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

2 中野 雄太 なかの ゆうた 京都 同志社大学

4 水本 凌 みずもと りょう 京都府 同志社大学
5 平林 臣一 ひらばやし たかひと大阪 大阪経済大学 12.500

7 疋田 峻一 ひきだ しゅんいち 大阪 大阪経済大学 12.220

8 手嶋 豊 てしま ゆたか 大阪府 関西大学 12.380

9 大西 崇公 おおにし たかひろ 京都府 同志社大学
11 井上 人志 いのうえ ひとし 大阪 VC VELOCE 13.100

12 野島 遊 のじま ゆう 大阪 12.680

15 松田 麿城 まつだ  ましろ 京都 龍谷大学付属平安高校
17 福留 康介 ふくどめ こうすけ 岡山県 イナーメ信濃山形
20 太田 大揮 おおた だいき 大阪府 チーム白星 12.120

22 根田 裕司 ねだ ゆうじ 大阪 ネクストリーム・うどん虹や

23 出口 謙一郎 でぐち けんいちろう大阪府 茨木工科高等学校 12.440

24 谷 和也 たに かずや 大阪府 12.100

26 村上 翔馬 むらかみ しょうま 大阪 大阪産業大学 12.260

27 久乗 捷吾 くのり しょうご 京都府 大阪工業大学 12.220

28 杉江 茂樹 すぎえ しげき 大阪府 CWASPアタリ前田 12.100

29 姫野 正志 ひめの まさし 兵庫県 ゼロウノフロンティア 12.010

30 福元 啓太 ふくもと けいた 大阪 関西大学 11.660

31 小原 洋未 おはら ひろみ 兵庫 リオンかベローチェ 12.770

33 松村 維也 まつむら ゆいや 愛知県 滝高校 13.130

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

34 田村 健人 たむら けんと 大阪府coraggio kawanisi cycling team junior youth 15.260

36 冨士 諒人 ふじ まさと 京都府 13.470

37 服部 和成 はっとり かずなり 京都府 14.540

38 橋角 俊之 はしずみ としゆき 大阪府 エキップリオン
39 丹羽  優輔 にわ  ゆうすけ 京都府 花園高校 12.760

41 土田 誠二 つちだ せいじ 大阪府 つうばいつう 13.800

44 當麻 雄大 とうま ゆうだい 大阪府 ナカガワRC 14.270

45 近藤 靖矩 こんどう やすのり 大阪 12.090

47 前田 堅一朗 まえだ けんいちろう大阪 CWASPアタリ前田 12.410

48 今村 有亨 いまむら ありみち 京都府 PRTコセキ 12.630

49 太田 大地 おおた だいち 京都 K@2
50 北里 拳吾 きたざと けんご 京都府 花園高校 13.120

51 新開 隆人 しんかい りゅうじ 兵庫 Coraggio Kawanishi Cycling Team 13.730

55 黄 祥悦 こう よしのぶ 大阪府 関西大学 12.870

56 木下 正季 きのした まさき 大阪 エキップリオン 12.890

57 太田 瑛士 オオタ エイジ 京都府 花園高校
60 野崎 翼 のざき つばさ 大阪府 大阪大学 13.310

61 島 奨乃 しま しょうの 大阪 Fortuna Tredici 12.150

63 山本 晃司 やまもと こうじ 岡山 チーム岡山 13.380

64 善本 航平 よしもと こうへい 京都府 チームフライハイト
65 中釜 健次 なかがま たつひで 大阪府

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

67 大永 徳彦 おおなが のりひこ 兵庫県 トラクターRC

68 小山 知怜 おやま ちさと 京都府 PRTコセキ 15.420

70 腰山 雅大 こしやま まさひろ 兵庫県 All-City Cycles 14.810

71 田口 純也 たぐち じゅんや 兵庫県 662CCC 14.300

73 山本 篤弘 やまもと あつひろ 京都府 花園高校
76 一和 貴之 いちわ たかし 福井県 RiseｰRT 14.670

77 畑 正樹 はた まさき 滋賀県 SAMZSPEED
78 大石 倫太郎 おおいし りんたろう京都 花園高校

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

82 伊藤 優以 いとう ゆい 兵庫県 Team ZERO UNO FRONTIER

83 奥平 厚子 おくだいら あつこ 兵庫 Team ZERO UNO FRONTIER 14.990

85 島袋 陽子 シマブクロヨウコ 兵庫県 エキップリオン 14.530

87 豊岡 英子 とよおか あやこ 大阪府

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

88 片山 和彦 かたやま かずひこ 奈良 Team ZERO UNO FRONTIER 13.590

89 保崎 治也 ほざき はるや 京都府 Rise RT　MIYAMA 15.000

90 鈴木 章弘 すずき あきひろ 京都府
92 得津 公義 とくつ きみよし 大阪 北摂すからと〜れ 14.770

93 新井 宏昭 あらい ひろあき 和歌山 レバンサイクルRT 14.060

95 鍋山 聡 なべやま さとし 大阪 岸和田練習会　 13.960

96 小田 一仁 おだ かずひと 愛知県 サクラマチサイクル
97 藤田 季之 ふじた としゆき 大阪府 ドゥールース 13.930

98 赤井 宏充 あかい ひろみつ 京都 masahikomifune.com
99 鈴木 ただし すずき ただし 京都 ドゥールース。。。合ってる？💛 13.680

100 板崎 寿一 いたざき としかず 三重県 Aoyama　Rockets RT 14.740

101 堀田 マナブ ほった まなぶ 京都府 Teamまんま 14.900

102 北川 太郎 きたがわ たろう 兵庫県 VC VELOCE プロッシモ 14.610

103 小出 浩雅 こいで ひろまさ 三重県 m&m cycle factory 14.020

104 生駒 茂 いこま しげる 兵庫 VC VELOCE トラック
105 廣井 浩一 ひろい こういち 岐阜県 CARO SPORT 13.270

106 安東  秀倫 あんどう  ひでみち 岡山県 チーム岡山 12.390

R1　200mFTT
№ 氏名 ふりがな area 所属 タイム manual 順位
107 片桐 健 かたぎり たけし 大阪府 自転車で暴れ倒し 13.660

108 川下 拓哉 かわしも たくや 大阪府Coraggio Kawanishi Cycling Team 13.430

110 後藤 謙太郎 ごとう けんたろ 兵庫県 北摂すからと〜れ
111 渡邊 雄太 わたなべ  ゆうた 大阪 NEXTREEM・うどん虹や 13.060

112 木下 泰一 きのした たいち 大阪府 北摂すからと〜れ 14.210

114 石山 幸風 いしやま ゆきかぜ 京都 エスキーナレーシング
120 辻 啓 つじ さとし 大阪府 八ヶ岳CYCLING CLUB 13.160

134 川嶋 祐紀 かわしまゆうき 和歌山 Fortuna Tredici
R2　200mFTT
№ 氏名 ふりがな area 所属 タイム manual 順位
116 梅田 弘之 うめだ ひろゆき 愛知県 13.850

133 川嶋 隆史 かわしま たかし 兵庫
U12  200mFTT
№ 氏名 ふりがな area 所属 タイム manual 順位
123 上田 真太郎 うえだ しんたろう 大阪府 846Limited 17.740

124 内田  樂 うちだ  がく 愛知県 美山サイクリングクラブ 16.990

125 片山 国拓 かたやま くにひろ 奈良 Team ZERO UNO FRONTIER 17.510

135 宮本 結太 みやもとゆうた 兵庫 Coraggio Kawanishi Cycling Team 19.600

U15  200mFTT
№ 氏名 ふりがな area 所属 タイム manual 順位
126 内田  凛 うちだ  りん 愛知県 美山サイクリングクラブ 16.420

127 大野 風貴芽 おおの ふきめ 愛知県 MINOURA大垣レーシング 13.540

128 小林 りょう こばやし りょう 京都府 15.760

129 酒井 寛大 さかい かんだい 三重県 15.560

130 田口 詞也 たぐち つぐなり 兵庫県 662CCC 15.240

131 橋本慎之介 はしもとしんのすけ京都府 15.800

132 保崎 実智子 ほざき みちこ 京都府 Miyama Rise RT 18.090

200FTT 2／2
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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 タイム 順位

1 H 1 真部 拓海 まなべ たくみ 大阪府 大阪経済大学 5.25.94
1 B 2 中野 雄太 なかの ゆうた 京都 同志社大学 5.47.09
2 H 4 水本 凌 みずもと りょう 京都府 同志社大学 5.45.06
2 B 8 手嶋 豊 てしま ゆたか 大阪府 関西大学 5.07.71 1
3 H 9 大西 崇公 おおにし たかひろ 京都府 同志社大学 5.16.04 2
3 B 11 井上 人志 いのうえ ひとし 大阪 VC VELOCE 5.29.69
4 H 13 浅尾 佳弘 あさお よしひろ 大阪府 茨木工科高等学校
4 B 16 山口 忠行 やまぐち ただゆき 広島県 eNShare cycling team 5.41.34
5 H 17 福留 康介 ふくどめ こうすけ 岡山県 イナーメ信濃山形
5 B 18 金井 克磨 かない かつま 大阪府 大阪経済大学 5.21.01 3
6 H 19 島津 尚弥 しまづ なおや 広島県 崇徳高等学校
6 B 25 高井 久就 たかい ひさなり 京都 同志社大学
7 H 30 福元 啓太 ふくもと けいた 大阪 関西大学
7 B

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

1 H 44 當麻 雄大 とうま ゆうだい 大阪府 ナカガワRC 5.41.33 2
1 B 49 太田 大地 おおた だいち 京都 K@2 5.45.41 3
2 H 51 新開 隆人 しんかい りゅうじ 兵庫 Coraggio Kawanishi Cycling Team 5.33.49 1
2 B 56 木下 正季 きのした まさき 大阪 エキップリオン 5.51.86
3 H 63 山本 晃司 やまもと こうじ 岡山 チーム岡山 5.59.38
3 B 66 岩崎 庄平 イワサキ ショウヘイ 京都府 チームフライハイト

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

1 H 67 大永 徳彦 おおなが のりひこ 兵庫県 トラクターRC 5.04.22
1 B 80 大塚 昇平 おおつか しょうへい 大阪府
2 H 39 丹羽  優輔 にわ  ゆうすけ 京都府 花園高校 4.17.62
2 B 50 北里 拳吾 きたざと けんご 京都府 花園高校 4.18.68
3 H 53 畠 晃輝 はた こうき 兵庫県 飾磨工業 4.03.37 1
3 B 19 島津 尚弥 しまづ なおや 広島県 崇徳高等学校 4.03.82 2
4 H 13 浅尾 佳弘 あさお よしひろ 大阪府 茨木工科高等学校 4.11.70 3
4 B

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

1 H 94 金子 光廣 かねこ みつひろ 愛知県 4.28.31 4
1 B 96 小田 一仁 おだ かずひと 愛知県 サクラマチサイクル 4.23.73 2
2 H 100 板崎 寿一 いたざき としかず 三重県 Aoyama　Rockets RT 4.28.01 3
2 B 103 小出 浩雅 こいで ひろまさ 三重県 m&m cycle factory 4.43.28
3 H 105 廣井 浩一 ひろい こういち 岐阜県 CARO SPORT 4.36.05
3 B 106 安東  秀倫 あんどう  ひでみち 岡山県 チーム岡山 4.07.79 1

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

1 H 84 原田 悦子 はらだ えつこ 徳島県 4.36.77 2
1 B 85 島袋 陽子 シマブクロヨウコ 兵庫県 エキップリオン DNS
2 H 86 中里 友香 なかざと ゆか 広島県 eNShare Cycling Team 4.36.43 1
2 B

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

1 H 109 頼近 直純 よりちか なおずみ 滋賀県 Teamまんま 4.37.64 1
1 B

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

1 H 119 神野悠作 じんのゆうさく 大阪 八ヶ岳 CYCLING CLUB 3.00.40 1
1 B 130 田口 詞也 たぐち つぐなり 兵庫県 662CCC 3.24.47 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 タイム 順位
１．白 4 水本 凌 みずもと りょう 京都府同志社大学 5

２．黒 7 疋田 峻一 ひきだ しゅんいち 大阪 大阪経済大学 4
３．赤 17 福留 康介 ふくどめ こうすけ 岡山県イナーメ信濃山形
４．青 20 太田 大揮 おおた だいき 大阪府チーム白星 2
５．黄 23 出口 謙一郎 でぐち けんいちろう 大阪府茨木工科高等学校 3
６．白黒 30 福元 啓太 ふくもと けいた 大阪 関西大学 12.100 1
７．白赤 #N/A #N/A ### #N/A
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 タイム 順位
１．白 5 平林 臣一 ひらばやし たかひと 大阪 大阪経済大学 4

２．黒 10 西村 剛 にしむら たけし 滋賀県瀬田工業高校
３．赤 18 金井 克磨 かない かつま 大阪府大阪経済大学 2
４．青 21 松本 貞行 まつもと さだゆき 京都府Sakatani アンカーマン 3
５．黄 27 久乗 捷吾 くのり しょうご 京都府大阪工業大学 5
６．白黒 31 小原 洋未 おはら ひろみ 兵庫 リオンかベローチェ 12.490 1
７．白赤 #N/A #N/A ### #N/A
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 タイム 順位
１．白 6 窪 翼 くぼ つばさ 愛知県EURO-WORKS Racing

２．黒 14 中元 優一 なかもと ゆういち 京都府 5
３．赤 19 島津 尚弥 しまづ なおや 広島県崇徳高等学校 13.050 1
４．青 22 根田 裕司 ねだ ゆうじ 大阪 ネクストリーム・うどん虹や 3
５．黄 28 杉江 茂樹 すぎえ しげき 大阪府CWASPアタリ前田 2
６．白黒 33 松村 維也 まつむら ゆいや 愛知県滝高校 4
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 35 中前 元久 なかまえ もとひさ 石川 HMG 4

２．黒 42 光成 巧 みつなり たくみ 大阪府大阪工業大学
３．赤 46 児玉 岳史 こだま たけし 福井県CORSA Pelucchi 3
４．青 52 高橋 正幸 たかはし まさゆき 三重県m&m cycle factory 5
５．黄 58 中島 雅央 なかじま まさお 大阪府シマノドリンキング 2
６．白黒 61 島 奨乃 しま しょうの 大阪 Fortuna Tredici 13.250 1
７．白赤 64 善本 航平 よしもと こうへい 京都府チームフライハイト
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 36 冨士 諒人 ふじ まさと 京都府 3

２．黒 43 波多野 正大 はたの まさひろ 京都 5
３．赤 48 今村 有亨 いまむら ありみち 京都府PRTコセキ 2
４．青 54 太田 了允 おおた りょうすけ 大阪府
５．黄 60 野崎 翼 のざき つばさ 大阪府大阪大学 13.600 1
６．白黒 62 堀 ひろゆき ほり ひろゆき 石川県HMG 4
７．白赤 #N/A #N/A ### #N/A
ＴM＋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
１．白 82 伊藤 優以 いとう ゆい 兵庫県Team ZERO UNO FRONTIER 4

２．黒 88 片山 和彦 かたやま かずひこ 奈良 Team ZERO UNO FRONTIER 3
３．赤 91 大村 一良 おおむら かずよし 大阪府PC松本 6
４．青 94 金子 光廣 かねこ みつひろ 愛知県 15.090 1
５．黄 97 藤田 季之 ふじた としゆき 大阪府ドゥールース 2
６．白黒 100 板崎 寿一 いたざき としかず 三重県Aoyama　Rockets RT 5
７．白赤 104 生駒 茂 いこま しげる 兵庫 VC VELOCE トラック
ＴM＋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
１．白 83 奥平 厚子 おくだいら あつこ 兵庫 Team ZERO UNO FRONTIER 4

２．黒 89 保崎 治也 ほざき はるや 京都府Rise RT　MIYAMA 5
３．赤 92 得津 公義 とくつ きみよし 大阪 北摂すからと〜れ 3
４．青 95 鍋山 聡 なべやま さとし 大阪 岸和田練習会　 2
５．黄 98 赤井 宏充 あかい ひろみつ 京都 masahikomifune.com
６．白黒 102 北川 太郎 きたがわ たろう 兵庫県VC VELOCE プロッシモ 6
７．白赤 105 廣井 浩一 ひろい こういち 岐阜県CARO SPORT 14.020 1
ＴM＋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
１．白 85 島袋 陽子 シマブクロヨウコ 兵庫県エキップリオン 4

２．黒 90 鈴木 章弘 すずき あきひろ 京都府
３．赤 93 新井 宏昭 あらい ひろあき 和歌山レバンサイクルRT 6
４．青 96 小田 一仁 おだ かずひと 愛知県サクラマチサイクル 2
５．黄 99 鈴木 ただし すずき ただし 京都 ドゥールース。。。合ってる？💛 3
６．白黒 103 小出 浩雅 こいで ひろまさ 三重県m&m cycle factory 5
７．白赤 106 安東  秀倫 あんどう  ひでみち 岡山県チーム岡山 13.250 1
T1 ケイリン決勝
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cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 タイム 順位
１．白 30 福元 啓太 ふくもと けいた 大阪 関西大学 4

２．黒 20 太田 大揮 おおた だいき 大阪府チーム白星 6
３．赤 31 小原 洋未 おはら ひろみ 兵庫 リオンかベローチェ 12.630 1
４．青 18 金井 克磨 かない かつま 大阪府大阪経済大学 3
５．黄 19 島津 尚弥 しまづ なおや 広島県崇徳高等学校 5
６．白黒 28 杉江 茂樹 すぎえ しげき 大阪府CWASPアタリ前田 2
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 23 出口 謙一郎 でぐち けんいちろう 大阪府茨木工科高等学校 5

２．黒 7 疋田 峻一 ひきだ しゅんいち 大阪 大阪経済大学 4
３．赤 21 松本 貞行 まつもと さだゆき 京都府Sakatani アンカーマン 13.570 1
４．青 5 平林 臣一 ひらばやし たかひと 大阪 大阪経済大学 6
５．黄 22 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 33 松村 維也 まつむら ゆいや 愛知県滝高校 2
T1 ケイリン特選
cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 タイム 順位
１．白 4 水本 凌 みずもと りょう 京都府同志社大学 12.740 1

２．黒 27 久乗 捷吾 くのり しょうご 京都府大阪工業大学 2
３．赤 14 中元 優一 なかもと ゆういち 京都府 3
４．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 61 島 奨乃 しま しょうの 大阪 Fortuna Tredici 12.780 1

２．黒 58 中島 雅央 なかじま まさお 大阪府シマノドリンキング 4
３．赤 46 児玉 岳史 こだま たけし 福井県CORSA Pelucchi 5
４．青 60 野崎 翼 のざき つばさ 大阪府大阪大学 3
５．黄 48 今村 有亨 いまむら ありみち 京都府PRTコセキ 2
６．白黒 36 冨士 諒人 ふじ まさと 京都府
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 35 中前 元久 なかまえ もとひさ 石川 HMG 2

２．黒 52 高橋 正幸 たかはし まさゆき 三重県m&m cycle factory 3
３．赤 62 堀 ひろゆき ほり ひろゆき 石川県HMG 14.530 1
４．青 43 波多野 正大 はたの まさひろ 京都 4
Ｔ3ケイリン決勝
cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 タイム 順位
１．白 71 田口 純也 たぐち じゅんや 兵庫県662CCC 3

２．黒 75 楠田 祥大 くすだ はると 兵庫県 2
３．赤 76 一和 貴之 いちわ たかし 福井県RiseｰRT 6
４．青 77 畑 正樹 はた まさき 滋賀県SAMZSPEED DNS
５．黄 79 元山 宏道 もとやま ひろみち 大阪府日本野鳥の会京都支部 4
６．白黒 80 大塚 昇平 おおつか しょうへい 大阪府 5
７．白赤 81 藤田 隼輔 ふじた しゅんすけ 兵庫県飾磨工業 13.520 1
８．白青 129 酒井 寛大 さかい かんだい 三重県 7
ＴM＋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 94 金子 光廣 かねこ みつひろ 愛知県 2

２．黒 97 藤田 季之 ふじた としゆき 大阪府ドゥールース 6
３．赤 105 廣井 浩一 ひろい こういち 岐阜県CARO SPORT 4
４．青 95 鍋山 聡 なべやま さとし 大阪 岸和田練習会　 3
５．黄 106 安東  秀倫 あんどう  ひでみち 岡山県チーム岡山 13.840 1
６．白黒 96 小田 一仁 おだ かずひと 愛知県サクラマチサイクル 5
ＴM＋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 88 片山 和彦 かたやま かずひこ 奈良 Team ZERO UNO FRONTIER 5

２．黒 82 伊藤 優以 いとう ゆい 兵庫県Team ZERO UNO FRONTIER 4
３．赤 92 得津 公義 とくつ きみよし 大阪 北摂すからと〜れ 6
４．青 83 奥平 厚子 おくだいら あつこ 兵庫 Team ZERO UNO FRONTIER 2
５．黄 99 鈴木 ただし すずき ただし 京都 ドゥールース。。。合ってる？💛 15.730 1
６．白黒 85 島袋 陽子 シマブクロヨウコ 兵庫県エキップリオン 3
ＴM＋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 100 板崎 寿一 いたざき としかず 三重県Aoyama　Rockets RT 14.720 1

２．黒 91 大村 一良 おおむら かずよし 大阪府PC松本 3
３．赤 89 保崎 治也 ほざき はるや 京都府Rise RT　MIYAMA 4
４．青 102 北川 太郎 きたがわ たろう 兵庫県VC VELOCE プロッシモ 5
５．黄 103 小出 浩雅 こいで ひろまさ 三重県m&m cycle factory 2
６．白黒 93 新井 宏昭 あらい ひろあき 和歌山レバンサイクルRT 6

KEIRIN  2／3



 2017/4/9#1Mukoumachi

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 107 片桐 健 かたぎり たけし 大阪府自転車で暴れ倒し 3

２．黒 109 頼近 直純 よりちか なおずみ 滋賀県Teamまんま 8
３．赤 110 後藤 謙太郎 ごとう けんたろ 兵庫県北摂すからと〜れ 6
４．青 111 渡邊 雄太 わたなべ  ゆうた 大阪 NEXTREEM・うどん虹や 10
５．黄 112 木下 泰一 きのした たいち 大阪府北摂すからと〜れ 4
６．白黒 113 大川 友久 おおかわ ともひさ 京都府Project K@2(ケーツー) 7
７．白赤 114 石山 幸風 いしやま ゆきかぜ 京都 エスキーナレーシング DNS
８．白青 115 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 2
９．赤青 120 辻 啓 つじ さとし 大阪府八ヶ岳CYCLING CLUB 9
10．黄黒 134 川嶋 祐紀 かわしまゆうき 和歌山Fortuna Tredici 13.680 1
11．赤黒 136 森田 正徳 もりたまさのり 大阪 オーマイRC 5
Ｒ２ケイリン決勝
cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 タイム 順位
１．白 116 梅田 弘之 うめだ ひろゆき 愛知県 14.340 1

２．黒 117 大山 英俊 おおやま ひでとし 大阪府北摂すからと～れ 3
３．赤 119 神野悠作 じんのゆうさく 大阪 八ヶ岳 CYCLING CLUB 2
４．青 133 川嶋 隆史 かわしま たかし 兵庫 DNS
５．黄 54 太田 了允 おおた りょうすけ 大阪府 4
RL+U12+U15 ケイリン決勝
cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 タイム 順位
１．白 122 和田 香織 わだ かおり 大阪府NHS DNS

２．黒 123 上田 真太郎 うえだ しんたろう 大阪府846Limited 3
３．赤 124 内田  樂 うちだ  がく 愛知県美山サイクリングクラブ 8
４．青 125 片山 国拓 かたやま くにひろ 奈良 Team ZERO UNO FRONTIER 6
５．黄 126 内田  凛 うちだ  りん 愛知県美山サイクリングクラブ 2
６．白黒 128 小林 りょう こばやし りょう 京都府 17.830 1
７．白赤 #N/A #N/A ### #N/A DNS
８．白青 130 田口 詞也 たぐち つぐなり 兵庫県662CCC DNS
９．赤青 131 橋本慎之介 はしもとしんのすけ 京都府 4
10．黄黒 132 保崎 実智子 ほざき みちこ 京都府Miyama Rise RT 5
11．赤黒 135 宮本 結太 みやもとゆうた 兵庫 Coraggio Kawanishi Cycling Team 7
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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 1 真部 拓海 まなべ たくみ 大阪府 大阪経済大学 8
２．黒 3 三浦 翔馬 みうら しょうま 大阪府 大阪経済大学 7
３．赤 6 窪 翼 くぼ つばさ 愛知県 EURO-WORKS Racing DNS
４．青 9 大西 崇公 おおにし たかひろ 京都府 同志社大学 9
５．黄 10 西村 剛 にしむら たけし 滋賀県 瀬田工業高校
６．白黒 11 井上 人志 いのうえ ひとし 大阪 VC VELOCE 5
７．白赤 13 浅尾 佳弘 あさお よしひろ 大阪府 茨木工科高等学校 DNF
８．白青 16 山口 忠行 やまぐち ただゆき 広島県 eNShare cycling team 2
９．赤青 17 福留 康介 ふくどめ こうすけ 岡山県 イナーメ信濃山形 DNS
10.黒黄 18 金井 克磨 かない かつま 大阪府 大阪経済大学 3
11.黒赤 19 島津 尚弥 しまづ なおや 広島県 崇徳高等学校 4
12.黒青 21 松本 貞行 まつもと さだゆき 京都府 Sakatani アンカーマン 6
13.白黄 22 根田 裕司 ねだ ゆうじ 大阪 ネクストリーム・うどん虹や DNF
14.赤黄 25 高井 久就 たかい ひさなり 京都 同志社大学 DNS
15.青黄 26 村上 翔馬 むらかみ しょうま 大阪 大阪産業大学 10:24:18 1
16.緑 30 福元 啓太 ふくもと けいた 大阪 関西大学 10
17.緑白 32 金西 竜太郎 かねにし りゅうたろう大阪府 大阪経済大学 DNF
T2　SCRATCH 8km

cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 タイム 順位

１．白 34 田村 健人 たむら けんと 大阪府 coraggio kawanisi cycling team junior youth DNF
２．黒 35 中前 元久 なかまえ もとひさ 石川 HMG 8
３．赤 37 服部 和成 はっとり かずなり 京都府 9
４．青 38 橋角 俊之 はしずみ としゆき 大阪府 エキップリオン 12
５．黄 40 吉森 大晃 よしもり ひろあき 奈良県 Team Hakusei 10
６．白黒 42 光成 巧 みつなり たくみ 大阪府 大阪工業大学 DNS
７．白赤 43 波多野 正大 はたの まさひろ 京都 DNF
８．白青 46 児玉 岳史 こだま たけし 福井県 CORSA Pelucchi 13
９．赤青 47 前田 堅一朗 まえだ けんいちろう 大阪 CWASPアタリ前田 2
10.黒黄 48 今村 有亨 いまむら ありみち 京都府 PRTコセキ 6
11.黒赤 49 太田 大地 おおた だいち 京都 K@2 11
12.黒青 50 北里 拳吾 きたざと けんご 京都府 花園高校 5
13.白黄 54 太田 了允 おおた りょうすけ 大阪府 DNS
14.赤黄 56 木下 正季 きのした まさき 大阪 エキップリオン DNF
15.青黄 58 中島 雅央 なかじま まさお 大阪府 シマノドリンキング 7
16.緑 62 堀 ひろゆき ほり ひろゆき 石川県 HMG 3
17.緑白 63 山本 晃司 やまもと こうじ 岡山 チーム岡山 4
18.緑黒 65 中釜 健次 なかがま たつひで 大阪府 11:03:50 1
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T3+TM+TL SCRATCＨ 4km

cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 タイム 順位

１．白 63 山本 晃司 やまもと こうじ 岡山 チーム岡山 DNS T3
２．黒 69 金森 修一 かなもり しゅういち 奈良県 パナソニック 3 T3
３．赤 70 腰山 雅大 こしやま まさひろ 兵庫県 All-City Cycles 5 T3
４．青 71 田口 純也 たぐち じゅんや 兵庫県 662CCC 12 T3
５．黄 75 楠田 祥大 くすだ はると 兵庫県 10 T3
６．白黒 80 大塚 昇平 おおつか しょうへい 大阪府 13 T3
７．白赤 81 藤田 隼輔 ふじた しゅんすけ 兵庫県 飾磨工業 2 T3
８．白青 82 伊藤 優以 いとう ゆい 兵庫県 Team ZERO UNO FRONTIER 6 TL
９．赤青 83 奥平 厚子 おくだいら あつこ 兵庫 Team ZERO UNO FRONTIER 14 TL
10.黒黄 86 中里 友香 なかざと ゆか 広島県 eNShare Cycling Team 11 TL
11.黒赤 88 片山 和彦 かたやま かずひこ 奈良 Team ZERO UNO FRONTIER 15 TM
12.黒青 91 大村 一良 おおむら かずよし 大阪府 PC松本 DNF TM
13.白黄 92 得津 公義 とくつ きみよし 大阪 北摂すからと〜れ 8 TM
14.赤黄 94 金子 光廣 かねこ みつひろ 愛知県 4 TM
15.青黄 96 小田 一仁 おだ かずひと 愛知県 サクラマチサイクル 5:38:34 1 TM
16.緑 97 藤田 季之 ふじた としゆき 大阪府 ドゥールース 9 TM
17.緑白 101 堀田 マナブ ほった まなぶ 京都府 Teamまんま 7 TM
18.緑黒 104 生駒 茂 いこま しげる 兵庫 VC VELOCE トラック DNS TM
R1 SCRATCＨ 4km

cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 タイム 順位

１．白 107 片桐 健 かたぎり たけし 大阪府 自転車で暴れ倒し 2
２．黒 108 川下 拓哉 かわしも たくや 大阪府 Coraggio Kawanishi Cycling Team 7
３．赤 110 後藤 謙太郎 ごとう けんたろ 兵庫県 北摂すからと〜れ 8
４．青 112 木下 泰一 きのした たいち 大阪府 北摂すからと〜れ 6
５．黄 113 大川 友久 おおかわ ともひさ 京都府 Project K@2(ケーツー) 4
６．白黒 115 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
７．白赤 134 川嶋 祐紀 かわしまゆうき 和歌山 Fortuna Tredici 5:38:21 1
８．白青 136 森田 正徳 もりたまさのり 大阪 オーマイRC 3
R2+U12+U15  SCRATCＨ 2km

cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 タイム 順位

１．白 117 大山 英俊 おおやま ひでとし 大阪府 北摂すからと～れ 2 R2
２．黒 118 田中 隆年 たなか たかとし 大阪府 BikeTeam回転木馬 DNS R2
３．赤 119 神野悠作 じんのゆうさく 大阪 八ヶ岳 CYCLING CLUB 2:49:06 1 R2
４．青 123 上田 真太郎 うえだ しんたろう 大阪府 846Limited 5 U12
５．黄 124 内田  樂 うちだ  がく 愛知県 美山サイクリングクラブ 10 U12
６．白黒 125 片山 国拓 かたやま くにひろ 奈良 Team ZERO UNO FRONTIER 9 U12
７．白赤 126 内田  凛 うちだ  りん 愛知県 美山サイクリングクラブ 6 U15
８．白青 128 小林 りょう こばやし りょう 京都府 4 U15
９．赤青 132 保崎 実智子 ほざき みちこ 京都府 Miyama Rise RT 8 U15
10.黒黄 135 宮本 結太 みやもとゆうた 兵庫 Coraggio Kawanishi Cycling Team 11 U12
11.黒赤 54 太田 了允 おおた りょうすけ 大阪府 3 R2
12.黒青 131 橋本慎之介 はしもとしんのすけ 京都府 7 U15
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チームレース
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 岸和田練習会A 99 鈴木 ただし 88 片山 和彦 61 島 奨乃 1.34.19
1 B 岸和田練習会B 93 新井 宏昭 97 藤田 季之 58 中島 雅央 1.35.70
2 H チームプレザント 123 上田 真太郎 125 片山 国拓 128 小林 りょう 1.54.92
2 B
3 H
3 B

チームパーシュート
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 非公開 11 井上 人志 31 小原 洋未 16 山口 忠行 19 島津 尚弥 5.05.00
1 B 大阪経済大学 1 真部 拓海 3 三浦 翔馬 18 金井 克磨 32 金西 竜太郎 5.10.24
2 H 崩壊したくないチーム 82 伊藤 優以 83 奥平 厚子 85 島袋 陽子 86 中里 友香 6.08.22
2 B

1／1 団体種目
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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

1 真部 拓海 まなべ たくみ 大阪府 大阪経済大学 1.15.17

2 中野 雄太 なかの ゆうた 京都 同志社大学 1.24.85
3 三浦 翔馬 みうら しょうま 大阪府 大阪経済大学 1.19.621
5 平林 臣一 ひらばやし たかひと 大阪 大阪経済大学

10 西村 剛 にしむら たけし 滋賀県 瀬田工業高校
12 野島 遊 のじま ゆう 大阪 1.19.244
14 中元 優一 なかもと ゆういち 京都府 1.18.093
15 松田 麿城 まつだ  ましろ 京都 龍谷大学付属平安高校
16 山口 忠行 やまぐち ただゆき 広島県 eNShare cycling team 1.17.596
17 福留 康介 ふくどめ こうすけ 岡山県 イナーメ信濃山形
20 太田 大揮 おおた だいき 大阪府 チーム白星 1.13.147
21 松本 貞行 まつもと さだゆき 京都府 Sakatani アンカーマン 1.14.923
22 根田 裕司 ねだ ゆうじ 大阪 ネクストリーム・うどん虹や 1.15.727
24 谷 和也 たに かずや 大阪府 1.14.485
26 村上 翔馬 むらかみ しょうま 大阪 大阪産業大学 1.13.976
27 久乗 捷吾 くのり しょうご 京都府 大阪工業大学 1.18.527
28 杉江 茂樹 すぎえ しげき 大阪府 CWASPアタリ前田 1.12.31 2
29 姫野 正志 ひめの まさし 兵庫県 ゼロウノフロンティア 1.13.86
30 福元 啓太 ふくもと けいた 大阪 関西大学 1.12.565 3
31 小原 洋未 おはら ひろみ 兵庫 リオンかベローチェ 1.10.53 1

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

34 田村 健人 たむら けんと 大阪府coraggio kawanisi cycling team junior youth 1.25.677

35 中前 元久 なかまえ もとひさ 石川 HMG
37 服部 和成 はっとり かずなり 京都府 1.25.818
39 丹羽  優輔 にわ  ゆうすけ 京都府 花園高校 1.18.61
40 吉森 大晃 よしもり ひろあき 奈良県 Team Hakusei 1.25.03
41 土田 誠二 つちだ せいじ 大阪府 つうばいつう 1.21.791
42 光成 巧 みつなり たくみ 大阪府 大阪工業大学
44 當麻 雄大 とうま ゆうだい 大阪府 ナカガワRC 1.18.801
45 近藤 靖矩 こんどう やすのり 大阪 1.19.603
46 児玉 岳史 こだま たけし 福井県 CORSA Pelucchi
47 前田 堅一朗 まえだ けんいちろう 大阪 CWASPアタリ前田 1.19.83
49 太田 大地 おおた だいち 京都 K@2 1.21.990
50 北里 拳吾 きたざと けんご 京都府 花園高校 1.18.462
51 新開 隆人 しんかい りゅうじ 兵庫 Coraggio Kawanishi Cycling Team 1.20.946
52 高橋 正幸 たかはし まさゆき 三重県 m&m cycle factory 1.24.935
53 畠 晃輝 はた こうき 兵庫県 飾磨工業 1.21.27
55 黄 祥悦 こう よしのぶ 大阪府 関西大学 1.19.230
57 太田 瑛士 オオタ エイジ 京都府 花園高校 1.25.705
58 中島 雅央 なかじま まさお 大阪府 シマノドリンキング 1.17.706
59 月岡  高文 つきおか  たかふみ 京都 奈良競輪愛好会
61 島 奨乃 しま しょうの 大阪 Fortuna Tredici 1.12.941 1
62 堀 ひろゆき ほり ひろゆき 石川県 HMG
63 山本 晃司 やまもと こうじ 岡山 チーム岡山 1.20.361
64 善本 航平 よしもと こうへい 京都府 チームフライハイト
65 中釜 健次 なかがま たつひで 大阪府 1.17.268 3
66 岩崎 庄平 イワサキ ショウヘイ 京都府 チームフライハイト
72 西野 颯太 にしの そうた 京都府 花園高校 125.699
73 山本 篤弘 やまもと あつひろ 京都府 花園高校 1.32.822
74 弥村 皆斗 ヤムラ ミナト 京都府 花園高校 1.17.024 2
78 大石 倫太郎 おおいし りんたろう 京都 花園高校 1.29.920
87 豊岡 英子 とよおか あやこ 大阪府 1.22.174

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

89 保崎 治也 ほざき はるや 京都府 Rise RT　MIYAMA 1.28.405

90 鈴木 章弘 すずき あきひろ 京都府
91 大村 一良 おおむら かずよし 大阪府 PC松本 1.31.933
95 鍋山 聡 なべやま さとし 大阪 岸和田練習会　
98 赤井 宏充 あかい ひろみつ 京都 masahikomifune.com 1.19.723 2
99 鈴木 ただし すずき ただし 京都 ドゥールース。。。合ってる？💛 1.26.670

100 板崎 寿一 いたざき としかず 三重県 Aoyama　Rockets RT 1.21.403
101 堀田 マナブ ほった まなぶ 京都府 Teamまんま 1.31.606
103 小出 浩雅 こいで ひろまさ 三重県 m&m cycle factory 1.22.794
104 生駒 茂 いこま しげる 兵庫 VC VELOCE トラック
105 廣井 浩一 ひろい こういち 岐阜県 CARO SPORT 1.19.869 3
106 安東  秀倫 あんどう  ひでみち 岡山県 チーム岡山 1.13.879 1

1kmTT/500mTT  1／2



 2017/4/9KTF#1Mukoumachi
Ｒ１
H/B № 氏名 ふりがな area 所属 電気タイム 手動タイム 順位

107 片桐 健 かたぎり たけし 大阪府 自転車で暴れ倒し 1.21.393

108 川下 拓哉 かわしも たくや 大阪府 Coraggio Kawanishi Cycling Team 1.22.663
109 頼近 直純 よりちか なおずみ 滋賀県 Teamまんま 1.23.290
110 後藤 謙太郎 ごとう けんたろ 兵庫県 北摂すからと〜れ
111 渡邊 雄太 わたなべ  ゆうた 大阪 NEXTREEM・うどん虹や
112 木下 泰一 きのした たいち 大阪府 北摂すからと〜れ 1.25.115
113 大川 友久 おおかわ ともひさ 京都府 Project K@2(ケーツー) 1.19.389 1
114 石山 幸風 いしやま ゆきかぜ 京都 エスキーナレーシング
115 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 1.19.526 2
120 辻 啓 つじ さとし 大阪府 八ヶ岳CYCLING CLUB 1.21.587
134 川嶋 祐紀 かわしまゆうき 和歌山 Fortuna Tredici 1.20.816 3

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

67 大永 徳彦 おおなが のりひこ 兵庫県 トラクターRC 45.780

68 小山 知怜 おやま ちさと 京都府 PRTコセキ 43.930
69 金森 修一 かなもり しゅういち 奈良県 パナソニック 40.790 2
70 腰山 雅大 こしやま まさひろ 兵庫県 All-City Cycles 41.910 3
71 田口 純也 たぐち じゅんや 兵庫県 662CCC 39.690 1

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

77 畑 正樹 はた まさき 滋賀県 SAMZSPEED
#N/A #N/A ### #N/A

79 元山 宏道 もとやま ひろみち 大阪府 日本野鳥の会京都支部 45.890
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

82 伊藤 優以 いとう ゆい 兵庫県 Team ZERO UNO FRONTIER 43.920

83 奥平 厚子 おくだいら あつこ 兵庫 Team ZERO UNO FRONTIER 43.910
84 原田 悦子 はらだ えつこ 徳島県 50.080
85 島袋 陽子 シマブクロヨウコ 兵庫県 エキップリオン 43.650 2
86 中里 友香 なかざと ゆか 広島県 eNShare Cycling Team 43.750 3
87 豊岡 英子 とよおか あやこ 大阪府 40.720 1

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

116 梅田 弘之 うめだ ひろゆき 愛知県 41.68 1

117 大山 英俊 おおやま ひでとし 大阪府 北摂すからと～れ 42.16 2

118 田中 隆年 たなか たかとし 大阪府 BikeTeam回転木馬

133 川嶋 隆史 かわしま たかし 兵庫

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

121 山野 葉子 やまの ようこ 兵庫 Toyo Frame 49.45 1

122 和田 香織 わだ かおり 大阪府 NHS

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

123 上田 真太郎 うえだ しんたろう 大阪府 846Limited 50.650 1

124 内田  樂 うちだ  がく 愛知県 美山サイクリングクラブ 51.160 2
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

126 内田  凛 うちだ  りん 愛知県 美山サイクリングクラブ 48.910

127 大野 風貴芽 おおの ふきめ 愛知県 MINOURA大垣レーシング 40.770 1
128 小林 りょう こばやし りょう 京都府 45.190 3
129 酒井 寛大 さかい かんだい 三重県 45.900
130 田口 詞也 たぐち つぐなり 兵庫県 662CCC 45.140 2
131 橋本慎之介 はしもとしんのすけ 京都府 49.840
132 保崎 実智子 ほざき みちこ 京都府 Miyama Rise RT 51.600

1kmTT/500mTT  2／2
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