20.緑青 60 岡田 陽喜 おかだ　はるき 岐阜 岐阜第一高校 M

Scratch  1／3
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T1　SCRATCH 決勝 8km

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
10.黒黄
11.黒赤
12.黒青
13.白黄
14.赤黄
15.青黄
16.緑
17.緑白
18.緑黒
19.緑赤
20.緑青

T2　SCRATCH 8km

cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 sex タイム 順位

１．白 62 太田 大揮 おおた　だいき 大阪 M

２．黒 63 山岸 正汰 やまぎし しょうた 京都 向陽高校 M
３．赤 64 新井 秀人 欠場 兵庫 RCC M
４．青 65 岡本 智哉 おかもと ともや 京都 北桑田高校 M
５．黄 66 酒井 章剛 さかい　しょうごう 岐阜 岐阜第一高校 M
６．白黒 67 長谷川 拓海 はせがわ　たくみ 京都 鴨沂高校 M
７．白赤 69 高木 隆大 たかぎ たかひろ 岐阜 ミノウラ大垣レーシング M
８．白青 70 奥田 直継 おくだ　なおつぐ 大阪 大阪工業大学 M
９．赤青 72 小西 竜也(T こにし　たつや 滋賀 M
10.黒黄 74 秋本 光隆 あきもと みつたか 愛知 BUCYOCOFFEE/CLT M
11.黒赤 75 服部 和成 はっとり　かずなり 京都 PRT KOSEKI 金生堂 M
12.黒青 78 深谷 豪汰 ふかや　ごうた 愛知 岐阜第一高校 M
13.白黄 79 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
14.赤黄 80 児玉 岳史 こだま たけし 福井 M
15.青黄 81 吉田 健一 よしだ　けんいち 岐阜 大垣ピストンズ M
16.緑 82 谷口 敦史(T たにぐち　あつし 兵庫 M
17.緑白 84 永井 笙太 ながい　しょうた 大阪 興國高校 M
18.緑黒 85 間所 智幸 まどころ ともゆき 滋賀 滋賀県庁自転車部 M
19.緑赤 86 奥田 丈翔 おくだ　たける 京都 鴨沂高校 M
20.緑青 87 柴田 輝大 しばた　あきひろ 愛媛 愛媛県自転車競技連盟ジュニアクラブ M
21.緑黄 88 勝水 拓也 かつみず　たくや 奈良 EURO-WORKS Racing M
22.紫 90 川嶋 祐紀(T かわしま　ゆうき 和歌山 FortunaTredic M
23.紫白 91 根田 裕司 ねだ　ゆうじ 大阪 ネクストリームうどん虹や M
24.紫黒 92 原 直人 はら　なお 滋賀 山口県自転車競技連盟・GRP M
25.紫赤 96 初川 弘浩 はつかわ こうひろ 愛知 DADDY M
26.紫青 98 笹井 秀治 ささい ひではる 京都 masahikomifune.com M
27.紫黄 99 藤田 哲史 欠場 京都 Equipo de velo Volonte M

Scratch  2／3
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TM SCRATCＨ 4km

cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 sex タイム 順位

１．白 100 有山 朋男 ありやま　ともお 兵庫 Team ZERO UNO FRONTIER M

２．黒 105 門松 克己 かどまつ、かつみ 大阪 ベロチスタ M
３．赤 106 藤田 季之 ふじた　としゆき 大阪 Tomotoshi Cycle 岸和田 M
４．青 114 岡田 隆一 おかだ　りゅういち 愛知 M
５．黄 117 辰巳 裕次郎 たつみ ゆうじろう 滋賀 サムズスピード M
６．白黒 118 深谷 幸彦 ふかや　ゆきひこ 愛知 M
７．白赤 119 福中 健二 ふくなか　けんじ 兵庫 M
８．白青 121 廣井 浩一 ひろい こういち 岐阜 caro sport M
９．赤青 122 中浴 行雄 なかさこ　ゆきお 奈良 スーパーげんきレーシング M
10.黒黄 123 永田 弘行 ながた　ひろゆき 千葉 M

11.黒赤 164 安東 秀倫 あんどう ひでみち 岡山県 チーム岡山 M

T3+TL SCRATCＨ 4km

cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 sex タイム 順位

１．白 125 村田 孝幸 むらた　たかゆき 大阪 ほんまちくらぶ M T3

２．黒 128 奥井 達也 おくい　たつや 滋賀 京都向陽サイクルスポーツクラブ M T3
３．赤 129 小山 文太郎 こやま　ぶんたろう 大阪 M T3
４．青 131 上田 真太郎 うえだ　しんたろう 大阪 プレザント M T3
５．黄 132 松木 健治 欠場 京都 VC VELOCE M T3
６．白黒 133 山口 世奈 やまぐち　せな 滋賀 White Jack M T3
７．白赤 134 武西 憲進 たけにし　けんしん 愛媛 エキップｕレーシング M T3
８．白青 135 内田  樂 うちだ  がく 愛知 京都向陽サイクルスポーツクラブ M T3
９．赤青 163 川崎 正志 かわさきまさし 奈良県 M T3
10.黒黄 139 中本 真弥 なかもと まや 大阪 VC VELOCE F TL
11.黒赤 142 仲本 ことみ なかもと　ことみ 兵庫 神崎高校 F TL
12.黒青 144 橋本 のこ はしもと のこ 愛知 向陽サイクルスポーツクラブ F TL

R1+R2+U15+U12 SCRATCＨ 4km

cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 タイム 順位

１．白 145 山本 哲哉 やまもと　てつや 和歌山 ミルキーウェイ和歌山 M R1

２．黒 146 小西 竜也(R こにし　たつや 滋賀 M R1
３．赤 147 清水 勝也 しみず　かつや 滋賀 大垣ピストンズ M R1
４．青 148 藤田 耕志(R 欠場 兵庫 VC VELOCE M R1
５．黄 149 岡田 宝 おかだ たから 兵庫 Le lien de Shiga M R1
６．白黒 150 川嶋 祐紀(R かわしま　ゆうき 和歌山 FortunaTredic M R1
７．白赤 151 谷口 敦史(R たにぐち　あつし 兵庫 M R1
８．白青 152 齋木 幸太 さいき こうた 京都 ENDORPHIN２ M R1
９．赤青 153 川崎 嘉久 かわさき　よしひさ 岐阜 Nerebani M R1
10.黒黄 155 藤井 倫洋 ふじい　ともひろ 京都 モジュマエリアゼロナナゴ M R2
11.黒赤 157 倉谷 侠俐 くらたに　かいり 愛知 M U15
12.黒青 158 倉谷 希輝 くらたに　きら 愛知 M U12

Scratch  3／3
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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

1 島 奨乃 しま　しょうの 大阪 M

2 四宮 寛人 しのみや　ひろと 京都 M

3 北嶋 桂大 きたしま けいた 富山 氷見高校 M

4 西澤優聖 にしざわ　まさと 岐阜 岐阜第一高校 M

5 武智 光 たけち　ひかり 愛媛 愛媛大学 M

6 前田 堅一朗 まえだ　けんいちろう 大阪 CWASPアタリマエダ M

7 奥村 彩人 おくむら あやと 広島 崇徳高校 M

8 佐野 陽三 欠場 富山 北陸ドロタボウ M

9 末廣 快理 欠場 京都 M

11 森口 寛己 もりぐち　ひろき 和歌山 jin cycling  team M

12 小松 定俊 こまつ　さだとし 愛知 M

14 常次勇人 つねつぐはやと 大阪 M

18 山内 渓太 やまうち けいた 岐阜 Team-DADDY M

19 沖本 拓己 おきもと　たくみ 奈良 興國高校 M

22 柴田 湧斗 しばた　ゆうと 愛媛 愛媛県立松山工業高等学校 M

24 二階堂 尚志 にかいどう　たかし 大阪 VC VELOCE M

25 中川 拳 なかがわ　けん 愛知 愛三工業レーシングチーム M

27 篠原 徹 欠場 東京 M

28 高橋 健一 欠場 滋賀 TEAM K-CRIT CIRCLE M

30 田中 裕也 たなか ひろや 大阪 M

33 山田 勝一 やまだ しょういち 大阪 堺市立堺高校 M

34 河地 拓巳 かわち　たくみ 京都 M

36 藤本 天 ふじもと　てん 大阪 興國高校 M

39 西川 奏 ニシカワ　ソウ 兵庫 神崎高校 M

40 高木 英行 たかぎ　ひでゆき 京都 John Deere Cycling Team NWVG M

42 矢萩 悠也 やはぎ ゆうや 大阪 大阪産業大学附属高校 M

43 菅原 友幹 すがわら　ゆうき 大阪 シマノドリンキング M

45 恩田 莉玖 おんだりく 岐阜 岐阜第一高校 M

47 梅澤 幹太 うめざわ　かんた 愛媛 松山工業高校 M

48 辻 晴貴 つじ　はるき 岐阜 岐阜第一高校 M

49 中山 和輝 なかやま かずき 京都 M

51 林 遼大 はやし　りょうた 愛知 岐阜第一高校 M

52 中野 雄太 なかの　ゆうた 滋賀 PRT KOSEKI 金生堂 M

53 井上 凌玖 いのうえ　りく 岐阜 岐阜第一高校 M

56 所司 純一 しょし　じゅんいち 京都 モジュマエリアゼロナナゴ M

57 岩井 芯 いわい しん 岐阜 岐阜第一高校 M

58 田中 龍太朗 たなか　りゅうたろう 京都 モジュマエリアゼロナナゴ M

59 中川  颯 なかがわ  はやと 岐阜 岐阜第一高校 M

60 岡田 陽喜 おかだ　はるき 岐阜 岐阜第一高校 M

1kmTT  1／2
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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

61 天野 勇輝 あまの ゆうき 京都 鴨沂高校 M

62 太田 大揮 おおた　だいき 大阪 M

64 新井 秀人 欠場 兵庫 RCC M

65 岡本 智哉 おかもと ともや 京都 北桑田高校 M

66 酒井 章剛 さかい　しょうごう 岐阜 岐阜第一高校 M

68 川内野 巧実 かわちの　たくみ 大阪 初芝立命館高校 M

70 奥田 直継 おくだ　なおつぐ 大阪 大阪工業大学 M

73 橋本 修平 はしもと しゅうへい 兵庫 LEFT RACINGTEAM M

74 秋本 光隆 あきもと みつたか 愛知 BUCYOCOFFEE/CLT M

75 服部 和成 はっとり　かずなり 京都 PRT KOSEKI 金生堂 M

76 山口 敦大 やまぐち　あつひろ 京都 M

77 谷澤  優貴 たにざわ  ゆうき 三重 M

78 深谷 豪汰 ふかや　ごうた 愛知 岐阜第一高校 M

81 吉田 健一 よしだ　けんいち 岐阜 大垣ピストンズ M

84 永井 笙太 ながい　しょうた 大阪 興國高校 M

85 間所 智幸 まどころ ともゆき 滋賀 滋賀県庁自転車部 M

87 柴田 輝大 しばた　あきひろ 愛媛 愛媛県自転車競技連盟ジュニアクラブ M

89 神谷 将志 かみや まさし 京都 デサント野球部 M

93 樋口 功治 ひぐち こうじ 岐阜 DESTRA M

95 宮本 茂 みやもと　しげる 京都 M

96 初川 弘浩 はつかわ こうひろ 愛知 DADDY M

97 戎谷 嶺央 えびすたに ねお 大阪 堺高校 M

98 笹井 秀治 ささい ひではる 京都 masahikomifune.com M

161 滝川 圭太郎 欠場 兵庫県 大阪経済大学 自転車部 M

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

128 奥井 達也 おくい　たつや 滋賀 京都向陽サイクルスポーツクラブ M

130 谷口 隼悟 たにぐち　しゅんご 兵庫 山口中学校 M

132 松木 健治 欠場 京都 VC VELOCE M

133 山口 世奈 やまぐち　せな 滋賀 White Jack 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 板崎 寿一 欠場 三重 Aoyama　Rockets　RT M

111 梅田弘之 うめだ ひろゆき 愛知 M

120 出羽 敬人 欠場 愛知 チーム36隊 M

123 永田 弘行 ながた　ひろゆき 千葉 M

124 小林 正樹 こばやし　まさき 三重 エストスポーツ M

164 安東 秀倫 あんどう ひでみち 岡山県 チーム岡山 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

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

145 山本 哲哉 やまもと　てつや 和歌山 ミルキーウェイ和歌山 M

147 清水 勝也 しみず　かつや 滋賀 大垣ピストンズ M

149 岡田 宝 おかだ たから 兵庫 Le lien de Shiga M

152 齋木 幸太 さいき こうた 京都 ENDORPHIN２ M

153 川崎 嘉久 かわさき　よしひさ 岐阜 Nerebani M

162 清水　大貴 しみず　だいき 愛知県 M

R2 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

154 土屋 智昭 つちや　ともあき 愛知 M

155 藤井 倫洋 ふじい　ともひろ 京都 モジュマエリアゼロナナゴ M

1kmTT  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

92 原 直人 はら　なお 滋賀 山口県自転車競技連盟・GRP M

94 近藤 靖矩 こんどう　やすのり 京都 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

46 井関 太一 いせき　たいち 滋賀 LEADER BIKES JAPAN M

45 恩田 莉玖 おんだりく 岐阜 岐阜第一高校 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

100 有山 朋男 ありやま　ともお 兵庫 Team ZERO UNO FRONTIER M

101 田中 紀尋 欠場 大阪 TEAM AXIS M

102 長谷 直人 はせ　なおと 岐阜 M

104 廣瀬 公智 ひろせ　こうじ 岐阜 大垣ピストンズ M

106 藤田 季之 ふじた　としゆき 大阪 Tomotoshi Cycle 岸和田 M

107 小出 浩雅 欠場 三重 m&m cycle factory M

108 長瀬悦也 ながせ　えつや 岐阜 中部チェブロ M

110 高田 謙一 たかだ　けんいち 大阪 M

112 鈴木 ただし すずき ただし 京都 Tomotoshi Cycle 岸和田 M

114 岡田 隆一 おかだ　りゅういち 愛知 M

115 吉本 昭 よしもと　あきら 京都 M

116 伊藤 琢磨 いとう　たくま 三重 m&m cycle factory M

121 廣井 浩一 ひろい こういち 岐阜 caro sport M

#N/A #N/A ### #N/A #N/A

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

137 大野 風貴芽 欠場 愛知 岐阜第一高校 F

138 宇野 紅音 うの あかね 岐阜 岐阜第一高校 F

140 辻本 真里 つじもと まり 京都 北稜高校 F

141 矢野 智子 やの ともこ 京都 モジュマエリアゼロナナゴ F

142 仲本 ことみ なかもと　ことみ 兵庫 神崎高校 F

143 辻本 真希 つじもと まき 京都 北稜高校 F

144 橋本 のこ はしもと のこ 愛知 向陽サイクルスポーツクラブ F

ＲL 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

156 藤井 亜紀子 ふじい　あきこ 京都 チームポッポ F

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

157 倉谷 侠俐 くらたに　かいり 愛知 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

158 倉谷 希輝 くらたに　きら 愛知 M

159 蔵田瑶 くらたよう 広島 西条小学校 M

500mTT  1／1
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T1 ケイリン予選１組  各組1-2位は決勝
cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 sex タイム 順位

１．白 3 北嶋 桂大 きたしま けいた 富山 氷見高校 M

２．黒 11 森口 寛己 もりぐち　ひろき 和歌山 jin cycling  team M

３．赤 18 山内 渓太 やまうち けいた 岐阜 Team-DADDY M

４．青 31 小原 洋未 おはら　ひろみ 兵庫 VC VELOCE M

５．黄 36 藤本 天 ふじもと　てん 大阪 興國高校 M

６．白黒 48 辻 晴貴 つじ　はるき 岐阜 岐阜第一高校 M

７．白赤 55 藤田 耕志(T 欠場 兵庫 VC VELOCE M

T1 ケイリン予選2組  各組1-2位は決勝
cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 sex タイム 順位

１．白 4 西澤優聖 にしざわ　まさと 岐阜 岐阜第一高校 M

２．黒 12 小松 定俊 こまつ　さだとし 愛知 M

３．赤 24 二階堂 尚志 にかいどう　たかし 大阪 VC VELOCE M

４．青 33 山田 勝一 やまだ しょういち 大阪 堺市立堺高校 M

５．黄 38 纐纈 壮太郎 こうけつ　そうたろう 岐阜 Rapha Cycling Club M

６．白黒 51 林 遼大 はやし　りょうた 愛知 岐阜第一高校 M

７．白赤 58 田中 龍太朗 たなか　りゅうたろう 京都 モジュマエリアゼロナナゴ M

T1 ケイリン予選3組  各組1-2位は決勝
cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 sex タイム 順位

１．白 8 佐野 陽三 欠場 富山 北陸ドロタボウ M

２．黒 16 小野 豪太 おの ごうた 岐阜 M

３．赤 27 篠原 徹 欠場 東京 M

４．青 34 河地 拓巳 かわち　たくみ 京都 M

５．黄 45 恩田 莉玖 おんだりく 岐阜 岐阜第一高校 M

６．白黒 53 井上 凌玖 いのうえ　りく 岐阜 岐阜第一高校 M

７．白赤

T1 ケイリン予選4組  各組1-2位は決勝
cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 sex タイム 順位

１．白 9 末廣 快理 欠場 京都 M

２．黒 17 中川 由人 なかがわ　ゆうと 神奈川 Hincapie LEOMO Bellmare Racing Team M

３．赤 28 高橋 健一 欠場 滋賀 TEAM K-CRIT CIRCLE M

４．青 35 西澤 正人 にしざわ　まさと 広島 チームサイクルプラス M

５．黄 47 梅澤 幹太 うめざわ　かんた 愛媛 松山工業高校 M

６．白黒 54 平尾 貴之 ひらお　たかゆき 岐阜 MINOURA大垣レーシング M

７．白赤

T2 ケイリン予選１組  各組1-2位は決勝
cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 sex タイム 順位

１．白 64 新井 秀人 欠場 兵庫 RCC M

２．黒 71 今村 有亨 いまむら　ありみち 京都 PRT KOSEKI 金生堂 M

３．赤 76 山口 敦大 やまぐち　あつひろ 京都 M

４．青 80 児玉 岳史 こだま たけし 福井 M

５．黄 84 永井 笙太 ながい　しょうた 大阪 興國高校 M

６．白黒 89 神谷 将志 かみや まさし 京都 デサント野球部 M

７．白赤 94 近藤 靖矩 こんどう　やすのり 京都 M

T2 ケイリン予選2組  各組1-2位は決勝
cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 sex タイム 順位

１．白 65 岡本 智哉 おかもと ともや 京都 北桑田高校 M

２．黒 72 小西 竜也(T こにし　たつや 滋賀 M

３．赤 77 谷澤  優貴 たにざわ  ゆうき 三重 M

４．青 81 吉田 健一 よしだ　けんいち 岐阜 大垣ピストンズ M

５．黄 85 間所 智幸 まどころ ともゆき 滋賀 滋賀県庁自転車部 M

６．白黒 90 川嶋 祐紀(T かわしま　ゆうき 和歌山 FortunaTredic M

７．白赤 97 戎谷 嶺央 えびすたに ねお 大阪 堺高校 M

T2 ケイリン予選3組  各組1-2位は決勝
cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 sex タイム 順位

１．白 66 酒井 章剛 さかい　しょうごう 岐阜 岐阜第一高校 M

２．黒 73 橋本 修平 はしもと しゅうへい 兵庫 LEFT RACINGTEAM M

３．赤 78 深谷 豪汰 ふかや　ごうた 愛知 岐阜第一高校 M

４．青 82 谷口 敦史(T たにぐち　あつし 兵庫 M

５．黄 87 柴田 輝大 しばた　あきひろ 愛媛 愛媛県自転車競技連盟ジュニアクラブ M

６．白黒 92 原 直人 はら　なお 滋賀 山口県自転車競技連盟・GRP M

７．白赤 99 藤田 哲史 欠場 京都 Equipo de velo Volonte MKEIRIN  1／3
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T2 ケイリン予選4組  各組1-2位は決勝
cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 sex タイム 順位

１．白 69 高木 隆大 たかぎ たかひろ 岐阜 ミノウラ大垣レーシング M

２．黒 74 秋本 光隆 あきもと みつたか 愛知 BUCYOCOFFEE/CLT M

３．赤 79 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 83 小川 遼太 おがわ　りょうた 愛知 M

５．黄 88 勝水 拓也 かつみず　たくや 奈良 EURO-WORKS Racing M

６．白黒 93 樋口 功治 ひぐち こうじ 岐阜 DESTRA M

７．白赤

TM ケイリン予選1組  各組1-2位は決勝
cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 sex タイム 順位

１．白 100 有山 朋男 ありやま　ともお 兵庫 Team ZERO UNO FRONTIER M

２．黒 103 板崎 寿一 欠場 三重 Aoyama　Rockets　RT M

３．赤 106 藤田 季之 ふじた　としゆき 大阪 Tomotoshi Cycle 岸和田 M

４．青 109 橋爪 理浩 欠場 兵庫 M

５．黄 112 鈴木 ただし すずき ただし 京都 Tomotoshi Cycle 岸和田 M

６．白黒 115 吉本 昭 よしもと　あきら 京都 M

７．白赤 118 深谷 幸彦 ふかや　ゆきひこ 愛知 M

８．白青 121 廣井 浩一 ひろい こういち 岐阜 caro sport M

TM ケイリン予選2組  各組1-2位は決勝
cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 sex タイム 順位

１．白 101 田中 紀尋 欠場 大阪 TEAM AXIS M

２．黒 104 廣瀬 公智 ひろせ　こうじ 岐阜 大垣ピストンズ M

３．赤 107 小出 浩雅 欠場 三重 m&m cycle factory M

４．青 110 高田 謙一 たかだ　けんいち 大阪 M

５．黄 113 瀬川 純 せがわ　じゅん 滋賀 Biwako Cycling RC M

６．白黒 116 伊藤 琢磨 いとう　たくま 三重 m&m cycle factory M

７．白赤 119 福中 健二 ふくなか　けんじ 兵庫 M

８．白青 122 中浴 行雄 なかさこ　ゆきお 奈良 スーパーげんきレーシング M

TM ケイリン予選3組  各組1-2位は決勝
cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 sex タイム 順位

１．白 102 長谷 直人 はせ　なおと 岐阜 M

２．黒 105 門松 克己 かどまつ、かつみ 大阪 ベロチスタ M

３．赤 108 長瀬悦也 ながせ　えつや 岐阜 中部チェブロ M

４．青 111 梅田弘之 うめだ ひろゆき 愛知 M

５．黄 114 岡田 隆一 おかだ　りゅういち 愛知 M

６．白黒 117 辰巳 裕次郎 たつみ ゆうじろう 滋賀 サムズスピード M

７．白赤 120 出羽 敬人 欠場 愛知 チーム36隊 M

８．白青

T3+TL ケイリン予選1組  各組1-3位は決勝
cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 sex タイム 順位

１．白 125 村田 孝幸 むらた　たかゆき 大阪 ほんまちくらぶ M T3

２．黒 128 奥井 達也 おくい　たつや 滋賀 京都向陽サイクルスポーツクラブ M T3

３．赤 131 上田 真太郎 うえだ　しんたろう 大阪 プレザント M T3

４．青 133 山口 世奈 やまぐち　せな 滋賀 White Jack M T3

５．黄 135 内田  樂 うちだ  がく 愛知 京都向陽サイクルスポーツクラブ M T3

６．白黒 138 宇野 紅音 うの あかね 岐阜 岐阜第一高校 F TL

７．白赤 141 矢野 智子 やの ともこ 京都 モジュマエリアゼロナナゴ F TL

８．白青

T3+TL ケイリン予選２組  各組1-3位は決勝
cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 sex タイム 順位

１．白 127 新井 宏昭 欠場 和歌山 LEVANT RACING M T3

２．黒 129 小山 文太郎 こやま　ぶんたろう 大阪 M T3

３．赤 132 松木 健治 欠場 京都 VC VELOCE M T3

４．青 134 武西 憲進 たけにし　けんしん 愛媛 エキップｕレーシング M T3

５．黄 163 川崎 正志 かわさきまさし 奈良県 M T3

６．白黒 137 大野 風貴芽 欠場 愛知 岐阜第一高校 F TL

７．白赤 139 中本 真弥 なかもと まや 大阪 VC VELOCE F TL

８．白青
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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

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

７．白赤

８．白青

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

T3+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

R1 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 145 山本 哲哉 やまもと　てつや 和歌山 ミルキーウェイ和歌山 M R1

２．黒 146 小西 竜也(R こにし　たつや 滋賀 M R1

３．赤 148 藤田 耕志(R 欠場 兵庫 VC VELOCE M R1

４．青 150 川嶋 祐紀(R かわしま　ゆうき 和歌山 FortunaTredic M R1

５．黄 151 谷口 敦史(R たにぐち　あつし 兵庫 M R1

６．白黒 153 川崎 嘉久 かわさき　よしひさ 岐阜 Nerebani M R1

７．白赤

R2+U15+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 155 藤井 倫洋 ふじい　ともひろ 京都 モジュマエリアゼロナナゴ M R2

２．黒 160 佐藤 泰介 さとう たいすけ 愛知県 すね毛レーシング M R2

３．赤 157 倉谷 侠俐 くらたに　かいり 愛知 M U15

４．青 158 倉谷 希輝 くらたに　きら 愛知 M U12

５．黄 159 蔵田瑶 くらたよう 広島 西条小学校 M U12

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 # 11 12 13 14 着順 タイム 順位

１．白 3 北嶋 桂大 きたしま けいた 富山 氷見高校 M

２．黒 4 西澤優聖 にしざわ　まさと 岐阜 岐阜第一高校 M

３．赤 5 武智 光 たけち　ひかり 愛媛 愛媛大学 M

４．青 8 佐野 陽三 欠場 富山 北陸ドロタボウ M

５．黄 9 末廣 快理 欠場 京都 M

６．白黒 10 吉田 圭吾 よしだ　けいご 京都 M

７．白赤 13 原田 伽以 はらだ　かい 兵庫 大阪産業大学 M

８．白青 15 四宮 哲郎 しのみや てつろう京都 M

９．赤青 16 小野 豪太 おの ごうた 岐阜 M

10.黒黄 17 中川 由人 なかがわ　ゆうと 神奈川 Hincapie LEOMO Bellmare Racing Team M

11.黒赤 18 山内 渓太 やまうち けいた 岐阜 Team-DADDY M

12.黒青 21 多田 雄飛 ただ　ゆうひ 兵庫 新潟食料農業大学 M

13.白黄 23 後藤 ゴウ ごとう　ごう 静岡 静岡北高校 M

14.赤黄 26 大原 陸 おおはら　りく 大阪 VC VELOCE M

15.青黄 29 山田 潤 やまだ　じゅん 静岡 静岡北高校 M

16.緑 30 田中 裕也 たなか ひろや 大阪 M

17.緑白 36 藤本 天 ふじもと　てん 大阪 興國高校 M

18.緑黒 38 纐纈 壮太郎 こうけつ　そうた 岐阜 Rapha Cycling Club M

19.緑赤 41 松村 光浩 まつむら　みつひ 岐阜 岐阜第一高校（教） M

20.緑青 44 原田 翔真 はらだ　しょうま 兵庫 神崎高校 M

21.緑黄 47 梅澤 幹太 うめざわ　かんた 愛媛 松山工業高校 M

22.紫 49 中山 和輝 なかやま かずき 京都 M

23.紫白 50 宮﨑 善彦 みやざき　よしひ 大阪 岩井商会 M

24.紫黒 56 所司 純一 しょし　じゅんい 京都 モジュマエリアゼロナナゴ M

25.紫赤 58 田中 龍太朗 たなか　りゅうた 京都 モジュマエリアゼロナナゴ M

26.紫青 60 岡田 陽喜 おかだ　はるき 岐阜 岐阜第一高校 M

27.紫黄
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T2  エリミネーション
№ b-no 氏名 ふりがな 府県 所属 sex 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 着順 タイム 順位 cat
１．白 61 天野 勇輝 あまの ゆうき 京都 鴨沂高校 M

２．黒 63 山岸 正汰 やまぎし しょうた京都 向陽高校 M

３．赤 66 酒井 章剛 さかい　しょうご 岐阜 岐阜第一高校 M

４．青 67 長谷川 拓海 はせがわ　たくみ 京都 鴨沂高校 M

５．黄 68 川内野 巧実 かわちの　たくみ 大阪 初芝立命館高校 M

６．白黒 69 高木 隆大 たかぎ たかひろ 岐阜 ミノウラ大垣レーシング M

７．白赤 71 今村 有亨 いまむら　ありみ 京都 PRT KOSEKI 金生堂 M

８．白青 75 服部 和成 はっとり　かずな 京都 PRT KOSEKI 金生堂 M

９．赤青 78 深谷 豪汰 ふかや　ごうた 愛知 岐阜第一高校 M

10.黒黄 79 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

11.黒赤 81 吉田 健一 よしだ　けんいち 岐阜 大垣ピストンズ M

12.黒青 82 谷口 敦史(T たにぐち　あつし 兵庫 M

13.白黄 85 間所 智幸 まどころ ともゆき滋賀 滋賀県庁自転車部 M

14.赤黄 86 奥田 丈翔 おくだ　たける 京都 鴨沂高校 M

15.青黄 88 勝水 拓也 かつみず　たくや 奈良 EURO-WORKS Racing M

16.緑 90 川嶋 祐紀(T かわしま　ゆうき 和歌山 FortunaTredic M

17.緑白 92 原 直人 はら　なお 滋賀 山口県自転車競技連盟・GRP M

18.緑黒 98 笹井 秀治 ささい ひではる 京都 masahikomifune.com M

19.緑赤
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TM+T3+TL エリミネーション 
№ b-no 氏名 ふりがな 府県 所属 sex 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 着順 タイム 順位 cat
１．白 112 鈴木 ただし すずき ただし 京都 Tomotoshi Cycle 岸和田 M TM
２．黒 113 瀬川 純 せがわ　じゅん 滋賀 Biwako Cycling RC M TM
３．赤 125 村田 孝幸 むらた　たかゆき 大阪 ほんまちくらぶ M T3
４．青 128 奥井 達也 おくい　たつや 滋賀 京都向陽サイクルスポーツクラブ M T3
５．黄 132 松木 健治 欠場 京都 VC VELOCE M T3
６．白黒 133 山口 世奈 やまぐち　せな 滋賀 White Jack M T3
７．白赤 134 武西 憲進 たけにし　けんし 愛媛 エキップｕレーシング M T3
８．白青 135 内田  樂 うちだ  がく 愛知 京都向陽サイクルスポーツクラブ M T3
９．赤青 163 川崎 正志 かわさきまさし 奈良県 M T3
10.黒黄 139 中本 真弥 なかもと まや 大阪 VC VELOCE F TL
R1＋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 # 11 12 13 14 着順 タイム 順位 cat
１．白 145 山本 哲哉 やまもと　てつや 和歌山ミルキーウェイ和歌山 M R1
２．黒 149 岡田 宝 おかだ たから 兵庫 Le lien de Shiga M R1
３．赤 150 川嶋 祐紀(R かわしま　ゆうき 和歌山FortunaTredic M R1
４．青 151 谷口 敦史(R たにぐち　あつし 兵庫 M R1
５．黄 152 齋木 幸太 さいき こうた 京都 ENDORPHIN２ M R1
６．白黒 153 川崎 嘉久 かわさき　よしひ 岐阜 Nerebani M R1
７．白赤 154 土屋 智昭 つちや　ともあき 愛知 M R2
８．白青 155 藤井 倫洋 ふじい　ともひろ 京都 モジュマエリアゼロナナゴ M R2

3／3 ELIMINATION
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