
KTF2017/5/5#2mukoumachi

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

3 野島 遊 のじま ゆう 大阪府 12.401

5 竹内 宏 たけうち ひろし 兵庫 ボナペティ
6 野崎 翼 のざき つばさ 大阪府 大阪大学 12.475

11 大前 雄暉 おおまえ ゆうき 兵庫県 神崎高校 12.394
12 谷岡 駿 たにおか しゅん 大阪 Teamスクアドラ 12.516
13 井上 人志 いのうえ ひとし 大阪 VC VELOCE
19 森 俊文 もり としふみ 愛知県 ミズタニ自転車 12.570
20 太田 大揮 おおた だいき 大阪 チーム白星 11.746
21 根田 裕司 ねだ ゆうじ 大阪 ネクストリーム・うどん虹や 12.059
22 谷 和也 たに かずや 大阪府 11.750
23 山下 祐也 やました ゆうや 兵庫県 11.908
24 中釜 健次  なかがま たつひで 大阪 ドゥールース 12.677
25 島 奨乃 しま しょうの 大阪 Fortuna Tredici 11.965
26 二階堂 尚志 にかいどう たかし 神奈川 チーム ウォークライド 12.190
27 姫野 正志 ひめの まさし 兵庫県 Team Zero UNO FRONTIER 12.495
29 小原 洋未 おはら ひろみ 兵庫 リオンかベローチェで暴れ倒し 12.181
30 和泉 尚吾 いずみ しょうご 愛媛県 equipeUracing 11.805
32 藤井 侑吾 ふじい ゆうご 愛知県 中部大学 11.643

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

35 得津 光司 とくつ こうじ 神奈川 12.184

36 崔 龍 ちぇ りゅう 兵庫県 神崎高校 14.254
38 重谷 陽一 おもたに よういち 兵庫県 Teamスクアドラ 13.416
40 西森 文哉 にしもり ふみや 大阪府 チームスクアドラ 13.339
44 武平 純一 たけひら 純一 大阪府 Sakatani  Racing 13.381
46 服部 健一 はっとり けんいち 大阪府 Sakatani Racing 12.952
50 服部 和成 はっとり かずなり 京都府 PRT KOSEKI 14.664
52 山崎 洋 やまさき ひろし 岐阜県 O☆RACING 13.922
53 今村 有亨 いまむら ありみち 京都府 ＰＲＴ　koseki 12.635
55 榎本 倫晃 えのもと のりあき 兵庫県 13.095
56 近藤 靖矩 こんどう やすのり 大阪 11.907
58 田口 純也 たぐち じゅんや 兵庫県 662CCC 13.104
60 前田 堅一朗 まえだ けんいちろう大阪 CWASPアタリマエダ 12.166
61 小野 豪太 おの ごうた 岐阜県 鶯谷高校 12.978
62 太田 大地 おおた だいち 京都 PROJECT K@2
64 佐藤 晴 さとう はる 岐阜県 可児高校 12.660

65 木下 正季 きのした まさき 大阪 エキップリオン 12.918
66 當麻 雄大 とうま ゆうだい 大阪府 ナカガワRC 13.455
67 渡部 雅友 わたなべ まさとも 大阪府 cycle shop 香輪
69 安井 慎治 やすい しんじ 岡山県 12.168
70 善本航平 よしもと こうへい 京都 チームフライハイト 12.765
72 山本 晃司 やまもと こうじ 岡山 チーム岡山 12.850

75 安東 秀倫 あんどう  ひでみち 岡山県 チーム岡山 12.121
T3　200mFTT
№ 氏名 ふりがな area 所属 タイム manual 順位

76 楠田 祥大 くすだ はると 兵庫県 大原学園

79 田口 詞也 たぐち つぐなり 兵庫県 662CCC 15.152
80 小山 知怜 おやま ちさと 京都 PRTコセキ
82 山下 賢仁 やました よしひと 東京都 三菱電機 菱風会 14.999
83 一和 貴之 いちわ たかし 福井県 RiseｰRT
87 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 14.253
88 腰山 雅大 こしやま まさひろ 兵庫県 All-City Cycles 13.471
89 芦原 徹 あしはら とおる 奈良県 マッスルプロダクション奈良 12.693
85 光成 巧 みつなり たくみ 大阪府 大阪工業大学 14.282
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TL　200mFTT
№ 氏名 ふりがな area 所属 タイム manual 順位

90 原田 悦子 はらだ えつこ 徳島県 チームインコ 14.762

91 二口早紀 ふたくち さき 福井県 15.322
92 中本 真弥 なかもと  まや 和歌山 13.787
94 堀江 みちこ ほりえ みちこ 大阪府 team avenova 14.051
96 奥平 厚子 おくだいら あつこ 兵庫 Team  Zero Uno Frontier 14.507
97 島袋 陽子 しまぶくろ ようこ 兵庫県 エキップリオン 14.936
98 伊藤 優以 いとう ゆい 兵庫県Team ZERO UNO FRONTIER 15.070
99 大野 風貴芽 おおの ふきめ 愛知県 MINOURA大垣レーシング

1 鈴木 媛子 すずき ひめこ 山梨県 山梨学院大学 14.051
TM　２００ｍFTT
№ 氏名 ふりがな area 所属 タイム manual 順位
101 堀田 マナブ ほった まなぶ 京都府 Teamまんま 14.039

102 北川 太郎 きたがわ たろう 兵庫 VC VELOCE プロッシモ 13.971
104 保崎 治也 ほざき はるや 京都府 TOPFIELD　MCC 14.259
105 橋爪 理浩 はしづめ みちひろ 兵庫
106 鈴木 ただし すずき ただし 京都 13.182
107 得津 公義 とくつ きみよし 大阪 北摂すからと〜れ 14.308
108 新井 宏昭 あらい ひろあき 和歌山 レバンサイクルRT 13.766
111 鍋山 聡 なべやま さとし 大阪 岸和田練習会 13.241
112 小出 浩雅 こいで ひろまさ 三重県 m&m cyclefactory 13.387
113 福中健二 ふくなか けんじ 兵庫県 13.296
115 小田 一仁 おだ かずひと 愛知県 サクラマチサイクル 13.670
118 廣井 浩一 ひろい こういち 岐阜県 CARO SPORT 13.234
119 板崎 寿一 いたざき としかず 三重県 Aoyama Rockets　RT 13.735
120 渡辺 信行 わたなべ のぶゆき 大阪 Teamスクアドラ 13.151

R1　200mFTT
№ 氏名 ふりがな area 所属 タイム manual 順位
121 谷口 敦史 たにぐち あつし 兵庫県 12.337

122 犬伏 雄一 いぬぶせ ゆういち 大阪府 Teamスクアドラ 14.623
123 設楽 彗斗 しだら けいと 大阪府 平地マンレーシング
124 杉山 陽帥 すぎやま ようすい 大阪府 大阪大学 13.491
126 さかてまさあ さかてまさあき 京都府 もうすぐ異動おじさん
131 堀川 滉太 ほりかわ こうた 岡山県 関西高校 12.988
132 木下 泰一 きのした たいち 大阪府 北摂すからと〜れ
134 片桐 健 かたぎり たけし 大阪 自転車で暴れ倒し 13.211
136 田平 修三 たひら しゅうぞう 京都府 モジュマエリアゼロナナゴ 12.630
137 頼近 直純 よりちか なおずみ 滋賀県 Teamまんま 13.450
138 赤澤 聡彦 あかざわ  としひこ 岡山県 OVER  RIDE
145 渡邊 雄太 わたなべ  ゆうた 大阪府 NEXTREEM・うどん虹や 12.747
146 星野 雅彦 ほしの まさひこ 大阪 Teamスクアドラ 13.049

33 窓場 千加頼 まどばちかより 京都 JPCU KYOTO 11.651
195 畑段 嵐 はただんあらし 京都 JPCU KYOTO 11.555

R2　200mFTT
№ 氏名 ふりがな area 所属 タイム manual 順位
147 田中 実 たなか みのる 大阪 Team スクアドラ 13.602

148 川上 和貴 かわかみ かずき 大阪府 エキップリオン 14.223
150 川嶋 隆史 かわしま たかし 兵庫 Team 　Re：start 16.158
152 新井 秀人 あらい ひでと 兵庫
153 西原 裕樹 にしはら ひろき 大阪府 トーヨーCT 14.233
154 田中 稔 たなか みのる 大阪府 teamスクアドラ 13.869
155 湯川 竜 ゆかわ りゅう 愛知県Evo unified corp/Dream seeker 12.928
157 磯田 友賀 いそだ ともかず 京都府 Team allout 14.208
158 宇野 剛史 うの つよし 大阪府 12.630
163 上田 晃史 うえだ あきふみ 大阪府 エキップリオン 14.088
165 橋本 歩久玄 はしもと ほくげん 愛知県 13.663
168 西村 博 にしむら ひろし 大阪府 Sakatani Racing 13.058
169 村田 孝幸 むらた たかゆき 大阪 本町クラブ 14.805
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U12  200mFTT
№ 氏名 ふりがな area 所属 タイム manual 順位
173 橋本 煌之介 はしもと こうのすけ京都府

174 谷口 隼悟 たにぐち しゅんご 兵庫県 北六小学校
175 栂尾 遥斗 とがお はると 兵庫県Coraggio Kawanishi Cycling Team Kids 20.885
176 新主 廉斗 しんしゅ れんと 奈良県 マッスルプロダクション奈良 20.738
177 内田  樂 うちだ  がく 愛知県 美山サイクリングクラブ 17.479
178 柚木 正成 ゆき まさしげ 大阪府 ONEandONLY-CR 15.668
179 橋本 ちよな はしもと のこ 愛知県 32.184
181 中川 空大 なかがわ あお 滋賀県 17.668
183 西原 夕華 にしはら ゆうか 大阪府 すみっコRT 18.151
184 有山 怜恩 ありやま れおん 兵庫県 Team ZERO UNO FRONTIER 21.628

U15  200mFTT
№ 氏名 ふりがな area 所属 タイム manual 順位
185 内田  凛 うちだ  りん 愛知県 美山サイクリングクラブ 16.633

186 保崎 実智子 ほざき みちこ 京都府 美山CC 16.914
187 柚木 平蔵 ゆき へいぞう 大阪府 ONEandONLY-CR 15.375
189 橋本 のこ はしもと のこ 愛知県 15.455
190 橋本 慎之介 はしもと しんのすけ京都府 15.933
191 小林 りょう こばやし りょう 京都 長岡第4中学校 14.780
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T1 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 2 多田 雄飛 ただ ゆうひ 兵庫県神崎高校 7

２．黒 6 野崎 翼 のざき つばさ 大阪府大阪大学 4
３．赤 9 今井 章雄 いまい あきお 岡山 SAUCE DEVELOPMENT 5
４．青 17 樫尾 一知 かしお いっち 兵庫 Team ZERO UNO FRONTIER 2
５．黄 20 太田 大揮 おおた だいき 大阪 チーム白星 6
６．白黒 23 山下 祐也 やました ゆうや 兵庫県 3
７．白赤 29 小原 洋未 おはら ひろみ 兵庫 リオンかベローチェで暴れ倒し 12.395 1
T1 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 5 竹内 宏 たけうち ひろし 兵庫 ボナペティ dns

２．黒 7 小林 聖哉 こばやし せいや 兵庫県神崎高校 6
３．赤 12 谷岡 駿 たにおか しゅん 大阪 Teamスクアドラ 4
４．青 19 森 俊文 もり としふみ 愛知県ミズタニ自転車 2
５．黄 21 根田 裕司 ねだ ゆうじ 大阪 ネクストリーム・うどん虹や 5
６．白黒 25 島 奨乃 しま しょうの 大阪 Fortuna Tredici 12.439 1
７．白赤 30 和泉 尚吾 いずみ しょうご 愛媛県equipeUracing 3
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 35 得津 光司 とくつ こうじ 神奈川 12.334 1

２．黒 44 武平 純一 たけひら 純一 大阪府Sakatani  Racing 5
３．赤 48 纐纈 壮太郎 こうけつ そうたろう 岐阜県可児高校 3
４．青 58 田口 純也 たぐち じゅんや 兵庫県662CCC dns
５．黄 64 佐藤 晴 さとう はる 岐阜県可児高校 2
６．白黒 68 中島 雅央 なかじま まさお 大阪府シマノドリンキング 4
７．白赤 72 山本 晃司 やまもと こうじ 岡山 チーム岡山 6
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 37 川本 憲一 かわもと けんいち 大阪府愛しのウリ坊 12.546 1

２．黒 46 服部 健一 はっとり けんいち 大阪府Sakatani Racing 5
３．赤 53 今村 有亨 いまむら ありみち 京都府ＰＲＴ　koseki 4
４．青 62 太田 大地 おおた だいち 京都 PROJECT K@2 6
５．黄 66 當麻 雄大 とうま ゆうだい 大阪府ナカガワRC 7
６．白黒 69 安井 慎治 やすい しんじ 岡山県 3
７．白赤 74 山口 雄大 やまぐち たけひろ 大阪府FIETS GROEN 2
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 西森 文哉 にしもり ふみや 大阪府チームスクアドラ 7

２．黒 47 中前 元久 なかまえ もとひさ 石川 HMG 4
３．赤 55 榎本 倫晃 えのもと のりあき 兵庫県 6
４．青 63 藤田 耕志 ふじた たかし 兵庫県VC VELOCE 2
５．黄 67 渡部 雅友 わたなべ まさとも 大阪府cycle shop 香輪 3
６．白黒 70 善本航平 よしもと こうへい 京都 チームフライハイト 5
７．白赤 75 安東 秀倫 あんどう  ひでみち 岡山県チーム岡山 12.998 1
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 タイム 順位
１．白 77 浅岡 広史 あさおか ひろし 京都 3

２．黒 79 田口 詞也 たぐち つぐなり 兵庫県662CCC 4
３．赤 84 吉田 彰 よしだ あきら 兵庫県KINFOLK dns
４．青 86 小山 文太郎 こやま ぶんたろう 兵庫県 14.565 1
５．黄 88 腰山 雅大 こしやま まさひろ 兵庫県All-City Cycles 2
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 タイム 順位
１．白 78 渡辺 俊太郎 わたなべ しゅんたろう 東京都 3

２．黒 83 一和 貴之 いちわ たかし 福井県RiseｰRT 4
３．赤 85 光成 巧 みつなり たくみ 大阪府大阪工業大学 2
４．青 87 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 5
５．黄 89 芦原 徹 あしはら とおる 奈良県マッスルプロダクション奈良 13.246 1
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ＴM 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 100 大村 一良 おおむら かずよし 大阪府PC松本 5

２．黒 104 保崎 治也 ほざき はるや 京都府TOPFIELD　MCC 4
３．赤 108 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 111 鍋山 聡 なべやま さとし 大阪 岸和田練習会 3
５．黄 115 小田 一仁 おだ かずひと 愛知県サクラマチサイクル 2
６．白黒 118 廣井 浩一 ひろい こういち 岐阜県CARO SPORT 13.514 1
ＴM 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 102 北川 太郎 きたがわ たろう 兵庫 VC VELOCE プロッシモ 4

２．黒 106 鈴木 ただし すずき ただし 京都 6
３．赤 109 金子 光廣 かねこ みつひろ 愛知県 14.254 1
４．青 112 小出 浩雅 こいで ひろまさ 三重県m&m cyclefactory 5
５．黄 116 有山 朋男 ありやま ともお 兵庫県Team ZERO UNO FRONTIER 2
６．白黒 119 板崎 寿一 いたざき としかず 三重県Aoyama Rockets　RT 3
ＴM 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 103 大森 ヒロユキ おおもり ひろゆき 奈良県ユーロワークス 4

２．黒 107 得津 公義 とくつ きみよし 大阪 北摂すからと〜れ 5
３．赤 110 松元 徳泰 まつもと とくひろ 兵庫県ＮＡＳ ＦＡＮ ＣＬＵＢ 2
４．青 113 福中健二 ふくなか けんじ 兵庫県 3
５．黄 117 濱中 康志 はまなか やすし 兵庫県Team ZERO UNO FRONTIER 15.131 1
R1 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 121 谷口 敦史 たにぐち あつし 兵庫県 11.964 1

２．黒 126 さかてまさあき さかてまさあき 京都府もうすぐ異動おじさん 5
３．赤 131 堀川 滉太 ほりかわ こうた 岡山県関西高校 4
４．青 134 片桐 健 かたぎり たけし 大阪 自転車で暴れ倒し 6
５．黄 138 赤澤 聡彦 あかざわ  としひこ 岡山県OVER  RIDE dns
６．白黒 142 中釜章成 なかがま としまさ 大阪 ドゥールース 2
７．白赤 145 渡邊 雄太 わたなべ  ゆうた 大阪府NEXTREEM・うどん虹や 3
R1 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 124 杉山 陽帥 すぎやま ようすい 大阪府大阪大学 3

２．黒 128 森田 正徳 もりた まさのり 大阪府オーマイっ！ 4
３．赤 132 木下 泰一 きのした たいち 大阪府北摂すからと〜れ dns
４．青 135 村山 司 むらやま つかさ 奈良県ZAS Racing 5
５．黄 140 川嶋 祐紀 かわしま ゆうき 和歌山Fortuna Tredici 12.999 1
６．白黒 143 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
７．白赤 146 星野 雅彦 ほしの まさひこ 大阪 Teamスクアドラ 6
R1 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 125 中廣 利貴 なかひろ としたか 兵庫県Team.Mt.Nabe dns

２．黒 129 藤井 倫洋 ふじい ともひろ 京都府モジュマエリアゼロナナゴ 4
３．赤 133 前田 義範 まえだ よしのり 大阪府ＴＲＡＰ 3
４．青 137 頼近 直純 よりちか なおずみ 滋賀県Teamまんま 2
５．黄 141 太田 了允 おおた りょうすけ 大阪 ドゥールース 5
６．白黒 144 大川 友久 おおかわ ともひさ 京都 PROJECT K@2(ケーツー) 13.447 1
R2 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 147 田中 実 たなか みのる 大阪 Team スクアドラ 14.509 1

２．黒 151 菊地 真一 きくち しんいち 愛知県 4
３．赤 156 茂山 友樹 しげやま ともき 大阪府立命館大学体育会トライアスロン部 dns
４．青 162 澤口 光 さわぐち ひかる 滋賀県RTC 5
５．黄 166 田中 亮多 たなか りょうた 奈良県高取国際高校 2
６．白黒 169 村田 孝幸 むらた たかゆき 大阪 本町クラブ 3
R2 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 149 藤井 隆之 ふじい たかゆき 京都府 6

２．黒 154 田中 稔 たなか みのる 大阪府teamスクアドラ 3
３．赤 158 宇野 剛史 うの つよし 大阪府 2
４．青 163 上田 晃史 うえだ あきふみ 大阪府エキップリオン 5
５．黄 167 味村 大 みむら ひろし 和歌山北摂すからと〜れ 4
６．白黒 170 北山 純 きたやま じゅん 大阪府Ｓａｋａｔａｎｉ　Ｒａｃｉｎｇ 14.778 1
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R2 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 150 川嶋 隆史 かわしま たかし 兵庫 Team 　Re：start 6

２．黒 155 湯川 竜 ゆかわ りゅう 愛知県Evo unified corp/Dream seeker 2
３．赤 161 藤田 哲史 ふじた さとし 京都府violar 3
４．青 165 橋本 歩久玄 はしもと ほくげん 愛知県 4
５．黄 168 西村 博 にしむら ひろし 大阪府Sakatani Racing 13.452 1
６．白黒 171 高田 晃平 たかた こうへい 愛知県ぴっとレーシングチーム 5
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 29 小原 洋未 おはら ひろみ 兵庫 リオンかベローチェで暴れ倒し 12.329 1

２．黒 17 樫尾 一知 かしお いっち 兵庫 Team ZERO UNO FRONTIER 5
３．赤 23 山下 祐也 やました ゆうや 兵庫県 6
４．青 25 島 奨乃 しま しょうの 大阪 Fortuna Tredici 4
５．黄 19 森 俊文 もり としふみ 愛知県ミズタニ自転車 2
６．白黒 30 和泉 尚吾 いずみ しょうご 愛媛県equipeUracing 3
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 6 野崎 翼 のざき つばさ 大阪府大阪大学 4

２．黒 9 今井 章雄 いまい あきお 岡山 SAUCE DEVELOPMENT dns
３．赤 20 太田 大揮 おおた だいき 大阪 チーム白星 12.462 1
４．青 2 多田 雄飛 ただ ゆうひ 兵庫県神崎高校 5
５．黄 12 谷岡 駿 たにおか しゅん 大阪 Teamスクアドラ 2
６．白黒 21 根田 裕司 ねだ ゆうじ 大阪 ネクストリーム・うどん虹や dns
７．白赤 7 小林 聖哉 こばやし せいや 兵庫県神崎高校 3
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 35 得津 光司 とくつ こうじ 神奈川 2

２．黒 64 佐藤 晴 さとう はる 岐阜県可児高校 5
３．赤 37 川本 憲一 かわもと けんいち 大阪府愛しのウリ坊 12.791 1
４．青 74 山口 雄大 やまぐち たけひろ 大阪府FIETS GROEN 3
５．黄 75 安東 秀倫 あんどう  ひでみち 岡山県チーム岡山 4
６．白黒 63 藤田 耕志 ふじた たかし 兵庫県VC VELOCE dns
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 48 纐纈 壮太郎 こうけつ そうたろう 岐阜県可児高校 13.082 1

２．黒 68 中島 雅央 なかじま まさお 大阪府シマノドリンキング 3
３．赤 69 安井 慎治 やすい しんじ 岡山県 2
４．青 53 今村 有亨 いまむら ありみち 京都府ＰＲＴ　koseki 5
５．黄 67 渡部 雅友 わたなべ まさとも 大阪府cycle shop 香輪 dns
６．白黒 47 中前 元久 なかまえ もとひさ 石川 HMG 4
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 44 武平 純一 たけひら 純一 大阪府Sakatani  Racing 6

２．黒 72 山本 晃司 やまもと こうじ 岡山 チーム岡山 3
３．赤 46 服部 健一 はっとり けんいち 大阪府Sakatani Racing 13.392 1
４．青 62 太田 大地 おおた だいち 京都 PROJECT K@2 2
５．黄 66 當麻 雄大 とうま ゆうだい 大阪府ナカガワRC 7
６．白黒 70 善本航平 よしもと こうへい 京都 チームフライハイト dns
７．白赤 55 榎本 倫晃 えのもと のりあき 兵庫県 4
８．白青 40 西森 文哉 にしもり ふみや 大阪府チームスクアドラ 5
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 86 小山 文太郎 こやま ぶんたろう 兵庫県 3

２．黒 88 腰山 雅大 こしやま まさひろ 兵庫県All-City Cycles 5
３．赤 77 浅岡 広史 あさおか ひろし 京都 6
４．青 89 芦原 徹 あしはら とおる 奈良県マッスルプロダクション奈良 13.437 1
５．黄 85 光成 巧 みつなり たくみ 大阪府大阪工業大学 2
６．白黒 78 渡辺 俊太郎 わたなべ しゅんたろう 東京都 4
Ｔ3ケイリン選抜
cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 タイム 順位
１．白 79 田口 詞也 たぐち つぐなり 兵庫県662CCC 1

２．黒 83 一和 貴之 いちわ たかし 福井県RiseｰRT 2
３．赤 87 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 dns
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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 92 中本 真弥 なかもと  まや 和歌山 5

２．黒 93 水谷 奈歩 みずたに なほ 愛知県 6
３．赤 95 上田 順子 うえだ じゅんこ 京都 BC.ANELLO 7
４．青 96 奥平 厚子 おくだいら あつこ 兵庫 Team  Zero Uno Frontier 4
５．黄 97 島袋 陽子 しまぶくろ ようこ 兵庫県エキップリオン 2
６．白黒 98 伊藤 優以 いとう ゆい 兵庫県Team ZERO UNO FRONTIER 3
７．白赤 1 鈴木 媛子 すずき ひめこ 山梨県山梨学院大学 14.753 1
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 118 廣井 浩一 ひろい こういち 岐阜県CARO SPORT 6

２．黒 115 小田 一仁 おだ かずひと 愛知県サクラマチサイクル 5
３．赤 109 金子 光廣 かねこ みつひろ 愛知県 4
４．青 116 有山 朋男 ありやま ともお 兵庫県Team ZERO UNO FRONTIER 2
５．黄 117 濱中 康志 はまなか やすし 兵庫県Team ZERO UNO FRONTIER 13.328 1
６．白黒 110 松元 徳泰 まつもと とくひろ 兵庫県ＮＡＳ ＦＡＮ ＣＬＵＢ 3
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 111 鍋山 聡 なべやま さとし 大阪 岸和田練習会 5

２．黒 104 保崎 治也 ほざき はるや 京都府TOPFIELD　MCC 4
３．赤 119 板崎 寿一 いたざき としかず 三重県Aoyama Rockets　RT 3
４．青 102 北川 太郎 きたがわ たろう 兵庫 VC VELOCE プロッシモ 6
５．黄 113 福中健二 ふくなか けんじ 兵庫県 14.049 1
６．白黒 103 大森 ヒロユキ おおもり ひろゆき 奈良県ユーロワークス 2
ＴM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 大村 一良 おおむら かずよし 大阪府PC松本 3

２．黒 108 新井 宏昭 あらい ひろあき 和歌山レバンサイクルRT 5
３．赤 112 小出 浩雅 こいで ひろまさ 三重県m&m cyclefactory 13.455 1
４．青 106 鈴木 ただし すずき ただし 京都 2
５．黄 107 得津 公義 とくつ きみよし 大阪 北摂すからと〜れ 4
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 121 谷口 敦史 たにぐち あつし 兵庫県 5

２．黒 142 中釜章成 なかがま としまさ 大阪 ドゥールース 12.773 1
３．赤 140 川嶋 祐紀 かわしま ゆうき 和歌山Fortuna Tredici 3
４．青 143 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
５．黄 144 大川 友久 おおかわ ともひさ 京都 PROJECT K@2(ケーツー) 6
６．白黒 137 頼近 直純 よりちか なおずみ 滋賀県Teamまんま 4
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 145 渡邊 雄太 わたなべ  ゆうた 大阪府NEXTREEM・うどん虹や 2

２．黒 131 堀川 滉太 ほりかわ こうた 岡山県関西高校 dns
３．赤 124 杉山 陽帥 すぎやま ようすい 大阪府大阪大学 4
４．青 128 森田 正徳 もりた まさのり 大阪府オーマイっ！ dns
５．黄 133 前田 義範 まえだ よしのり 大阪府ＴＲＡＰ 14.376 1
６．白黒 129 藤井 倫洋 ふじい ともひろ 京都府モジュマエリアゼロナナゴ 3
R1ケイリン特選
cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 タイム 順位
１．白 126 さかてまさあき さかてまさあき 京都府もうすぐ異動おじさん dns

２．黒 134 片桐 健 かたぎり たけし 大阪 自転車で暴れ倒し dnf
３．赤 135 村山 司 むらやま つかさ 奈良県ZAS Racing 1
４．青 146 星野 雅彦 ほしの まさひこ 大阪 Teamスクアドラ dnq
５．黄 141 太田 了允 おおた りょうすけ 大阪 ドゥールース dnf
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 147 田中 実 たなか みのる 大阪 Team スクアドラ 2

２．黒 166 田中 亮多 たなか りょうた 奈良県高取国際高校 13.776 1
３．赤 170 北山 純 きたやま じゅん 大阪府Ｓａｋａｔａｎｉ　Ｒａｃｉｎｇ 4
４．青 158 宇野 剛史 うの つよし 大阪府 6
５．黄 168 西村 博 にしむら ひろし 大阪府Sakatani Racing 5
６．白黒 155 湯川 竜 ゆかわ りゅう 愛知県Evo unified corp/Dream seeker 3
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R2ケイリン選抜
cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 タイム 順位
１．白 169 村田 孝幸 むらた たかゆき 大阪 本町クラブ 3

２．黒 151 菊地 真一 きくち しんいち 愛知県 5
３．赤 154 田中 稔 たなか みのる 大阪府teamスクアドラ 2
４．青 167 味村 大 みむら ひろし 和歌山北摂すからと〜れ dns
５．黄 161 藤田 哲史 ふじた さとし 京都府violar 14.139 1
６．白黒 165 橋本 歩久玄 はしもと ほくげん 愛知県 4
R2ケイリン特選
cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 タイム 順位
１．白 162 澤口 光 さわぐち ひかる 滋賀県RTC dns

２．黒 163 上田 晃史 うえだ あきふみ 大阪府エキップリオン 2
３．赤 149 藤井 隆之 ふじい たかゆき 京都府 dns
４．青 171 高田 晃平 たかた こうへい 愛知県ぴっとレーシングチーム 1
５．黄 150 川嶋 隆史 かわしま たかし 兵庫 Team 　Re：start dns
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 173 橋本 煌之介 はしもと こうのすけ 京都府 dns

２．黒 174 谷口 隼悟 たにぐち しゅんご 兵庫県北六小学校 18.792 1
３．赤 176 新主 廉斗 しんしゅ れんと 奈良県マッスルプロダクション奈良 7
４．青 177 内田  樂 うちだ  がく 愛知県美山サイクリングクラブ 3
５．黄 178 柚木 正成 ゆき まさしげ 大阪府ONEandONLY-CR 5
６．白黒 181 中川 空大 なかがわ あお 滋賀県 4
７．白赤 183 西原 夕華 にしはら ゆうか 大阪府すみっコRT 2
８．白青 184 有山 怜恩 ありやま れおん 兵庫県Team ZERO UNO FRONTIER 6
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 185 内田  凛 うちだ  りん 愛知県美山サイクリングクラブ 6

２．黒 186 保崎 実智子 ほざき みちこ 京都府美山CC 4
３．赤 187 柚木 平蔵 ゆき へいぞう 大阪府ONEandONLY-CR 15.664 1
４．青 188 山口 颯太 やまぐち そうた 京都府美山サイクリングクラブ 5
５．黄 189 橋本 のこ はしもと のこ 愛知県 3
６．白黒 190 橋本 慎之介 はしもと しんのすけ 京都府 7
７．白赤 191 小林 りょう こばやし りょう 京都 長岡第4中学校 2
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T1　SCRATCH 8km

cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 周回 タイム 順位

１．白 2 多田 雄飛 ただ ゆうひ 兵庫県 神崎高校 14
２．黒 4 内田 宇海 うちだ たかみ 大阪府 Teamスクアドラ 6
３．赤 7 小林 聖哉 こばやし せいや 兵庫県 神崎高校 13
４．青 8 原田 伽以 はらだ かい 兵庫県 神崎高校 15
５．黄 9 今井 章雄 いまい あきお 岡山 SAUCE DEVELOPMENT 17
６．白黒 10 松本 貞行 まつもと さだゆき 京都府 Sakataniアンカーマン 9
７．白赤 11 大前 雄暉 おおまえ ゆうき 兵庫県 神崎高校 7
８．白青 13 井上 人志 いのうえ ひとし 大阪 VC VELOCE 12
９．赤青 14 岩崎 庄平 いわさき しょうへい 京都 チームフライハイト 18
10.黒黄 15 西村 剛 にしむら たけし 滋賀県 瀬田工業高校 8
11.黒赤 16 山口 忠行 やまぐち ただゆき 広島県 eNShare Cycling Team 4
12.黒青 17 樫尾 一知 かしお いっち 兵庫 Team ZERO UNO FRONTIER dnf
13.白黄 18 高木 英行 たかぎ ひでゆき 京都府 PRT KOSEKI 10
14.赤黄 20 太田 大揮 おおた だいき 大阪 チーム白星 11
15.青黄 21 根田 裕司 ねだ ゆうじ 大阪 ネクストリーム・うどん虹や 3
16.緑 24 中釜 健次  なかがま たつひで 大阪 ドゥールース 5
17.緑白 26 二階堂 尚志 にかいどう たかし 神奈川 チーム ウォークライド 16
18.緑黒 30 和泉 尚吾 いずみ しょうご 愛媛県 equipeUracing dns
19.緑赤 31 大塚 航 おおつか わたる 京都 VICTOIRE広島 dns
20.緑青 33 窓場 千加頼 まどばちかより 京都 JPCU KYOTO dnf
21.緑黄 #N/A #N/A ### #N/A dns
22.紫 193 中村 弦太 なかむらげんた 京都 2
23.紫白 195 畑段 嵐 はただんあらし 京都 JPCU KYOTO 10.07.61 1
T2　SCRATCH 8km

cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 周回 タイム 順位

１．白 34 波多野  正大 はたの  まさひろ 京都府 dnf
２．黒 35 得津 光司 とくつ こうじ 神奈川 dnf
３．赤 37 川本 憲一 かわもと けんいち 大阪府 愛しのウリ坊 3
４．青 39 新開 隆人 しんかい りゅうじ 兵庫 Coraggio Kawanishi Cycling Team 12
５．黄 41 田村 健人 たむら けんと 大阪府 coraggio kawanisi cycling team junior youth dnf
６．白黒 42 辰巳 裕次郎 たつみ、ゆうじろう 滋賀 15
７．白赤 43 森根 詩成 もりね しいな 兵庫県 市立伊丹高校 dnf
８．白青 45 種井  亮 たねい   りょう 愛知県 天狗党 18
９．赤青 47 中前 元久 なかまえ もとひさ 石川 HMG 11
10.黒黄 48 纐纈 壮太郎 こうけつ そうたろう 岐阜県 可児高校 17
11.黒赤 49 土田 誠二 つちだ せいじ 大阪府 つうばいつう dnf
12.黒青 50 服部 和成 はっとり かずなり 京都府 PRT KOSEKI dnf
13.白黄 51 李 宗雨 り そうう 滋賀 VC VELOCE 9
14.赤黄 53 今村 有亨 いまむら ありみち 京都府 ＰＲＴ　koseki 19
15.青黄 54 安原 大貴 やすはら だいき 三重県 鷹組 14
16.緑 57 山本 淳史 やまもと あつし 大阪府 ﾁｰﾑ　ｽｸｱﾄﾞﾗ 6
17.緑白 59 樋口 章 ひぐち あきら 兵庫県 市立伊丹高校 7
18.緑黒 60 前田 堅一朗 まえだ けんいちろう 大阪 CWASPアタリマエダ 2
19.緑赤 62 太田 大地 おおた だいち 京都 PROJECT K@2 10
20.緑青 63 藤田 耕志 ふじた たかし 兵庫県 VC VELOCE 16
21.緑黄 65 木下 正季 きのした まさき 大阪 エキップリオン 8
22.紫 68 中島 雅央 なかじま まさお 大阪府 シマノドリンキング 5
23.紫白 71 山田 高嗣 やまだ たかし 静岡県 ミソノイレーシングチーム dnf
24.紫黒 72 山本 晃司 やまもと こうじ 岡山 チーム岡山 13
25.紫赤 74 山口 雄大 やまぐち たけひろ 大阪府 FIETS GROEN 10.39.60 1
26.紫青 75 安東 秀倫 あんどう  ひでみち 岡山県 チーム岡山 4
27.紫黄

Scratch  1／3



KTF2017/5/5#2mukoumachi

T3+TL SCRATCＨ 4km

cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 周回 タイム 順位

１．白 77 浅岡 広史 あさおか ひろし 京都 9
２．黒 78 渡辺 俊太郎 わたなべ しゅんたろう東京都 5
３．赤 81 石井 和明 いしい  かずあき 兵庫県 さくらまちサイクル@NFC 2
４．青 82 山下 賢仁 やました よしひと 東京都 三菱電機 菱風会 10
５．黄 83 一和 貴之 いちわ たかし 福井県 RiseｰRT 8
６．白黒 88 腰山 雅大 こしやま まさひろ 兵庫県 All-City Cycles 5.45.60 1
７．白赤 95 上田 順子 うえだ じゅんこ 京都 BC.ANELLO dns
８．白青 96 奥平 厚子 おくだいら あつこ 兵庫 Team  Zero Uno Frontier 6
９．赤青 97 島袋 陽子 しまぶくろ ようこ 兵庫県 エキップリオン 7
10.黒黄 98 伊藤 優以 いとう ゆい 兵庫県 Team ZERO UNO FRONTIER 4
11.黒赤 192 中里 友香 なかざと ゆか 広島県 eNShare Cycling Team 3
12.黒青
TM SCRATCＨ 4km

cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 周回 タイム 順位

１．白 100 大村 一良 おおむら かずよし 大阪府 PC松本 10
２．黒 101 堀田 マナブ ほった まなぶ 京都府 Teamまんま 4
３．赤 103 大森 ヒロユキおおもり ひろゆき 奈良県 ユーロワークス 8
４．青 107 得津 公義 とくつ きみよし 大阪 北摂すからと〜れ dns
５．黄 109 金子 光廣 かねこ みつひろ 愛知県 6
６．白黒 110 松元 徳泰 まつもと とくひろ 兵庫県 ＮＡＳ ＦＡＮ ＣＬＵＢ 3
７．白赤 112 小出 浩雅 こいで ひろまさ 三重県 m&m cyclefactory 7
８．白青 114 橋角 俊之 はしずみ としゆき 大阪府 エキップリオン 9
９．赤青 115 小田 一仁 おだ かずひと 愛知県 サクラマチサイクル 5
10.黒黄 116 有山 朋男 ありやま ともお 兵庫県 Team ZERO UNO FRONTIER 2
11.黒赤 117 濱中 康志 はまなか やすし 兵庫県 Team ZERO UNO FRONTIER 5.34.96 1
12.黒青 118 廣井 浩一 ひろい こういち 岐阜県 CARO SPORT 11
13.白黄
R1 SCRATCＨ 4km

cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 周回 タイム 順位

１．白 121 谷口 敦史 たにぐち あつし 兵庫県 3
２．黒 122 犬伏 雄一 いぬぶせ ゆういち 大阪府 Teamスクアドラ 16
３．赤 123 設楽 彗斗 しだら けいと 大阪府 平地マンレーシング dns
４．青 124 杉山 陽帥 すぎやま ようすい 大阪府 大阪大学 7
５．黄 125 中廣 利貴 なかひろ としたか 兵庫県 Team.Mt.Nabe dns
６．白黒 127 山本 司 やまもと つかさ 大阪府 大阪大学 17
７．白赤 128 森田 正徳 もりた まさのり 大阪府 オーマイっ！ 10
８．白青 129 藤井 倫洋 ふじい ともひろ 京都府 モジュマエリアゼロナナゴ 8
９．赤青 132 木下 泰一 きのした たいち 大阪府 北摂すからと〜れ dns
10.黒黄 133 前田 義範 まえだ よしのり 大阪府 ＴＲＡＰ 4
11.黒赤 134 片桐 健 かたぎり たけし 大阪 自転車で暴れ倒し 15
12.黒青 135 村山 司 むらやま つかさ 奈良県 ZAS Racing 9
13.白黄 136 田平 修三 たひら しゅうぞう 京都府 モジュマエリアゼロナナゴ 13
14.赤黄 138 赤澤 聡彦 あかざわ  としひこ 岡山県 OVER  RIDE dns
15.青黄 139 松笠 史也 まつかさ ふみや 兵庫県 Coraggio Kawanishi Cycling Team Junior 5
16.緑 140 川嶋 祐紀 かわしま ゆうき 和歌山 Fortuna Tredici 11
17.緑白 141 太田 了允 おおた りょうすけ 大阪 ドゥールース 14
18.緑黒 142 中釜章成 なかがま としまさ 大阪 ドゥールース 5.25.29 1
19.緑赤 143 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 6
20.緑青 144 大川 友久 おおかわ ともひさ 京都 PROJECT K@2(ケーツー) 18
21.緑黄 146 星野 雅彦 ほしの まさひこ 大阪 Teamスクアドラ 12
22.紫 194 中村 弦太 なかむらげんた 京都 2
23.紫白 #N/A #N/A ### #N/A
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R2  SCRATCＨ 2km

cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 周回 タイム 順位

１．白 147 田中 実 たなか みのる 大阪 Team スクアドラ 3
２．黒 148 川上 和貴 かわかみ かずき 大阪府 エキップリオン 落車 dnf
３．赤 149 藤井 隆之 ふじい たかゆき 京都府 13
４．青 151 菊地 真一 きくち しんいち 愛知県 11
５．黄 154 田中 稔 たなか みのる 大阪府 teamスクアドラ 10
６．白黒 156 茂山 友樹 しげやま ともき 大阪府 立命館大学体育会トライアスロン部 dns
７．白赤 157 磯田 友賀 いそだ ともかず 京都府 Team allout 6
８．白青 159 奥田 直継 おくだ なおつぐ 大阪府 大阪工業大学 2
９．赤青 160 岩田 真人 いわた まさと 兵庫県 dns
10.黒黄 161 藤田 哲史 ふじた さとし 京都府 violar 8
11.黒赤 162 澤口 光 さわぐち ひかる 滋賀県 RTC 落車 dnf
12.黒青 164 小野 岳人 おの たけひと 京都府 きゅうべえsports 12
13.白黄 165 橋本 歩久玄 はしもと ほくげん 愛知県 9
14.赤黄 166 田中 亮多 たなか りょうた 奈良県 高取国際高校 5
15.青黄 167 味村 大 みむら ひろし 和歌山 北摂すからと〜れ 落車 dnf
16.緑 168 西村 博 にしむら ひろし 大阪府 Sakatani Racing 2.42.60 1
17.緑白 169 村田 孝幸 むらた たかゆき 大阪 本町クラブ 7
18.緑黒 170 北山 純 きたやま じゅん 大阪府 Ｓａｋａｔａｎｉ　Ｒａｃｉｎｇ 4
19.緑赤 171 高田 晃平 たかた こうへい 愛知県 ぴっとレーシングチーム 落車 dnf
20.緑青
U12  SCRATCＨ 2km

cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 周回 タイム 順位

１．白 173 橋本 煌之介 はしもと こうのすけ 京都府 dns
２．黒 174 谷口 隼悟 たにぐち しゅんご 兵庫県 北六小学校 4
３．赤 175 栂尾 遥斗 とがお はると 兵庫県 Coraggio Kawanishi Cycling Team Kids 6
４．青 177 内田  樂 うちだ  がく 愛知県 美山サイクリングクラブ 2
５．黄 178 柚木 正成 ゆき まさしげ 大阪府 ONEandONLY-CR 3.19.53 1
６．白黒 180 渡辺 大五郎 わたなべ だいごろう 東京都 7
７．白赤 181 中川 空大 なかがわ あお 滋賀県 3
８．白青 182 宮本 結太 みやもと ゆいた 兵庫県 Coraggio Kawanishi Cycling Team Kids dns
９．赤青 183 西原 夕華 にしはら ゆうか 大阪府 すみっコRT 5
10.黒黄
U15  SCRATCＨ 2km

cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 周回 タイム 順位

１．白 185 内田  凛 うちだ  りん 愛知県 美山サイクリングクラブ 7
２．黒 186 保崎 実智子 ほざき みちこ 京都府 美山CC 6
３．赤 187 柚木 平蔵 ゆき へいぞう 大阪府 ONEandONLY-CR 3.03.75 1
４．青 188 山口 颯太 やまぐち そうた 京都府 美山サイクリングクラブ 5
５．黄 189 橋本 のこ はしもと のこ 愛知県 4
６．白黒 190 橋本 慎之介 はしもと しんのすけ 京都府 3
７．白赤 191 小林 りょう こばやし りょう 京都 長岡第4中学校 2
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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

28 山内 渓太 やまうち けいた 岐阜県 可児高校 1.10.68 1

32 藤井 侑吾 ふじい ゆうご 愛知県 中部大学 1.11.68 2
29 小原 洋未 おはら ひろみ 兵庫 リオンかベローチェで暴れ倒し 1.11.80 3
26 二階堂 尚志 にかいどう たかし 神奈川 チーム ウォークライド 1.12.04 4
20 太田 大揮 おおた だいき 大阪 チーム白星 1.12.16 5
25 島 奨乃 しま しょうの 大阪 Fortuna Tredici 1.12.20 6
23 山下 祐也 やました ゆうや 兵庫県 1.12.34 7

193 中村 弦太 なかむらげんた 京都 1.13.20 8
21 根田 裕司 ねだ ゆうじ 大阪 ネクストリーム・うどん虹や 1.13.35 9
22 谷 和也 たに かずや 大阪府 1.13.61 10
18 高木 英行 たかぎ ひでゆき 京都府 PRT KOSEKI 1.13.66
13 井上 人志 いのうえ ひとし 大阪 VC VELOCE 1.14.46
15 西村 剛 にしむら たけし 滋賀県 瀬田工業高校 1.14.90
14 岩崎 庄平 いわさき しょうへい 京都 チームフライハイト 1.15.54
16 山口 忠行 やまぐち ただゆき 広島県 eNShare Cycling Team 1.15.75
12 谷岡 駿 たにおか しゅん 大阪 Teamスクアドラ 1.15.89
27 姫野 正志 ひめの まさし 兵庫県 Team Zero UNO FRONTIER 1.16.40

6 野崎 翼 のざき つばさ 大阪府 大阪大学 1.18.89
3 野島 遊 のじま ゆう 大阪府 1.19.10
5 竹内 宏 たけうち ひろし 兵庫 ボナペティ

19 森 俊文 もり としふみ 愛知県 ミズタニ自転車
DNS 24 中釜 健次  なかがま たつひで 大阪 ドゥールース

31 大塚 航 おおつか わたる 京都 VICTOIRE広島
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

75 安東 秀倫 あんどう  ひでみち 岡山県 チーム岡山 1.13.89 1

70 善本航平 よしもと こうへい 京都 チームフライハイト 1.14.30 2
64 佐藤 晴 さとう はる 岐阜県 可児高校 1.14.59 3
63 藤田 耕志 ふじた たかし 兵庫県 VC VELOCE 1.16.10 4
51 李 宗雨 り そうう 滋賀 VC VELOCE 1.16.77 5
69 安井 慎治 やすい しんじ 岡山県 1.17.88 6
57 山本 淳史 やまもと あつし 大阪府 ﾁｰﾑ　ｽｸｱﾄﾞﾗ 1.18.22 7
66 當麻 雄大 とうま ゆうだい 大阪府 ナカガワRC 1.18.42 8
67 渡部 雅友 わたなべ まさとも 大阪府 cycle shop 香輪 1.18.61 9
56 近藤 靖矩 こんどう やすのり 大阪 1.19.12 10
68 中島 雅央 なかじま まさお 大阪府 シマノドリンキング 1.19.23
62 太田 大地 おおた だいち 京都 PROJECT K@2 1.19.29
58 田口 純也 たぐち じゅんや 兵庫県 662CCC 1.19.33
39 新開 隆人 しんかい りゅうじ 兵庫 Coraggio Kawanishi Cycling Team 1.19.55
52 山崎 洋 やまさき ひろし 岐阜県 O☆RACING 1.19.61
85 光成 巧 みつなり たくみ 大阪府 大阪工業大学 1.21.42
55 榎本 倫晃 えのもと のりあき 兵庫県 1.21.67
61 小野 豪太 おの ごうた 岐阜県 鶯谷高校 1.21.81
50 服部 和成 はっとり かずなり 京都府 PRT KOSEKI 1.22.22
59 樋口 章 ひぐち あきら 兵庫県 市立伊丹高校 1.22.36
38 重谷 陽一 おもたに よういち 兵庫県 Teamスクアドラ 1.22.85
45 種井  亮 たねい   りょう 愛知県 天狗党 1.24.51
41 田村 健人 たむら けんと 大阪府coraggio kawanisi cycling team junior youth 1.25.26
36 崔 龍 ちぇ りゅう 兵庫県 神崎高校 1.28.96

DNS 42 辰巳 裕次郎 たつみ、ゆうじろう 滋賀
60 前田 堅一朗 まえだ けんいちろう 大阪 CWASPアタリマエダ
73 松田 麿城 まつだ ましろ 京都

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

118 廣井 浩一 ひろい こういち 岐阜県 CARO SPORT 1.17.28 1

116 有山 朋男 ありやま ともお 兵庫県 Team ZERO UNO FRONTIER 1.18.81 2
112 小出 浩雅 こいで ひろまさ 三重県 m&m cyclefactory 1.19.48 3
119 板崎 寿一 いたざき としかず 三重県 Aoyama Rockets　RT 1.20.40 4
120 渡辺 信行 わたなべ のぶゆき 大阪 Teamスクアドラ 1.20.40 5
104 保崎 治也 ほざき はるや 京都府 TOPFIELD　MCC 1.25.29 6
100 大村 一良 おおむら かずよし 大阪府 PC松本 1.29.38
101 堀田 マナブ ほった まなぶ 京都府 Teamまんま 1.31.54
105 橋爪 理浩 はしづめ みちひろ 兵庫
106 鈴木 ただし すずき ただし 京都
111 鍋山 聡 なべやま さとし 大阪 岸和田練習会
114 橋角 俊之 はしずみ としゆき 大阪府 エキップリオン

1kmTT/500mTT  1／3
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Ｒ１
H/B № 氏名 ふりがな area 所属 電気タイム 手動タイム 順位

194 中村 弦太 なかむらげんた 京都 1.16.25 1

143 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 1.18.06 2
140 川嶋 祐紀 かわしま ゆうき 和歌山 Fortuna Tredici 1.18.46 3
144 大川 友久 おおかわ ともひさ 京都 PROJECT K@2(ケーツー) 1.19.20 4
136 田平 修三 たひら しゅうぞう 京都府 モジュマエリアゼロナナゴ 1.20.26 5
139 松笠 史也 まつかさ ふみや 兵庫県Coraggio Kawanishi Cycling Team Junior 1.21.31 6
137 頼近 直純 よりちか なおずみ 滋賀県 Teamまんま 1.21.43
146 星野 雅彦 ほしの まさひこ 大阪 Teamスクアドラ 1.21.94
129 藤井 倫洋 ふじい ともひろ 京都府 モジュマエリアゼロナナゴ 1.22.37
135 村山 司 むらやま つかさ 奈良県 ZAS Racing 1.24.27
122 犬伏 雄一 いぬぶせ ゆういち 大阪府 Teamスクアドラ 1.26.13
130 大濱 太志 おおはま ふとし 大阪府 おーばーどぅ〜いんぐ自転車 1.28.08

DNS 121 谷口 敦史 たにぐち あつし 兵庫県
DNS 123 設楽 彗斗 しだら けいと 大阪府 平地マンレーシング

132 木下 泰一 きのした たいち 大阪府 北摂すからと〜れ
133 前田 義範 まえだ よしのり 大阪府 ＴＲＡＰ
138 赤澤 聡彦 あかざわ  としひこ 岡山県 OVER  RIDE

DNS 141 太田 了允 おおた りょうすけ 大阪 ドゥールース
145 渡邊 雄太 わたなべ  ゆうた 大阪府 NEXTREEM・うどん虹や

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

89 芦原 徹 あしはら とおる 奈良県 マッスルプロダクション奈良 37.110 1

81 石井 和明 いしい  かずあき 兵庫県 さくらまちサイクル@NFC 40.130 2
88 腰山 雅大 こしやま まさひろ 兵庫県 All-City Cycles 41.700 3
79 田口 詞也 たぐち つぐなり 兵庫県 662CCC 43.430 4
76 楠田 祥大 くすだ はると 兵庫県 大原学園

DNS 77 浅岡 広史 あさおか ひろし 京都
80 小山 知怜 おやま ちさと 京都 PRTコセキ
82 山下 賢仁 やました よしひと 東京都 三菱電機 菱風会
84 吉田 彰 よしだ あきら 兵庫県 KINFOLK
85 光成 巧 みつなり たくみ 大阪府 大阪工業大学
87 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

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

92 中本 真弥 なかもと  まや 和歌山 41.130 1

192 中里 友香 なかざと ゆか 広島県 eNShare Cycling Team 41.650 2
1 鈴木 媛子 すずき ひめこ 山梨県 山梨学院大学 42.650 3

96 奥平 厚子 おくだいら あつこ 兵庫 Team  Zero Uno Frontier 44.010 4
91 二口早紀 ふたくち さき 福井県 45.230 5
95 上田 順子 うえだ じゅんこ 京都 BC.ANELLO 46.080 6
94 堀江 みちこ ほりえ みちこ 大阪府 team avenova 48.310
90 原田 悦子 はらだ えつこ 徳島県 チームインコ 49.530

DNS 97 島袋 陽子 しまぶくろ ようこ 兵庫県 エキップリオン
99 大野 風貴芽 おおの ふきめ 愛知県 MINOURA大垣レーシング

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

147 田中 実 たなか みのる 大阪 Team スクアドラ 38.22 1
165 橋本 歩久玄 はしもと ほくげん 愛知県 39.36 2
158 宇野 剛史 うの つよし 大阪府 40.21 3
159 奥田 直継 おくだ なおつぐ 大阪府 大阪工業大学 40.29 4
154 田中 稔 たなか みのる 大阪府 teamスクアドラ 41.77 5
164 小野 岳人 おの たけひと 京都府 きゅうべえsports 42.51 6
153 西原 裕樹 にしはら ひろき 大阪府 トーヨーCT 43.50
163 上田 晃史 うえだ あきふみ 大阪府 エキップリオン 44.13
151 菊地 真一 きくち しんいち 愛知県 45.37
148 川上 和貴 かわかみ かずき 大阪府 エキップリオン
150 川嶋 隆史 かわしま たかし 兵庫 Team 　Re：start
152 新井 秀人 あらい ひでと 兵庫
160 岩田 真人 いわた まさと 兵庫県
167 味村 大 みむら ひろし 和歌山 北摂すからと〜れ
171 高田 晃平 たかた こうへい 愛知県 ぴっとレーシングチーム

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

172 山野  葉子 やまの  ようこ 兵庫県 Toyo Frame 50.45

1kmTT/500mTT  2／3
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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

174 谷口 隼悟 たにぐち しゅんご 兵庫県 北六小学校 52.240 1
177 内田  樂 うちだ  がく 愛知県 美山サイクリングクラブ 52.640 2
178 柚木 正成 ゆき まさしげ 大阪府 ONEandONLY-CR 53.410 3
183 西原 夕華 にしはら ゆうか 大阪府 すみっコRT 55.300 4
181 中川 空大 なかがわ あお 滋賀県 56.000 5
196 中野 蒔 なかのまく 56.010 6
176 新主 廉斗 しんしゅ れんと 奈良県 マッスルプロダクション奈良 60.000 7
184 有山 怜恩 ありやま れおん 兵庫県 Team ZERO UNO FRONTIER 61.880
175 栂尾 遥斗 とがお はると 兵庫県Coraggio Kawanishi Cycling Team Kids 62.180
180 渡辺 大五郎 わたなべ だいごろう 東京都 67.450
173 橋本 煌之介 はしもと こうのすけ 京都府
179 橋本 ちよな はしもと のこ 愛知県

DNS 182 宮本 結太 みやもと ゆいた 兵庫県Coraggio Kawanishi Cycling Team Kids

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

191 小林 りょう こばやし りょう 京都 長岡第4中学校 43.510 1
189 橋本 のこ はしもと のこ 愛知県 46.850 2
190 橋本 慎之介 はしもと しんのすけ 京都府 47.530 3
187 柚木 平蔵 ゆき へいぞう 大阪府 ONEandONLY-CR 48.650 4
186 保崎 実智子 ほざき みちこ 京都府 美山CC 48.820 5
185 内田  凛 うちだ  りん 愛知県 美山サイクリングクラブ 49.750 6
188 山口 颯太 やまぐち そうた 京都府 美山サイクリングクラブ 50.710

1kmTT/500mTT  3／3
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Ｔ１ ポイント決勝
通
過
順
位

1 2 3 4 5 6 7 8

１着 ５点 28 10 28 26 10 193 28 26
２着 ３点 193 18 193 10 9 9 26 193
３着 ２点 16 195 26 9 195 10 8 28

タイム 21.59.19 ４着 １点 9 193 8 195 26 195 10 10

４０周１６ ｋｍ ５着 —
cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 5 10 15 20 25 30 35 40

35 30 25 20 15 10 5 G
１．白 4 内田 宇海 うちだ たかみ 大阪府 Teamスクアドラ 6 8
２．黒 8 原田 伽以 はらだ かい 兵庫県 神崎高校 1 2 3 7 7
３．赤 9 今井 章雄 いまい あきお 岡山 SAUCE DEVELOPMENT 1 2 3 3 9 5 5
４．青 10 松本 貞行 まつもと さだゆき 京都府 Sakataniアンカーマン 5 3 5 2 1 2 18 4 4
５．黄 13 井上 人志 いのうえ ひとし 大阪 VC VELOCE

６．白黒 15 西村 剛  にしむら たけし 滋賀県  瀬田工業高校

７．白赤 16 山口 忠行 やまぐち ただゆき 広島県 eNShare Cycling Team 2 2
８．白青 18 高木 英行 たかぎ ひでゆき 京都府 PRT KOSEKI 3 3
９．赤青 26 二階堂 尚志 にかいどう たかし 神奈川 チーム ウォークライド 2 5 1 3 10 21 1 1
10.黒黄 28 山内 渓太 やまうち けいた 岐阜県 可児高校 5 5 5 4 19 3 2
11.黒赤 33 窓場 千加頼 まどばちかより 京都 JPCU KYOTO

12.黒青 193 中村 弦太 なかむらげんた 京都 3 1 3 5 6 18 2 3
13.白黄 195 畑段 嵐 はただんあらし 京都 JPCU KYOTO 2 1 2 1 6 8 6

順位

ポイント周回

周回
得点

合計 着順

1／4 ポイントレース
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T2 ポイント決勝
通
過
順
位

1 2 3 4 5 6 7 8

１着 ５点 35 37 37 37 49 37
２着 ３点 48 39 39 39 39 46
３着 ２点 65 72 72 48 48 48

タイム 17.13.93 ４着 １点 72 48 68 72 37 72

３０周１２ ｋｍ ５着 —
cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 5 10 15 20 25 30

25 20 15 10 5 G
１．白 34 波多野  正大はたの  まさひろ 京都府

２．黒 35 得津 光司 とくつ こうじ 神奈川 5 5 6 5
３．赤 37 川本 憲一 かわもと けんいち 大阪府愛しのウリ坊 5 5 5 1 10 20 46 1 1
４．青 39 新開 隆人 しんかい りゅうじ 兵庫 Coraggio Kawanishi Cycling Team 3 3 3 3 20 32 10 2
５．黄 41 田村 健人 たむら けんと 大阪府coraggio kawanisi cycling team junior youth

６．白黒 42 辰巳 裕次郎 たつみ、ゆうじろう 滋賀 11
７．白赤 43 森根 詩成 もりね しいな 兵庫県市立伊丹高校 13
８．白青 44 武平 純一 たけひら 純一 大阪府Sakatani  Racing 8
９．赤青 46 服部 健一 はっとり けんいち 大阪府Sakatani Racing 6 6 2
10.黒黄 47 中前 元久 なかまえ もとひさ 石川 HMG 7
11.黒赤 48 纐纈 壮太郎 こうけつ そうたろう 岐阜県 可児高校 3 1 2 2 4 12 3 3
12.黒青 49 土田 誠二 つちだ せいじ 大阪府つうばいつう 5 5 16 6
13.白黄 50 服部 和成 はっとり かずなり 京都府PRT KOSEKI 12
14.赤黄 52 山崎 洋 やまさき ひろし 岐阜県O☆RACING 9
15.青黄 54 安原 大貴 やすはら だいき 三重県鷹組 14
16.緑 65 木下 正季 きのした まさき 大阪 エキップリオン 2 2 15
17.緑白 68 中島 雅央 なかじま まさお 大阪府 シマノドリンキング 1 1 5
18.緑黒 71 山田 高嗣 やまだ たかし 静岡県 ミソノイレーシングチーム

19.緑赤 72 山本 晃司 やまもと こうじ 岡山 チーム岡山 1 2 2 1 2 8 4 4
20.緑青

順位着順
周回
得点

合計

ポイント周回

2／4 ポイントレース
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ＴL＋TM +T3ポイント決勝
通
過
順
位

1 2 3 4 5 6 7 8

１着 ５点 115 115 192 109
２着 ３点 113 109 115 113
３着 ２点 109 113 113 115

タイム 11.40.75 ４着 １点 86 81 109 192

２０周８ｋｍ ５着 —
cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 5 10 15 20

15 10 5 G
１．白 81 石井 和明 いしい  かずあき 兵庫県さくらまちサイクル@NFC 1 1 5 5
２．黒 86 小山 文太郎 こやま ぶんたろう 兵庫県 1 1 6 6
３．赤 98 伊藤 優以  いとう ゆい 兵庫県Team ZERO UNO FRONTIER 

４．青 192 中里 友香 なかざと ゆか 広島県eNShare Cycling Team 5 2 7 4 4
５．黄 107 得津 公義 とくつ きみよし 大阪 北摂すからと〜れ
６．白黒 109 金子 光廣 かねこ みつひろ 愛知県 2 3 1 10 16 1 2
７．白赤 110 松元 徳泰 まつもと とくひろ 兵庫県ＮＡＳ ＦＡＮ ＣＬＵＢ 7 7
８．白青 113 福中健二 ふくなか けんじ 兵庫県 3 2 2 6 13 2 3
９．赤青 114 橋角 俊之 はしずみ としゆき 大阪府エキップリオン
10.黒黄 115 小田 一仁 おだ かずひと 愛知県サクラマチサイクル 5 5 3 4 17 3 1
11.黒赤 117 濱中 康志 はまなか やすし 兵庫県 Team ZERO UNO FRONTIER

12.黒青

着順 順位

ポイント周回

周回
得点

合計

3／4 ポイントレース
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R1+R2 ポイント決勝
通
過
順
位

1 2 3 4 5 6 7 8

１着 ５点 121 121 128 128 128 194 194 194
２着 ３点 139 139 194 194 139 128 128 121
３着 ２点 127 194 121 139 147 121 139 139

8.57.07 ４着 １点 157 127 139 121 194 169 121 128

１６周６．４ｋｍ ５着 —
cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 2 4 6 8 10 12 14 16

14 12 10 8 6 4 2 G
１．白 121 谷口 敦史 たにぐち あつし 兵庫県 5 5 2 1 2 1 6 22 2 3
２．黒 123 設楽 彗斗  しだら けいと 大阪府 平地マンレーシング
３．赤 125 中廣 利貴 なかひろ としたか 兵庫県Team.Mt.Nabe
４．青 127 山本 司 やまもと つかさ 大阪府大阪大学 2 1 3 5 5
５．黄 128 森田 正徳 もりた まさのり 大阪府オーマイっ！ 5 5 5 3 3 2 23 4 2
６．白黒 134 片桐 健  かたぎり たけし  大阪  自転車で暴れ倒し
７．白赤 139 松笠 史也 まつかさ ふみや 兵庫県Coraggio Kawanishi Cycling Team Junior 3 3 1 2 3 2 4 18 3 4
８．白青 143 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

９．赤青 194 中村 弦太 なかむらげんた 京都 2 3 3 1 5 5 10 29 1 1
10.黒黄 #N/A #N/A ### #N/A

11.黒赤 147 田中 実 たなか みのる 大阪 Team スクアドラ 2 7 6
12.黒青 154 田中 稔 たなか みのる 大阪府 teamスクアドラ

13.白黄 156 茂山 友樹 しげやま ともき 大阪府立命館大学体育会トライアスロン部

14.赤黄 157 磯田 友賀 いそだ ともかず 京都府 Team allout 1 8 7
15.青黄 #N/A #N/A ### #N/A

16.緑 #N/A #N/A ### #N/A

17.緑白 169 村田 孝幸 むらた たかゆき 大阪 本町クラブ 1 6

周回
得点

合計 着順 順位

ポイント周回

4／4 ポイントレース
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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 可児高校 28 山内 渓太 48 纐纈 壮太郎 64 佐藤 晴 #N/A 1.22.77
1 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 神崎高校 11 大前 雄暉 2 多田 雄飛 7 小林 聖哉 8 原田 伽以 4.51.79
1 B VELOCEウォークライド 13 井上 人志 29 小原 洋未 26 二階堂 尚志 51 李 宗雨 4.56.13
2 H PRTコセキ 53 今村 有亨 18 高木 英行 50 服部 和成 dns

1／1 団体種目
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