
KTF2017/6/25#3WAKAYAMA

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

2 古川 秀基 ふるかわ ひでき 大阪 Teamスクアドラ
5 西田 優大 にしだ ゆうだい 大阪 関西大学 12.481
6 谷岡 駿 たにおか しゅん 大阪 Teamスクアドラ
7 内田 宇海 うちだ たかみ 大阪 Teamスクアドラ

11 森下 拓海 もりした たくみ 大阪 関西大学 13.114
17 二宮 誉仁 にのみや たかひと 大阪 関西大学 11.712
19 根田 裕司 ねだ ゆうじ 大阪 ネクストリーム・うどん虹や

20 高田 慎平 たかた しんぺい 愛媛 松山工業高校 11.777
22 太田 大揮 おおただいき 大阪 チーム白星
23 出口 謙一郎 でぐち けんいちろう 大阪 茨木工科高等学校
24 姫野 正志 ひめの まさし 兵庫 チームゼロウノフロンティア 12.340
26 谷 和也 たに かずや 大阪 11.454
27 山神 海晴 やまがみ かいせい 大阪 関西大学 12.049

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

28 芦原 徹 あしはら とおる 奈良 マッスルプロダクション奈良

29 上田 晃史 うえだ あきふみ 大阪 エキップリオン
30 島田 英樹 しまだ ひでき 大阪
31 上田 泰正 うえだ ひろまさ 大阪 Sakatani Racing 14.378
32 片尾 公治 かたお こうじ 大阪
34 重谷 陽一 おもたに よういち 兵庫 Teamスクアドラ 13.580
35 服部 健一 はっとり けんいち 大阪 Sakatani Racing 12.778
37 武平 純一 たけひら じゅんいち 大阪 Sakatani Racing 13.495
38 加藤 大智 かとう たいち 奈良 京都向陽サイクルスポーツクラブ・洛星中学校 13.398
40 古川 誠史 ふるかわ せいし 大阪 Teamスクアドラ 12.779
41 今村 有亨 いまむら ありみち 京都 PRT KOSEKI 12.324
42 前田 堅一朗 まえだ けんいちろう 大阪 CWASPアタリマエダ 11.890
43 服部 和成 はっとり かずなり 京都 PRT KOSEKI 14.241
45 黄 祥悦 こう よしのぶ 大阪 関西大学 12.371
46 冨士 諒人 ふじ まさと 京都 12.373
47 渡部 雅友 わたなべ まさとも 大阪 おーばーどぅ〜いんぐ自転車部

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

48 楠田 祥大 くすだ はると 兵庫 大原学園 12.817
50 犬伏  雄一 いぬぶせ ゆういち 大阪 Teamスクアドラ
51 久保 翔史 くぼ しょうし 兵庫 サクラマチサイクル 13.425

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

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

63 島袋 陽子 しまぶくろ ようこ 兵庫 エキップリオン
64 梶 徳恵 かじ のりえ 香川
65 奥平 厚子 おくだいら あつこ 兵庫 Team ZERO UNO FRONTIER 14.213
67 伊藤 優以 いとう ゆい 兵庫 Team ZERO UNO FRONTIER

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

52 得津 公義 とくつ きみよし 大阪 北摂すからと〜れ 14.634
53 渡辺 信行 わたなべ のぶゆき 大阪 Teamスクアドラ
54 新井 宏昭 あらい ひろあき 和歌山レバンサイクルRT 13.637
55 近藤 慎一郎 こんどう しんいちろう 大阪 13.452
56 鈴木 ただし すずき ただし 京都 ドゥールース。。。                     ﾃﾞｷﾀ❤ 13.254
57 片山 和彦 かたやま かずひこ 奈良 Team ZERO UNO FRONTIER 13.219
58 藤田 季之 ふじた としゆき 大阪 岸和田練習会　ﾄﾞｩｰﾙｰｽ 13.328
60 鍋山 聡 なべやま さとし 大阪 岸和田練習会
62 板崎 寿一 いたざき としかず 三重 Aoyama　Rockets　RT

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

71 宇野 剛史 うの つよし 大阪 VC VELOCE prossimo 12.962
72 片桐 健 かたぎり たけし 大阪 自転車で暴れ倒し
73 田平 修三 たひら しゅうぞう 京都 モジュマエリアゼロナナゴ 12.707
76 仲松 康太 なかまつ やすひろ 大阪 kikkoukai.com

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

79 磯田 友賀 いそだ ともかず 京都 Team allout
80 芥子 孝満 けし たかみつ 大阪 14.326
81 北山 純 きたやま じゅん 大阪 Sakatani Racing
82 田中 稔 たなか みのる 大阪 Teamスクアドラ
83 西村 博 にしむら ひろし 大阪 Sakatani Racing 12.773

U12  200mFTT
№ 氏名 ふりがな area 所属 タイム manual 順位

85 新主 廉斗 しんしゅ れんと 奈良 マッスルプロダクション奈良

86 片山 国拓 かたやま くにひろ 奈良 Team ZERO UNO FRONTIER 16.913
88 安井 悠真 やすい ゆうま 奈良 奈良市立二名中・京都向陽サイクルスポーツクラブ 13.205

200FTT 1／1



KTF2017/6/25#3WAKAYAMA
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

20 高田 慎平 たかた しんぺい 愛媛 松山工業高校 1.10.420 1

26 谷 和也 たに かずや 大阪 1.11.695 2
21 光岡 勇真 みつおか ゆうま 愛媛 松山工業高校 1.12.281 3

9 岸本 啓杜 キシモト ヒロト 大阪 関西大学体育会自転車部 1.12.847 4
5 西田 優大 にしだ ゆうだい 大阪 関西大学 1.13.249 5

17 二宮 誉仁 にのみや たかひと 大阪 関西大学 1.13.516 6
4 村上 功太郎 むらかみ こうたろう 愛媛 松山工業高校 1.14.150 7

16 高木 英行 たかぎ ひでゆき 京都 PRT KOSEKI 1.14.970 8
1 宮尾 達也 みやお たつや 愛媛 松山工業高校 1.15.011 9

11 森下 拓海 もりした たくみ 大阪 関西大学 1.15.204 10
3 小笠原 汰一 おがさわら たいち 愛媛 松山工業高校 1.15.419 11

24 姫野 正志 ひめの まさし 兵庫 チームゼロウノフロンティア 1.15.665 12
13 山口 忠行 やまぐち ただゆき 広島 エンシェアサイクリングチーム 1.16.070 13
19 根田 裕司 ねだ ゆうじ 大阪 ネクストリーム・うどん虹や DNS

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

44 中島 雅央 なかじま まさお 大阪 シマノドリンキング 1.15.249 1

45 黄 祥悦 こう よしのぶ 大阪 関西大学 1.15.857 2
46 冨士 諒人 ふじ まさと 京都 1.17.305 3
48 楠田 祥大 くすだ はると 兵庫 大原学園 1.17.742 4
40 古川 誠史 ふるかわ せいし 大阪 Teamスクアドラ 1.18.659 5
88 安井 悠真 やすい ゆうま 奈良 奈良市立二名中・京都向陽サイクルスポーツクラブ 1.21.060 6
39 高橋 真吾 たかはし しんご 大阪 SAUCE DEVELOPMENT 1.21.264 7
38 加藤 大智 かとう たいち 奈良 京都向陽サイクルスポーツクラブ・洛星中学校 1.21.618 8
43 服部 和成 はっとり かずなり 京都 PRT KOSEKI 1.22.288 9
34 重谷 陽一 おもたに よういち 兵庫 Teamスクアドラ 1.23.020 10
66 中里 友香 なかざと ゆか 広島 eNShare Cycling Team 1.25.789 11

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

62 板崎 寿一 いたざき としかず 三重 Aoyama　Rockets　RT 1.21.219 1

58 藤田 季之 ふじた としゆき 大阪 岸和田練習会　ﾄﾞｩｰﾙｰｽ 1.21.880 2
55 近藤 慎一郎 こんどう しんいちろう大阪 1.23.126 3
56 鈴木 ただし すずき ただし 京都 ドゥールース。。。                     ﾃﾞｷﾀ❤ 1.23.756 4

Ｒ１
H/B № 氏名 ふりがな area 所属 電気タイム手動タイム 順位

74 仲野 結音 なかの ゆうと 大阪 市立堺高校 1.16.863 1

77 川嶋 祐紀 かわしま ゆうき 和歌山Fortuna Tredici 1.17.188 2
73 田平 修三 たひら しゅうぞう 京都 モジュマエリアゼロナナゴ 1.19.507 3
68 浦久保 朋哉 うらくぼ ともや 和歌山L'ALPE KF RACING 1.20.328 4

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

51 久保 翔史 くぼ しょうし 兵庫 サクラマチサイクル 41.365
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

65 奥平 厚子 おくだいら あつこ 兵庫 Team ZERO UNO FRONTIER 44.700

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
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

84 植田 祥子 うえださちこ 大阪 ゾース エレファンットメント 50.900

1kmTT/500mTT  1／1
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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 18 廣瀬 武人 ひろせ たけと 兵庫 神戸弘陵高校 6

２．黒 20 高田 慎平 たかた しんぺい 愛媛 松山工業高校 2
３．赤 21 光岡 勇真 みつおか ゆうま 愛媛 松山工業高校 4
４．青 24 姫野 正志 ひめの まさし 兵庫 チームゼロウノフロンティア 5
５．黄 14 山口 雄大 やまぐち たけひろ 大阪 ゾース エレファンットメント 3
６．白黒 19 根田 裕司 ねだ ゆうじ 大阪 ネクストリーム・うどん虹や 7
７．白赤 27 山神 海晴 やまがみ かいせい 大阪 関西大学 11.990 1
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 31 上田 泰正 うえだ ひろまさ 大阪 Sakatani Racing 7

２．黒 33 狩野 大吾 かの だいご 静岡 Ｉｋｕｓｅｒ 6
３．赤 35 服部 健一 はっとり けんいち 大阪 Sakatani Racing 4
４．青 37 武平 純一 たけひら じゅんいち 大阪 Sakatani Racing 5
５．黄 40 古川 誠史 ふるかわ せいし 大阪 Teamスクアドラ 3
６．白黒 41 今村 有亨 いまむら ありみち 京都 PRT KOSEKI 12.844 1
７．白赤 42 前田 堅一朗 まえだ けんいちろう 大阪 CWASPアタリマエダ 2
T3+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 49 藪林  翔太 やぶばやし しょうた 大阪 14.130 1

２．黒 52 得津 公義 とくつ きみよし 大阪 北摂すからと〜れ 7
３．赤 54 新井 宏昭 あらい ひろあき 和歌山レバンサイクルRT 9
４．青 56 鈴木 ただし すずき ただし 京都 ドゥールース。。。                     ﾃﾞｷﾀ❤ 3
５．黄 57 片山 和彦 かたやま かずひこ 奈良 Team ZERO UNO FRONTIER 2
６．白黒 58 藤田 季之 ふじた としゆき 大阪 岸和田練習会　ﾄﾞｩｰﾙｰｽ 4
７．白赤 60 鍋山 聡 なべやま さとし 大阪 岸和田練習会 8
８．白青 62 板崎 寿一 いたざき としかず 三重 Aoyama　Rockets　RT 5
９．赤青 65 奥平 厚子 おくだいら あつこ 兵庫 Team ZERO UNO FRONTIER 6
R１+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 68 浦久保 朋哉 うらくぼ ともや 和歌山L'ALPE KF RACING 降格 7

２．黒 71 宇野 剛史 うの つよし 大阪 VC VELOCE prossimo 6
３．赤 73 田平 修三 たひら しゅうぞう 京都 モジュマエリアゼロナナゴ 3
４．青 75 岩崎 礼緒 いわさき れお 和歌山MONTAGNE 4
５．黄 77 川嶋 祐紀 かわしま ゆうき 和歌山Fortuna Tredici 12.863 1
６．白黒 80 芥子 孝満 けし たかみつ 大阪 5
７．白赤 83 西村 博 にしむら ひろし 大阪 Sakatani Racing 2
RL+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 84 植田 祥子 うえださちこ 大阪 ゾース エレファンットメント 2

２．黒 85 新主 廉斗 しんしゅ れんと 奈良 マッスルプロダクション奈良

３．赤 86 片山 国拓 かたやま くにひろ 奈良 Team ZERO UNO FRONTIER 17.986 1
４．青 87 古川 佳穂 ふるかわ かほ 大阪 Teamスクアドラ

KEIRIN  1／1
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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 1 宮尾 達也 みやお たつや 愛媛 松山工業高校 9

２．黒 3 小笠原 汰一 おがさわら たいち 愛媛 松山工業高校 5
３．赤 19 根田 裕司 ねだ ゆうじ 大阪 ネクストリーム・うどん虹や 10
４．青 12 松兼 輝明 まつかね てるあき 大阪 関西大学自転車部 11
５．黄 13 山口 忠行 やまぐち ただゆき 広島 エンシェアサイクリングチーム 4
６．白黒 14 山口 雄大 やまぐち たけひろ 大阪 ゾース エレファンットメント 6
７．白赤 15 田渕 春歩 たぶち はるほ 京都 関西大学 2
８．白青 16 高木 英行 たかぎ ひでゆき 京都 PRT KOSEKI 7
９．赤青 17 二宮 誉仁 にのみや たかひと 大阪 関西大学 3
10.黒黄 18 廣瀬 武人 ひろせ たけと 兵庫 神戸弘陵高校 8
11.黒赤 27 山神 海晴 やまがみ かいせい 大阪 関西大学 10.14.23 1
T2　SCRATCH 8km

cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 周回 タイム 順位

１．白 43 服部 和成 はっとり かずなり 京都 PRT KOSEKI 5

２．黒 31 上田 泰正 うえだ ひろまさ 大阪 Sakatani Racing DNF
３．赤 44 中島 雅央 なかじま まさお 大阪 シマノドリンキング 4
４．青 33 狩野 大吾 かの だいご 静岡 Ｉｋｕｓｅｒ 3
５．黄 35 服部 健一 はっとり けんいち 大阪 Sakatani Racing 11.15.55 1
６．白黒 36 土田 誠二 つちだ せいじ 大阪 つうばいつう 7
７．白赤 39 高橋 真吾 たかはし しんご 大阪 SAUCE DEVELOPMENT 2
８．白青 66 中里 友香 なかざと ゆか 広島 eNShare Cycling Team 6
９．赤青 #N/A #N/A ### #N/A
T3+TM+TL SCRATCＨ 4km

cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 周回 タイム 順位

１．白 49 藪林  翔太 やぶばやし しょうた 大阪 5.52.738 1

２．黒 51 久保 翔史 くぼ しょうし 兵庫 サクラマチサイクル 4
３．赤 52 得津 公義 とくつ きみよし 大阪 北摂すからと〜れ 5
４．青 55 近藤 慎一郎 こんどう しんいちろう大阪 3
５．黄 57 片山 和彦 かたやま かずひこ 奈良 Team ZERO UNO FRONTIER 2
R1+R2 SCRATCＨ 4km

cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 周回 タイム 順位

１．白 68 浦久保 朋哉 うらくぼ ともや 和歌山 L'ALPE KF RACING 3

２．黒 80 芥子 孝満 けし たかみつ 大阪 DNF
３．赤 83 西村 博 にしむら ひろし 大阪 Sakatani Racing 6
４．青 73 田平 修三 たひら しゅうぞう 京都 モジュマエリアゼロナナゴ 5
５．黄 74 仲野 結音 なかの ゆうと 大阪 市立堺高校 2
６．白黒 75 岩崎 礼緒 いわさき れお 和歌山 MONTAGNE 4
７．白赤 77 川嶋 祐紀 かわしま ゆうき 和歌山 Fortuna Tredici 5.29.714 1
８．白青 86 片山 国拓 かたやま くにひろ 奈良 Team ZERO UNO FRONTIER DNF

Scratch  1／1
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Ｔ１ エリミネーション

№ b-no 氏名 ふりがな 府県 所属 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # # # 着順 タイム 順位

１．白 4 村上 功太郎 むらかみ こうたろ愛媛 松山工業高校 * 5

２．黒 5 西田 優大 にしだ ゆうだい 大阪 関西大学 2

３．赤 9 岸本 啓杜 キシモト ヒロト 大阪 関西大学体育会自転車部 * 6

４．青 27 山神 海晴 やまがみ かいせい大阪 関西大学 4.03.524 1

５．黄 12 松兼 輝明 まつかね てるあき大阪 関西大学自転車部 * 3

６．白黒 13 山口 忠行 やまぐち ただゆき広島 エンシェアサイクリングチーム * 4

７．白赤 15 田渕 春歩 たぶち はるほ 京都 関西大学 * 7

８．白青 18 廣瀬 武人 ひろせ たけと 兵庫 神戸弘陵高校 * 8

Ｔ2 エリミネーション 

№ b-no 氏名 ふりがな 府県 所属 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # # # 着順 タイム 順位

１．白 33 狩野 大吾 かの だいご 静岡 Ｉｋｕｓｅｒ 4.26.090 1

２．黒 35 服部 健一 はっとり けんいち大阪 Sakatani Racing * 5

３．赤 36 土田 誠二 つちだ せいじ 大阪 つうばいつう * 7

４．青 37 武平 純一 たけひら じゅんい大阪 Sakatani Racing * 4

５．黄 38 加藤 大智 かとう たいち 奈良 京都向陽サイクルスポーツクラブ・洛星中学校 DNS

６．白黒 41 今村 有亨 いまむら ありみち京都 PRT KOSEKI * 3

７．白赤 44 中島 雅央 なかじま まさお 大阪 シマノドリンキング 2

８．白青 66 中里 友香 なかざと ゆか 広島 eNShare Cycling Team * 8

９．赤青 88 安井 悠真 やすい ゆうま 奈良 奈良市立二名中・京都向陽サイクルスポーツクラブ DNS

10.黒黄 45 黄 祥悦 こう よしのぶ 大阪 関西大学 * 6

T3+TM+TL エリミネーション

№ b-no 氏名 ふりがな 府県 所属 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # # # 着順 タイム 順位

１．白 49 藪林  翔太 やぶばやし しょう大阪 2.09.149 1

２．黒 54 新井 宏昭 あらい ひろあき 和歌山レバンサイクルRT * 4

３．赤 58 藤田 季之 ふじた としゆき 大阪 岸和田練習会　ﾄﾞｩｰﾙｰｽ 2

４．青 60 鍋山 聡 なべやま さとし 大阪 岸和田練習会 * 3

５．黄 65 奥平 厚子 おくだいら あつこ兵庫 Team ZERO UNO FRONTIER * 5

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 # # # # # 着順 タイム 順位

１．白 83 西村 博 にしむら ひろし 大阪 Sakatani Racing 2

２．黒 #N/A #N/A ### #N/A

３．赤 74 仲野 結音 なかの ゆうと 大阪 市立堺高校 1.00.747 1

４．青 75 岩崎 礼緒 いわさき れお 和歌山MONTAGNE * 3

５．黄 79 磯田 友賀 いそだ ともかず 京都 Team allout DNS

1／1 ELIMINATION
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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 チーム兵庫 18 廣瀬 武人 48 楠田 祥大 24 姫野 正志 #N/A 1.26.416
1 B 関西大学 27 山神 海晴 15 田渕 春歩 12 松兼 輝明 DNS

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 松山工業 3 小笠原 汰一 4 村上 功太郎 20 高田 慎平 21 光岡 勇真 4.51.930 1
1 B 関西大学 11 森下 拓海 9 岸本 啓杜 17 二宮 誉仁 5 西田 優大 5.00.930 2

1／1 団体種目
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