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count event name namef sex area 所属チーム・学校名
1 ショートコースJ 青木 靖洋 アオキ ヤスヒロ M 大阪府
2 ショートコースJ 岩﨑 正子 イワサキ マサコ F 福井県 武丹本舗
3 ショートコースJ 岩崎 勇司 イワサキ ユウジ M 福井県 武丹本舗
4 ショートコースJ 浦川 正廣 ウラカワ マサヒロ M 京都府 チーム石島
5 ショートコースJ 奥村 紀也 オクムラ ミチヤ M 兵庫県 AZALEA
6 ショートコースJ 小池 良和 コイケ ヨシカズ M 京都府
7 ショートコースJ 佐野 雅一 サノ マサカズ M 京都府
8 ショートコースJ 清水 清春 シミズ キヨハル M 福井県
9 ショートコースJ 出野 芳弘 デノ ヨシヒロ M 大阪府 無所属

10 ショートコースJ 徳平 征恒 トクヒラ マサツネ M 京都府
11 ショートコースJ 冨田 圭介 トミタ ケイスケ M 京都府 チーム翁
12 ショートコースJ 服部 麻衣子 ハットリ マイコ F 大阪府
13 ショートコースJ 林 雅弘 ハヤシ マサヒロ M 大阪府 TMOS友の会
14 ショートコースJ 平井 威 ヒライ タケシ M 滋賀県
15 ショートコースJ 藤井 巧 フジイ タクミ M 京都府 チーム　翁
16 ショートコースJ 藤村 隆夫 フジムラ タカオ M 京都府 チームポッポ
17 ショートコースJ 松下 義浩 マツシタ ヨシヒロ M 京都府
18 ショートコースJ 宮木 智春 ミヤキ チハル M 大阪府
19 ショートコースJ 森本 保夫 モリモト ヤスオ M 京都府 翁
20 ショートコースJ 養父 孝昭 ヤブ タカアキ M 京都府
21 ショートコースJ 渡口 眞二 ワタグチ シンジ M 和歌山県
22 ショートコースS 安達 幸男 アダチ ユキオ M 京都府
23 ショートコースS 石塚 淳生 イシヅカ アツオ M 京都府
24 ショートコースS 石塚 瞳子 イシヅカ トウコ F 京都府
25 ショートコースS 井上 美幸 イノウエ ミユキ F 京都府
26 ショートコースS 岩田 英嗣 イワタ エイジ M 兵庫県
27 ショートコースS 岩田 ゆきえ イワタ ユキエ F 兵庫県
28 ショートコースS 宇田 悦子 ウダ エツコ F 京都府
29 ショートコースS 梅田 泰彰 ウメダ ヤスアキ M 京都府
30 ショートコースS 大岡 環 オオオカ タマキ M 大阪府
31 ショートコースS 大蔵 弘道 オオクラ ヒロミチ M 大阪府
32 ショートコースS 大脇 健司 オオワキ ケンジ M 愛知県
33 ショートコースS 奥出 泰夫 オクデ ヤスオ M 福井県
34 ショートコースS 貝田 耕一 カイダ コウイチ M 京都府
35 ショートコースS 各務 剛 カカム ツヨシ M 愛知県 チーム焼肉デラックス
36 ショートコースS 片岡 敬三 カタオカ ケイゾウ M 京都府
37 ショートコースS 樫 保美 カタギ ヤスミ M 京都府 サイクリングチーム竹田
38 ショートコースS 加藤 修浩 カトウ ノブヒロ M 大阪府
39 ショートコースS 菊地 敏 キクチ サトシ M 神奈川県 RSCC
40 ショートコースS 喜捨 真和子 キステ ミワコ F 京都府
41 ショートコースS 北尾 公亮 キタオ コウスケ M 京都府 チーム 優れている
42 ショートコースS 倉田 高徳 クラタ タカノリ M 大阪府
43 ショートコースS 栗山 治 クリヤマ オサム M 大阪府
44 ショートコースS 小西 彰 コニシ アキラ M 京都府
45 ショートコースS 小林 鉄平 コバヤシ テッペイ M 京都府 チーム 優れている
46 ショートコースS 小森 國弘 コモリ クニヒロ M 京都府
47 ショートコースS 小森 伸弘 コモリ ノブヒロ M 京都府
48 ショートコースS 斎藤 惇 サイトウ ジュン M 京都府 堀場製作所自転車倶楽部
49 ショートコースS 山東 久泰 サントウ ヒサヤス M 大阪府
50 ショートコースS 山東 真貴子 サントウ マキコ F 大阪府
51 ショートコースS 塩崎 昌義 シオザキ マサヨシ M 大阪府 ポレポレ
52 ショートコースS 芝谷 晃 シバタニ アキラ M 兵庫県
53 ショートコースS 芝谷 好美 シバタニ ヨシミ F 兵庫県
54 ショートコースS 末吉 清孝 スエヨシ キヨタカ M 岡山県
55 ショートコースS 杉本 俊博 スギモト トシヒロ M 大阪府
56 ショートコースS 平 秀樹 タイラ ヒデキ M 愛知県 Team焼肉デラックス
57 ショートコースS 竹内 ヤスシ タケウチ ヤスシ M 大阪府 TeamUP!UP!
58 ショートコースS 竹原 正人 タケハラ マサト M 京都府
59 ショートコースS 谷藤 睦子 タニフジ ムツコ F 大阪府
60 ショートコースS 塚口 仁之 ツカグチ ヒトシ M 三重県
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61 ショートコースS 辻村 大造 ツジムラ ダイゾウ M 滋賀県 ビワＯＮＥメテオ
62 ショートコースS 辻村 奈美江 ツジムラ ナミエ F 滋賀県 ビワＯＮＥメテオ
63 ショートコースS 坪倉 正明 ツボクラ マサアキ M 京都府 チーム「翁」
64 ショートコースS 鶴田 智江 ツルダ トモエ F 大阪府
65 ショートコースS 鶴田 義則 ツルダ ヨシノリ M 大阪府
66 ショートコースS 土居 時芽 ドイ ソウシ M 大阪府 小4
67 ショートコースS 土居 充佐子 ドイ ミサコ F 大阪府
68 ショートコースS 内藤 一真 ナイトウ カズマ M 京都府 DENTISTARS
69 ショートコースS 永井 琢巳 ナガイ タクミ M 京都府 チーム 優れている
70 ショートコースS 中尾 朋之 ナカオ トモユキ M 京都府
71 ショートコースS 中島 剛 ナカジマ タケシ M 京都府 サイクリングチーム竹田&UCC;
72 ショートコースS 南雲 明 ナンクモ アキラ M 福井県
73 ショートコースS 南雲 静子 ナンクモ シズコ F 福井県
74 ショートコースS 西野 寿夫 ニシノ ヒサオ M 京都府 翁サイクルクラブ
75 ショートコースS 西野 みさを ニシノ ミサオ F 京都府
76 ショートコースS 西村 精児 ニシムラ セイジ M 滋賀県
77 ショートコースS 西村 千鶴子 ニシムラ チヅコ F 滋賀県
78 ショートコースS 服部 藤高 ハットリ フジタカ M 岐阜県
79 ショートコースS 濱田 昭一 ハマダ ショウイチ M 京都府 サイクリングチーム竹田
80 ショートコースS 福本 美華 フクモト ミカ F 兵庫県
81 ショートコースS 藤木 剣治 フジキ ケンジ M 兵庫県
82 ショートコースS 藤原 公明 フジワラ キミアキ M 兵庫県
83 ショートコースS 細川 浩司 ホソカワ コウシ M 京都府 堀場製作所自転車倶楽部
84 ショートコースS 松田 信一 マツダ シンイチ M 大阪府
85 ショートコースS 三宅 薫 ミヤケ カオル M 兵庫県
86 ショートコースS 三宅 千晶 ミヤケ チアキ F 兵庫県
87 ショートコースS 宮武 智 ミヤタケ サトシ M 愛知県
88 ショートコースS 森 盛治 モリ ジョウジ M 奈良県 ライダーときどきチャリ部
89 ショートコースS 森 洋二 モリ ヨウジ M 大阪府 ポレポレ
90 ショートコースS 山下 裕樹 ヤマシタ ユウキ M 奈良県
91 ショートコースS 吉川 明 ヨシカワ アキラ M 滋賀県
92 ショートコースS 吉田 匡史 ヨシダ タダシ M 京都府
93 ショートコースS 吉田 均 ヨシダ ヒトシ M 大阪府 ライダーときどきチャリ部
94 ショートコースS 吉田 善紀 ヨシダ ヨシノリ M 滋賀県 堀場製作所自転車倶楽部
95 ショートコースS 吉牟田 和也 ヨシムタ カズヤ M 滋賀県
96 ショートコースS 若江 典昭 ワカエ ノリアキ M 大阪府
97 ショートコースS 和田 隆裕 ワダ タカヒロ M 京都府 チーム 優れている
98 ショートコースS 渡邉 哲彦 ワタナベ テツヒコ M 岐阜県
99 ショートコースT 河村隆夫 かわむらたかお M 大阪

100 ショートコースT 宮本千穂 みやもとちほ F 兵庫
101 ショートコースT 山本満哉 やまもとみつや M 兵庫
102 フルコースH 片田哲也 かただてつや M 兵庫
103 フルコースH 白川 世一 しらかわせいいち M 兵庫県
104 フルコースH 中沢美優 なかざわみゆ F 大阪府
105 フルコースH 西村 洋平 ニシムラヨウヘイ M 京都府
106 フルコースJ 淺沼 満利 アサヌマ ミツトシ M 京都府
107 フルコースJ 足立 裕亮 アダチ ヒロアキ M 京都府
108 フルコースJ 安達 充紘 アダチ ミツヒロ M 兵庫県 Team At Sky
109 フルコースJ 荒木 透真 アラキ トウマ M 兵庫県 ＠ＷＡＶＥ
110 フルコースJ 安藤 惠範 アンドウ ヨシノリ M 京都府 まつゆきチャリダー
111 フルコースJ 飯嶋 浩 イイジマ ヒロシ M 京都府
112 フルコースJ 池田 考輝 イケダ コウキ M 兵庫県 Team At Sky
113 フルコースJ 石川 裕起 イシカワ ヒロキ M 兵庫県
114 フルコースJ 和泉 潤 イズミ ジュン M 京都府 サイクリング☆スター
115 フルコースJ 井上 秀之 イノウエ ヒデユキ M 京都府 419プレスト
116 フルコースJ 井上 力夫 イノウエ リキオ M 兵庫県 鉄板こうなん
117 フルコースJ 井上 亮 イノウエ リョウ M 大阪府
118 フルコースJ 今井 雅弘 イマイ マサヒロ M 愛知県
119 フルコースJ 今本 奈緒 イマモト ナオ F 兵庫県
120 フルコースJ 岩崎 匡 イワサキ タダシ M 京都府
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121 フルコースJ 上崎 英哉 ウエサキ ヒデヤ M 京都府
122 フルコースJ 植田 賢司 ウエダ ケンジ M 大阪府 Team Fire Settsu
123 フルコースJ 畝田 良一 ウネダ リョウイチ M 大阪府 自転車百哩走大王
124 フルコースJ 大谷 佳史 オオタニ ヨシフミ M 奈良県
125 フルコースJ 大塚 真 オオツカ マコト M 兵庫県
126 フルコースJ 大槻 彰 オオツキ アキラ M 京都府 FBU
127 フルコースJ 岡 政徳 オカ マサノリ M 滋賀県
128 フルコースJ 岡野 三里 オカノ サンリ F 鳥取県
129 フルコースJ 荻野 知 オギノ サトル M 京都府 福知山チャリダー
130 フルコースJ 垣内 忠仁 カキウチ タダヒト M 兵庫県
131 フルコースJ 金田 實代 カネダ チカヨ F 兵庫県
132 フルコースJ 川阪 健太郎 カワサカ ケンタロウ M 奈良県
133 フルコースJ 喜多 智美 キタ トモミ F 大阪府
134 フルコースJ 木村 佳太 キムラ ケイタ M 京都府
135 フルコースJ 楠本 光男 クスモト ミツオ M 和歌山県 楠本光男
136 フルコースJ 楠山 貴広 クスヤマ タカヒロ M 大阪府 ねぎっ子ジャージ倶楽部
137 フルコースJ 後藤 卓也 ゴトウ タクヤ M 大阪府
138 フルコースJ SAITO TADAYOSI サイトウ タダヨシ M 大阪府 サニーサイド
139 フルコースJ 澤田 拓也 サワダ タクヤ M 京都府
140 フルコースJ 四方 豊 シカタ ユタカ M 京都府
141 フルコースJ 島田 茂 シマダ シゲル M 京都府 好き勝手サイクリングクラブ
142 フルコースJ 島津 忠克 シマヅ タダカツ M 兵庫県 yayac
143 フルコースJ 志村 圭介 シムラ ケイスケ M 愛知県
144 フルコースJ 白谷 和雄 シラタニ カズオ M 兵庫県 HONDE
145 フルコースJ 瀬川 典弘 セガワ ノリヒロ M 兵庫県 鉄板こうなん
146 フルコースJ 大志 守 ダイシ マモル M 兵庫県 JBチャリダー
147 フルコースJ 高橋 雅明 タカハシ マサアキ M 京都府
148 フルコースJ 高安 秀樹 タカヤス ヒデキ M 滋賀県 ジョグ馬鹿
149 フルコースJ 滝花 智志 タキハナ サトシ M 京都府 福知山チャリダー
150 フルコースJ 田邊 光志 タナベ ミツシ M 兵庫県 ＠ＷＡＶＥ
151 フルコースJ 谷野 弘和 タニノ ヒロカズ M 京都府
152 フルコースJ 田畑 史朗 タバタ シロウ M 兵庫県 鉄板こうなん
153 フルコースJ 近久 孝司 チカヒサ タカシ M 滋賀県 GSバンビーノ
154 フルコースJ 佃 裕次 ツクダ ユウジ M 大阪府
155 フルコースJ 辻浦 正志 ツジウラ マサシ M 京都府
156 フルコースJ 東一 圭子 トウイチ ケイコ F 大阪府 ＡＴＡ梅田
157 フルコースJ 徳本 正 トクモト タダシ M 兵庫県 JBチャリダー
158 フルコースJ 富田 正和 トミタ マサカズ M 京都府
159 フルコースJ 豊福 恒平 トヨフク コウヘイ M 兵庫県 Ashiya CBC
160 フルコースJ 中根 宏樹 ナカネ ヒロキ M 兵庫県 鉄板こうなん
161 フルコースJ 二井 俊成 ニイ トシナリ M 兵庫県
162 フルコースJ 橋本 健次 ハシモト ケンジ M 大阪府
163 フルコースJ 羽田 豊 ハダ ユタカ M 兵庫県
164 フルコースJ 馬場 俊郎 ババ トシロウ M 京都府
165 フルコースJ 東谷 宏明 ヒガシタニ ヒロアキ M 京都府
166 フルコースJ 東埜 真洋 ヒガシノ マサヒロ M 兵庫県 ＹＡＹＡＣ
167 フルコースJ 藤澤 正人 フジサワ マサヒト M 大阪府
168 フルコースJ 藤田 栄一 フジタ エイイチ M 京都府
169 フルコースJ 二村 仁士 フタムラ ヒトシ M 大阪府
170 フルコースJ 古川 敏雄 フルカワ トシオ M 京都府
171 フルコースJ 前田 鉄夫 マエダ テツオ M 兵庫県
172 フルコースJ 巻田 貴明 マキタ タカアキ M 京都府
173 フルコースJ 牧野 州広 マキノ クニヒロ M 兵庫県 鉄板こうなん
174 フルコースJ 桝本 明宏 マスモト アキヒロ M 京都府
175 フルコースJ 松井 崇好 マツイ タカヨシ M 兵庫県 ＠ＷＡＶＥ
176 フルコースJ 松岡 弘二 マツオカ コウジ M 兵庫県
177 フルコースJ 松本 拓 マツモト タク M 奈良県
178 フルコースJ 松本 祥忠 マツモト ヒロタダ M 大阪府
179 フルコースJ 三谷 誠司 ミタニ セイジ M 京都府 Wind power
180 フルコースJ 三矢 浩太 ミツヤ コウタ M 栃木県
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181 フルコースJ 森本 修 モリモト オサム M 兵庫県
182 フルコースJ 守屋 芳夫 モリヤ ヨシオ M 京都府
183 フルコースJ 八木 昭太 ヤギ ショウタ M 京都府
184 フルコースJ 八木 大輔 ヤギ ダイスケ M 京都府
185 フルコースJ 山田 勝 ヤマダ マサル M 大阪府
186 フルコースJ 養會 謙一郎 ヨウエ ケンイチロウ M 兵庫県 鉄板こうなん
187 フルコースJ 吉田 加代子 ヨシダ カヨコ F 大阪府 枚好きチャリ部
188 フルコースJ 吉田 正也 ヨシダ マサヤ M 兵庫県
189 フルコースJ 義本 学 ヨシモト マナブ M 兵庫県 team At sky
190 フルコースJ 和田 勝也 ワダ カツヤ M 兵庫県 鉄板こうなん
191 フルコースJ 和田 光夫 ワダ ミツオ M 京都府
192 フルコースJ 和田 勇治 ワダ ユウジ M 奈良県
193 フルコースS 相澤 良太 アイザワ リョウタ M 滋賀県
194 フルコースS 青木 りえ アオキ リエ F 大阪府
195 フルコースS 青柳 徹 アオヤギ トオル M 京都府
196 フルコースS 浅井 博志 アサイ ヒロシ M 石川県 ROMAN
197 フルコースS 浅田 祥活 アサダ ヨシヒロ M 滋賀県
198 フルコースS 安食 茂信 アジキ シゲノブ M 大阪府
199 フルコースS 芦田 昌則 アシダ マサノリ M 京都府 JBチャリダー
200 フルコースS 芦原 健 アシハラ ケン M 福井県 ㈱芦原楽器自転車部
201 フルコースS 足立 惠美 アダチ エミ F 京都府
202 フルコースS 阿南 龍哉 アナミ タツヤ M 兵庫県
203 フルコースS 阿南 智子 アナミ トモコ F 兵庫県
204 フルコースS 新嘉喜 康治 アラカキ ヤスハル M 兵庫県 ちゃりーず
205 フルコースS 荒木 正登 アラキ マサト M 京都府
206 フルコースS 有本 皓一 アリモト コウイチ M 京都府
207 フルコースS 案浦 智彦 アンノウラ トモヒコ M 兵庫県
208 フルコースS 井口 美央 イグチ ヨシヒサ M 大阪府
209 フルコースS 池村 純子 イケムラ ジュンコ F 石川県
210 フルコースS 石井 綾恭 イシイ リョウスケ M 兵庫県
211 フルコースS 石田 正文 イシダ マサフミ M 三重県
212 フルコースS 石本 崚 イシモト リョウ M 京都府 堀場製作所自転車倶楽部
213 フルコースS 礒田 泰之 イソダ ヤスユキ M 滋賀県 ジョグバカ
214 フルコースS 磯部 翔一 イソベ ショウイチ M 大阪府
215 フルコースS 一宮 祐輔 イチミヤ ユウスケ M 兵庫県 @wave
216 フルコースS 伊藤 孝 イトウ タカシ M 大阪府 がに股倶楽部
217 フルコースS 伊藤 秀樹 イトウ ヒデキ M 兵庫県 Black Sheep
218 フルコースS 伊藤 友一 イトウ ユウイチ M 三重県
219 フルコースS 糸本 守 イトモト マモル M 大阪府 伊丹NCC
220 フルコースS 稲葉 真 イナバ マコト M 兵庫県
221 フルコースS 稲端 武 イナハタ タケシ M 大阪府 Artigiani
222 フルコースS 井沼 将仁 イヌマ マサヨシ M 大阪府
223 フルコースS 今居 英和 イマイ ヒデカズ M 京都府
224 フルコースS 今井 意晴 イマイ ムネハル M 大阪府
225 フルコースS 入江 和大 イリエ カズヒロ M 京都府 堀場製作所自転車倶楽部
226 フルコースS 岩崎 晃一 イワサキ コウイチ M 福井県
227 フルコースS 岩崎 麻美 イワサキ マサミ F 福井県 武丹本舗
228 フルコースS 岩本 昌志 イワモト マサシ M 京都府 csy
229 フルコースS 上野 圭子 ウエノ ケイコ F 茨城県
230 フルコースS 魚住 貴志 ウオズミ タカシ M 大阪府
231 フルコースS 大石 剣太 オオイシ ケンタ M 京都府
232 フルコースS 大石 豊 オオイシ ユタカ M 京都府
233 フルコースS 大川 陽一 オオカワ ヨウイチ M 京都府
234 フルコースS 大久保 俊幸 オオクボ トシユキ M 大阪府
235 フルコースS 大杉 成実 オオスギ ナルミ M 愛知県
236 フルコースS 大槻 道久 オオツキ ミチヒサ M 京都府
237 フルコースS 大槻 義則 オオツキ ヨシノリ M 京都府 堀場製作所自転車倶楽部
238 フルコースS 大西 敦子 オオニシ アツコ F 滋賀県 チームBonBon
239 フルコースS 大野 良朋 オオノ ヨシトモ M 兵庫県
240 フルコースS 大橋 明 オオハシ アキラ M 静岡県
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241 フルコースS 大原 真介 オオハラ シンスケ M 大阪府
242 フルコースS 大町 辰也 オオマチ タツヤ M 兵庫県 伊丹NCC
243 フルコースS 大宅 悟朗 オオヤケ ゴロウ M 兵庫県
244 フルコースS 大宅 幸代 オオヤケ ユキヨ F 兵庫県
245 フルコースS 大山 宏和 オオヤマ ヒロカズ M 福井県 福井鉄人会
246 フルコースS 岡 孝征 オカ タカユキ M 京都府
247 フルコースS 岡崎 年晴 オカザキ トシハル M 兵庫県
248 フルコースS 岡部 哲也 オカベ テツヤ M 大阪府
249 フルコースS 岡部 則子 オカベ ノリコ F 滋賀県 チームBenBen
250 フルコースS 岡本 将司 オカモト マサシ M 京都府 ちぃむジョグ馬鹿
251 フルコースS 岡本 幸紀男 オカモト ユキオ M 京都府
252 フルコースS 荻野 雄士 オギノ ユウト M 兵庫県
253 フルコースS 沖本 達也 オキモト タツヤ M 兵庫県 YAYAC
254 フルコースS 奥田 裕介 オクダ ユウスケ M 大阪府
255 フルコースS 奥原 令子 オクハラ リョウコ F 大阪府
256 フルコースS 奥村 武志 オクムラ タケシ M 兵庫県
257 フルコースS 尾崎 春菜 オザキ ハルナ F 大阪府
258 フルコースH 大月 哲史 おおつきさとし M 奈良県
259 フルコースS 織田 修 オリタ オサム M 大阪府
260 フルコースS 加崎 純一 カサキ ジュンイチ M 鳥取県
261 フルコースS 勝井 達也 カツイ タツヤ M 京都府
262 フルコースS 勝平 智也 カツヒラ トモヤ M 大阪府
263 フルコースS 加藤 幾夫 カトウ イクオ M 京都府 FBU
264 フルコースS 加藤 正樹 カトウ マサキ M 京都府
265 フルコースS 門田 直哉 カドタ ナオヤ M 鳥取県
266 フルコースS 門永 健一 カドナガ ケンイチ M 大阪府 ランベスタ
267 フルコースS 金子 宏樹 カネコ ヒロキ M 兵庫県
268 フルコースS 金本 公一 カネモト コウイチ M 大阪府
269 フルコースS 釜山 彩 カマヤマ アヤ F 大阪府
270 フルコースS 釜山 大樹 カマヤマ タイキ M 大阪府
271 フルコースS 神本 博勝 カミモト ヒロマサ M 兵庫県 Black Sheep
272 フルコースS 烏田 大吾 カラスダ ダイゴ M 大阪府
273 フルコースS 河合 としはる カワイ トシハル M 福井県 武丹本舗
274 フルコースS 川上 勲 カワカミ イサオ M 大阪府
275 フルコースS 川上 博久 カワカミ ヒロヒサ M 大阪府
276 フルコースS 川上 善孝 カワカミ ヨシタカ M 京都府 heroheroHEROes
277 フルコースS 河島 茂 カワシマ シゲル M 大阪府
278 フルコースS 川林 康成 カワバヤシ ヤスナリ M 大阪府
279 フルコースS 上林 一昌 カンバヤシ カズマサ M 京都府
280 フルコースS 菊池 幸忠 キクチ ユキタダ M 大阪府
281 フルコースS 喜多 貴嗣 キタ タカツグ M 兵庫県
282 フルコースS 北島 秀有記 キタジマ ヒデユキ M 大阪府 ちゃりーず
283 フルコースS 北野 真稚子 キタノ マチコ F 石川県 デュポンタン
284 フルコースS 北林 伸介 キタバヤシ シンスケ M 奈良県
285 フルコースS 北村 俊明 キタムラ トシアキ M 京都府 チームjamシニア
286 フルコースS 橘高 伸五 キッタカ シンゴ M 愛知県
287 フルコースS 木戸西 直哉 キドニシ ナオヤ M 大阪府 ちゃりーず
288 フルコースS 木村 聡 キムラ サトシ M 大阪府 ZippyOB
289 フルコースS 桐村 寛 キリムラ ヒロシ M 滋賀県 チームベンベン
290 フルコースS 久保 累 クボ ルイ M 京都府 堀場製作所自転車倶楽部
291 フルコースS 呉山 友崇 クレヤマ トモタカ M 滋賀県 GSバンビーノ
292 フルコースS 河野 勝人 コウノ カツヒト M 京都府
293 フルコースS 越川 友幸 コシカワ トモユキ M 京都府
294 フルコースS 小島 庄太郎 コジマ ショウタロウ M 京都府
295 フルコースS 小銭 賢 コゼニ サトシ M 兵庫県
296 フルコースS 木庭 英治 コバ エイジ M 滋賀県
297 フルコースS 小林 弘明 コバヤシ ヒロアキ M 兵庫県 @WAVE
298 フルコースS 小林 史彦 コバヤシ フミヒコ M 京都府 jamシニア
299 フルコースS 小峰 正治 コミネ マサハル M 大阪府
300 フルコースS 薦田 俊一 コモダ トシカズ M 大阪府
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301 フルコースS 小森 大介 コモリ ダイスケ M 滋賀県 TEAM  JB
302 フルコースS 小山 亮子 コヤマ リョウコ F 兵庫県
303 フルコースS 後和 拓延 ゴワ ヒロノブ M 兵庫県
304 フルコースS 近藤 彰男 コンドウ アキオ M 奈良県
305 フルコースS 嵯峨 昭洋 サガ アキヒロ M 福井県
306 フルコースS 酒井 延行 サカイ ノブユキ M 岡山県 チームBonBon
307 フルコースS 坂井 秀孝 サカイ ヒデタカ M 大阪府
308 フルコースS 坂本 賢一 サカモト ケンイチ M 大阪府
309 フルコースS 坂本 達哉 サカモト タツヤ M 香川県
310 フルコースS 坂本 敏子 サカモト トシコ F 大阪府
311 フルコースS 坂本 幸信 サカモト ユキノブ M 京都府
312 フルコースS 櫻井 伸 サクライ シン M 東京都 シクロクラブ
313 フルコースS 佐古 美保 サコ ミホ F 大阪府
314 フルコースS 佐々木 和実 ササキ カズミ M 福井県 TEAM203
315 フルコースS 佐々木 崇 ササキ タカシ M 福井県 たけだ友の会
316 フルコースS 佐藤 弘明 サトウ ヒロアキ M 京都府
317 フルコースS 佐藤 浩通 サトウ ヒロミチ M 兵庫県
318 フルコースS 澤田 明人 サワダ アキヒト M 大阪府 CCOPP
319 フルコースS 塩田 憲康 シオダ ノリヤス M 福井県 福井鉄人会
320 フルコースS 塩塚 誠 シオツカ マコト M 大阪府
321 フルコースS 塩見 貴秀 シオミ タカヒデ M 京都府
322 フルコースS 塩見 康幸 シオミ ヤスユキ M 京都府
323 フルコースS 志田 耕 シダ コウ M 新潟県
324 フルコースS 篠田 淳 シノダ アツシ M 大阪府
325 フルコースS 柴田 剛 シバタ ツヨシ M 兵庫県
326 フルコースS 柴田 正義 シバタ マサヨシ M 京都府 jamシニア
327 フルコースS 嶋谷 昭則 シマタニ アキノリ M 兵庫県
328 フルコースS 清水 尚志 シミズ ヒサシ M 大阪府 いちもくさん
329 フルコースS 下條 寛顕 シモジョウ ヒロアキ M 福岡県
330 フルコースS 白尾 高 シラオ タカシ M 京都府 堀場製作所自転車倶楽部
331 フルコースS 白数 文也 シラス フミヤ M 滋賀県
332 フルコースS 白原 崇嗣 シロハラ タカシ M 兵庫県 SHRC
333 フルコースS 秦 秀彦 シン ヒデヒコ M 大阪府 スーパーブルーブラッドムーン
334 フルコースS 杉崎 雅俊 スギサキ マサトシ M 京都府 CSY
335 フルコースS 杉山 栄司 スギヤマ エイジ M 兵庫県 HEART  BEAT但馬
336 フルコースS 杉山 斉 スギヤマ ヒトシ M 滋賀県 GIANT OWNERS CLUB
337 フルコースS 鈴木 珠美 スズキ タマミ F 京都府
338 フルコースS 鈴木 雅樹 スズキ マサキ M 大阪府
339 フルコースS 鈴木 佑香 スズキ ユカ F 栃木県
340 フルコースS 瀬尾 智則 セオ トモノリ M 兵庫県 team e.s.p.
341 フルコースS 妹尾 唯史 セノオ タダシ M 奈良県 服部倶楽部
342 フルコースS 曽根 力 ソネ チカラ M 大阪府
343 フルコースS 大道 健一 ダイドウ ケンイチ M 大阪府
344 フルコースS 臺野 一郎 ダイノ イチロウ M 京都府
345 フルコースS 高島 千秋 タカシマ チアキ M 福井県 福井鉄人会
346 フルコースS 高田 里美 タカダ サトミ F 福井県 福井鉄人会
347 フルコースS 高田 誠路 タカタ セイジ M 京都府
348 フルコースS 高田 衛 タカダ マモル M 京都府 jamシニア
349 フルコースS 高橋 一成 タカハシ イッセイ M 京都府
350 フルコースS 高橋 忍 タカハシ シノブ M 奈良県
351 フルコースS 高橋 直樹 タカハシ ナオキ M 京都府 サイクリング☆スター
352 フルコースS 高橋 康文 タカハシ ヤスフミ M 大阪府
353 フルコースS 高畑 佳史 タカハタ ヨシフミ M 大阪府
354 フルコースS 高原 俊也 タカハラ トシヤ M 奈良県
355 フルコースS 高柳 泰 タカヤナギ ヒロシ M 大阪府
356 フルコースS 田久世 奈々子 タクセ ナナコ F 兵庫県 Black Sheep
357 フルコースS 田口 慎一郎 タグチ シンイチロウ M 兵庫県 team +FUN
358 フルコースS 武井 庸祐 タケイ ヨウスケ M 兵庫県 SHRC
359 フルコースS 竹野 雍夫 タケノ ヤスオ M 福井県
360 フルコースS 竹原 正典 タケハラ マサノリ M 兵庫県
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361 フルコースS 田中 繁雄 タナカ シゲオ M 京都府 ACTON
362 フルコースS 田中 宏和 タナカ ヒロカズ M 大阪府
363 フルコースS 田中 良典 タナカ ヨシノリ M 大阪府 Team HONDE
364 フルコースH 田中英治 タナカエイジ M 石川
365 フルコースS 田辺 真一 タナベ シンイチ M 福井県 taketomo
366 フルコースS 田邉 真一 タナベ シンイチ M 京都府
367 フルコースS 谷口 雅人 タニグチ マサト M 京都府
368 フルコースS 田原 勝巳 タハラ カツミ M 兵庫県 At Sky
369 フルコースS 塚田 均 ツカダ ヒトシ M 大阪府
370 フルコースS 辻 丈介 ツジ ジョウスケ M 兵庫県 JSKサイクリングフォース
371 フルコースS 辻内 敏弥 ツジウチ トシヤ M 奈良県
372 フルコースS 土橋 覚 ツチハシ サトル M 福井県
373 フルコースS 堤 正範 ツツミ マサノリ M 福井県 TEAM203
374 フルコースS 寺下 正明 テラシタ マサアキ M 福井県 武丹本舗
375 フルコースS 寺本 達哉 テラモト タツヤ M 兵庫県
376 フルコースS 豊岡 秀和 トヨオカ ヒデカズ M 京都府 チーム Ben Ben
377 フルコースS 豊田 悦詩 トヨダ エツシ M 京都府
378 フルコースS 内藤 健太 ナイトウ ケンタ M 滋賀県
379 フルコースS 内藤 昌幸 ナイトウ マサユキ M 滋賀県
380 フルコースS 中居 章 ナカイ アキラ M 京都府
381 フルコースS 長井 純平 ナガイ ジュンペイ M 東京都 ECL
382 フルコースS 中井 敏克 ナカイ トシカツ M 京都府
383 フルコースS 長尾 篤人 ナガオ アツヒト M 京都府
384 フルコースS 中澤 富男 ナカザワ トミオ M 京都府
385 フルコースS 中嶋 茂樹 ナカシマ シゲキ M 石川県 TONDEMO CLUB
386 フルコースS 永島 滋彦 ナガシマ シゲヒコ M 京都府
387 フルコースS 中田 学 ナカタ マナブ M 兵庫県
388 フルコースS 中野 祥一朗 ナカノ ショウイチロウ M 京都府
389 フルコースS 中原 毅 ナカハラ タケシ M 京都府 マクセル双輪会
390 フルコースS 中村 誠次 ナカムラ セイジ M 大阪府 サイクリングスター
391 フルコースS 中村 俊孝 ナカムラ トシタカ M 兵庫県 茶利's
392 フルコースS 中村 知樹 ナカムラ トモキ M 大阪府
393 フルコースS 中村 嘉伸 ナカムラ ヨシノブ M 愛知県
394 フルコースS 中矢 昌貴 ナカヤ マサキ M 大阪府 ぽん
395 フルコースS 七村 優妃 ナナムラ ユキ F 大阪府
396 フルコースS 西垣 多佳子 ニシガキ タカコ F 京都府 福知山ちゃりだー
397 フルコースS 西川 和也 ニシカワ カズヤ M 京都府
398 フルコースS 西川 徹 ニシカワ トオル M 京都府 堀場製作所自転車倶楽部
399 フルコースS 西川 英明 ニシカワ ヒデアキ M 滋賀県
400 フルコースS 西山 かよみ ニシヤマ カヨミ F 京都府
401 フルコースS 丹羽 慎平 ニワ シンペイ M 愛知県
402 フルコースS 温水 徳彦 ヌクミズ ノリヒコ M 京都府 ち～む亀
403 フルコースS 布谷 一樹 ヌノタニ カズキ M 兵庫県
404 フルコースS 野崎 敬史 ノザキ タカシ M 滋賀県 GSバンビーノ
405 フルコースS 野々山 聖 ノノヤマ ヒジリ M 愛知県
406 フルコースS 野村 和広 ノムラ カズヒロ M 京都府
407 フルコースS 野村 正一郎 ノムラ ショウイチロウ M 京都府 情報センター自転車部
408 フルコースS 長谷川 秀一 ハセガワ シュウイチ M 兵庫県
409 フルコースS 秦 健司 ハタ ケンジ M 京都府
410 フルコースS 波田 慎太郎 ハダ シンタロウ M 京都府
411 フルコースS 波多野 一隆 ハタノ カズタカ M 京都府 チームBen Ben
412 フルコースS 服部 篤史 ハットリ アツシ M 京都府
413 フルコースS 花木 修 ハナキ オサム M 京都府
414 フルコースS 林 丈裕 ハヤシ タケヒロ M 兵庫県 Black Sheep
415 フルコースS 林 裕美子 ハヤシ ユミコ F 福井県 武丹本舗
416 フルコースS 早野 美彦 ハヤノ ヨシヒコ M 大阪府
417 フルコースS 東 和人 ヒガシ カズト M 千葉県
418 フルコースS 東 健喜 ヒガシ ケンキ M 奈良県
419 フルコースS 東 道裕 ヒガシ ミチヒロ M 奈良県
420 フルコースS 人見 将宏 ヒトミ マサヒロ M 滋賀県 チームBen Ben
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421 フルコースS 兵頭 修二 ヒョウドウ シュウジ M 京都府
422 フルコースS 平井 亜矢子 ヒライ アヤコ F 大阪府
423 フルコースS 平野 宗利 ヒラノ ムネトシ M 京都府 Artigiani
424 フルコースS 廣嶋 勉 ヒロシマ ツトム M 京都府 チームJamシニア
425 フルコースS 廣田 一憲 ヒロタ カズノリ M 京都府 福知山ちゃりだー
426 フルコースS 藤井 雅春 フジイ マサハル M 大阪府
427 フルコースS 藤岡 文男 フジオカ フミオ M 福井県 武丹本舗
428 フルコースS 藤澤 琢磨 フジサワ タクマ M 滋賀県
429 フルコースS 藤澤 晴江 フジサワ ハルエ F 滋賀県
430 フルコースS 藤田 和成 フジタ カズナリ M 兵庫県 茶利's
431 フルコースS 藤田 勉 フジタ ツトム M 滋賀県
432 フルコースS 藤田 早人 フジタ ハヤト M 京都府 jamシニア
433 フルコースS 藤田 吉輝 フジタ ヨシテル M 大阪府
434 フルコースS 藤野 栄介 フジノ エイスケ M 兵庫県
435 フルコースS 藤林 将之 フジバヤシ マサユキ M 滋賀県
436 フルコースS 藤本 重一 フジモト シゲイチ M 兵庫県
437 フルコースS 藤原 敏宏 フジワラ トシヒロ M 京都府
438 フルコースS 藤原 弘樹 フジワラ ヒロキ M 京都府
439 フルコースS 文倉 慎太郎 フミクラ シンタロウ M 三重県
440 フルコースS 古川 裕 フルカワ ユタカ M 京都府 jamシニア
441 フルコースS 古谷 広志 フルタニ ヒロシ M 兵庫県
442 フルコースS 保坂 吉宣 ホサカ ヨシノリ M 石川県
443 フルコースS 細井 隆 ホソイ タカシ M 京都府
444 フルコースS 堀 伸幸 ホリ ノブユキ M 福井県 Team203
445 フルコースS 堀江 淳一 ホリエ ジュンイチ M 兵庫県
446 フルコースS 堀江 つかさ ホリエ ツカサ F 京都府
447 フルコースS 堀地 肇 ホリチ ハジメ M 富山県
448 フルコースS 本田 威 ホンダ タケル M 兵庫県
449 フルコースS 前田 俊雄 マエダ トシオ M 兵庫県
450 フルコースS 前田 義範 マエダ ヨシノリ M 大阪府 ＴＲＡＰ
451 フルコースS 前野 耕三 マエノ コウゾウ M 兵庫県
452 フルコースS 真狩 晃生 マカリ コウセイ M 兵庫県
453 フルコースS 牧野 和音 マキノ カズネ M 京都府 高1
454 フルコースS 牧野 貴文 マキノ タカフミ M 京都府
455 フルコースS 牧本 茂朗 マキモト シゲアキ M 大阪府 ATA梅田
456 フルコースS 増田 寛章 マスダ ヒロアキ M 福井県 team203
457 フルコースS 又野 健二 マタノ ケンジ M 奈良県
458 フルコースS 松井 朋之 マツイ トモユキ M 滋賀県
459 フルコースS 松井 裕一 マツイ ユウイチ M 滋賀県 好き勝手サイクリング部
460 フルコースS 松井 克多 マツイ ヨシカズ M 兵庫県 Life Ride
461 フルコースS 松尾 岩翁 マツオ イワオ M 奈良県
462 フルコースS 松岡 英二 マツオカ エイジ M 大阪府
463 フルコースS 松崎 知尋 マツザキ トモヒロ M 京都府
464 フルコースS 松田 諭 マツダ サトシ M 石川県 ローマン
465 フルコースS 松田 茂 マツダ シゲル M 大阪府
466 フルコースS 松本 知 マツモト サトル M 奈良県 シルクロード
467 フルコースS 松本 達哉 マツモト タツヤ M 京都府
468 フルコースS 松本 敏夫 マツモト トシオ M 福井県 武丹本舗
469 フルコースS 丸山 和人 マルヤマ カズト M 京都府 堀場製作所自転車倶楽部
470 フルコースS 丸山 和己 マルヤマ カズミ M 岡山県
471 フルコースS 丸山 仁恵 マルヤマ ヒトエ F 福井県 福井鉄人会
472 フルコースS 馬渡 功一 マワタリ コウイチ M 京都府 MCC
473 フルコースS 水口 秀和 ミズグチ ヒデカズ M 京都府
474 フルコースS 道田 博代 ミチダ ヒロヨ F 京都府
475 フルコースS 光川 隆司 ミツカワ リュウジ M 福井県 team203
476 フルコースS 三ツ木 隆将 ミツギ タカユキ M 京都府
477 フルコースS 美濃 博 ミノ ヒロシ M 京都府
478 フルコースS 御牧 謙吾 ミマキ ケンゴ M 滋賀県
479 フルコースS 宮本 孝司 ミヤモト コウジ M 福井県
480 フルコースS 向井 弘 ムカイ ヒロシ M 福井県 武丹本舗
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481 フルコースS 村岡 正彦 ムラオカ マサヒコ M 京都府
482 フルコースS 村上 直也 ムラカミ ナオヤ M 京都府
483 フルコースS 村上 範行 ムラカミ ノリユキ M 京都府
484 フルコースS 村上 雅也 ムラカミ マサヤ M 京都府 サイクリング☆スター
485 フルコースS 村上 光男 ムラカミ ミツオ M 鳥取県 H.I.A Racing
486 フルコースS 室山 雅哉 ムロヤマ マサヤ M 大阪府 kuis
487 フルコースS 飯井 達也 メシイ タツヤ M 大阪府
488 フルコースS 元井 和彦 モトイ カズヒコ M 京都府
489 フルコースS 本橋 廣一 モトハシ ヒロカズ M 大阪府
490 フルコースS 本山 昌克 モトヤマ マサカツ M 愛知県 DMCX
491 フルコースS 森口 真久 モリグチ マサヒサ M 京都府
492 フルコースS 森口 靖弘 モリグチ ヤスヒロ M 兵庫県 伊丹NCC
493 フルコースS 森田 希巳成 モリタ マミナ M 京都府
494 フルコースS 守山 昭二 モリヤマ ショウジ M 兵庫県
495 フルコースS 矢島 克彦 ヤジマ カツヒコ M 兵庫県
496 フルコースS 八島 公一郎 ヤシマ コウイチロウ M 滋賀県 GSバンビーノ
497 フルコースS 安田 翔太 ヤスダ ショウタ M 京都府
498 フルコースS 柳澤 桂子 ヤナギサワ ケイコ F 福井県 203
499 フルコースS 山口 勝 ヤマグチ マサル M 京都府 jamシニア
500 フルコースS 山田 克 ヤマダ カツ M 大阪府
501 フルコースS 山田 健太 ヤマダ ケンタ M 大阪府
502 フルコースS 山田 新也 ヤマダ シンヤ M 滋賀県
503 フルコースS 山田 泰三 ヤマダ タイゾウ M 福井県
504 フルコースS 山根 寿志 ヤマネ ヒサシ M 京都府 FBU
505 フルコースS 山根 裕紀 ヤマネ ヒロキ M 兵庫県 SHRC
506 フルコースS 山本 博 ヤマモト ヒロシ M 京都府
507 フルコースS 山盛 康雄 ヤマモリ ヤスオ M 京都府
508 フルコースS 弓削 照行 ユゲ テルユキ M 京都府
509 フルコースS 吉井 龍太 ヨシイ リュウタ M 福井県
510 フルコースS 吉田 絵美子 ヨシダ エミコ F 福井県 TEAM203
511 フルコースS 吉田 浩 ヨシダ ヒロシ M 大阪府
512 フルコースS 嘉久 大塚 ヨシヒサ オオツカ M 大阪府 サイクリングスター
513 フルコースS 吉森 圭太 ヨシモリ ケイタ M 大阪府
514 フルコースS 若井 幹夫 ワカイ ミキオ M 大阪府
515 フルコースS 若代 健 ワカシロ タケシ M 大阪府
516 フルコースS 若林 良樹 ワカバヤシ ヨシキ M 福井県
517 フルコースS 和久利 悟嗣 ワクリ サトシ M 大阪府
518 フルコースS 和佐 泰宏 ワサ ヤスヒロ M 兵庫県
519 フルコースT 祖母井 正樹 うばがい まさき M 滋賀
520 フルコースT 梅澤 楽音 ウメザワ ガクト M 京都府
521 フルコースT 木下 強 きのした つよし M 滋賀
522 フルコースT 暮部 昌洋 くれべ まさひろ M 京都府
523 フルコースT 小嶋 健太郎 こじま けんたろう M 滋賀
524 フルコースT 小林良二 こばやしりょうじ M 滋賀
525 フルコースT 櫻井 大輔 さくらい だいすけ M 京都府
526 フルコースT 嶋野 裕之 シマノ ヒロユキ M 京都府
527 フルコースT 丹後 政典 たんご まさのり M 福井県
528 フルコースT 中西 滋 なかにし しげる M 京都府
529 フルコースT 土方 敦史 ひじかた あつし M 京都府
530 フルコースT 松田 宗久 まつだむねひさ M 滋賀
531 フルコースT 三浦博人 みうらひろと M 京都府
532 フルコースT 村瀬 晃史 ムラセ コウジ M 京都府
533 フルコースT 守分 佑介 もりわけ ゆうすけ M 滋賀
534 フルコースT 山田 修司 ヤマダ シュウジ M 京都府
535 フルコースT 吉田 孝 よしだ たかし M 福井県
536 フルコースS 樋野 満 ヒノ ミツル M 大阪府 C.t いちもくさん
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