
event1 b-no name namef 所属
チームTT 1 Rafale ｲｼﾀﾞ ﾋﾛﾀｶ Rafale

石田 浩高 ｲｼﾀﾞ ﾋﾛﾀｶ
清瀬 健司 ｷﾖｾ ｹﾝｼﾞ
西村 敏行 ﾆｼﾑﾗ ﾄｼﾕｷ

チームTT 2 Aoyama Rockets RT＋１ ｲﾀｻﾞｷ ﾄｼｶｽﾞ Aoyama Rockets RT＋１
板崎 寿一 ｲﾀｻﾞｷ ﾄｼｶｽﾞ
南 進一 ﾐﾅﾐ ｼﾝｲﾁ
蔵谷 和俊 ｸﾗﾀﾆ ｶｽﾞﾄｼ

チームTT 3 CIERVO NARA ELITE ｲｯｼｷ ﾋﾛﾕｷ CIERVO NARA ELITE
一色 寛之 ｲｯｼｷ ﾋﾛﾕｷ
伊藤 隆久 ｲﾄｳ ﾀｶﾋｻ
栗野 智和 ｸﾘﾉ ﾄﾓｶｽﾞ
桑澤 雄一 ｸﾜｻﾜ ﾕｳｲﾁ

チームTT 4 エキップリオンTT部 ｳﾗﾀﾆ ｱﾂｼ エキップリオンTT部
浦谷 篤 ｳﾗﾀﾆ ｱﾂｼ
松本 孝 ﾏﾂﾓﾄ ﾀｶｼ
川瀬 康史 ｶﾜｾ ﾔｽﾁｶ
宇田 裕行 ｳﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ

チームTT 5 OGP大垣ピストンズ 桃 ｵｸﾞﾘ ﾄﾓｺ OGP大垣ピストンズ 桃
小栗 智子 ｵｸﾞﾘ ﾄﾓｺ
其田  安菜 ｿﾉﾀﾞ ｱﾝﾅ
岩田 聡子 ｲﾜﾀ ｻﾄｺ
柘植 友子 ﾂｹﾞ ﾄﾓｺ

チームTT 6 ステラシルベストA ｶｷﾉｷ ﾖｼﾋﾛ ステラシルベスト
柿木 義広 ｶｷﾉｷ ﾖｼﾋﾛ
渡部 寛史 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛｼ
田中 祐毅 ﾀﾅｶ ﾕｳｷ

チームTT 7 white jack ｷﾀｶﾞﾜ ﾀﾞｲｼﾞ white jack
北川 大慈 ｷﾀｶﾞﾜ ﾀﾞｲｼﾞ
高橋 健一 ﾀｶﾊｼ ｹﾝｲﾁ
高田 進也 ﾀｶﾀﾞ ｼﾝﾔ
大橋 宜之 おおはし のぶゆき

チームTT 8 堀場製作所自転車倶楽部 ｺｳｻｶ ﾘｮｳﾀ 堀場製作所自転車倶楽部
高坂 亮太 ｺｳｻｶ ﾘｮｳﾀ
島崎 雅史 しまざき まさし
斉藤 崇志 ｻｲﾄｳ ﾀｶｼ
芝田 育帆 しばた いくほ

チームTT 9 大杉走輪A スギエ ヒトシ 大杉走輪

杉江 仁 スギエ ヒトシ

島川 祐司 シマカワ ユウジ

高瀨 拳人 タカセ ケント

川田 尚輝 カワダ ナオキ

チームTT 10 OGPウエサカ新築オープン ﾀｶﾞ ﾖｼﾅﾘ OGPウエサカ新築オープ
多賀 良成 ﾀｶﾞ ﾖｼﾅﾘ
坂   直之 ﾊﾞﾝ ﾅｵﾕｷ
柘植  英明 ﾂｹﾞ  ﾋﾃﾞｱｷ
渡邊 昇 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾉﾎﾞﾙ

チームTT 11 T-cars cycling team ﾂﾂﾐ ﾀﾞｲｽｹ T-cars cycling team
堤 大輔 ﾂﾂﾐ ﾀﾞｲｽｹ
後藤 真一 ｺﾞﾄｳ ｼﾝｲﾁ
村田 進 ﾑﾗﾀ ｽｽﾑ
芝池 伸憲 ｼﾊﾞｲｹ ﾉﾌﾞﾉﾘ

チームTT 12 ステラシルベストB ﾆｼﾑﾗ ﾐｻｺ ステラシルベスト
西村 美佐子 ﾆｼﾑﾗ ﾐｻｺ
鴻池 まり ｺｳﾉｲｹ ﾏﾘ
山下 なな ﾔﾏｼﾀ ﾅﾅ
仲 マリー ﾅｶ ﾏﾘｰ

チームTT 13 大杉走輪B ﾋｴﾀﾞ ﾏｻﾖｼ 大杉走輪



稗田 正佳 ﾋｴﾀﾞ ﾏｻﾖｼ
髙橋 俊雄 ﾀｶﾊｼ ﾄｼｵ
金原 賢治 ｶﾈﾊﾗ ｹﾝｼﾞ
本村 晃彦 ﾎﾝﾑﾗ ｱｷﾋｺ

チームTT 14 クラブシルベストA ﾌｼﾞｵｶ ﾃﾂﾔ クラブシルベスト
藤岡 徹也 ﾌｼﾞｵｶ ﾃﾂﾔ
山﨑 敏正 ﾔﾏｻﾞｷ ﾄｼﾏｻ
松井 響 ﾏﾂｲ ﾋﾋﾞｷ
小西 悠貴 ｺﾆｼ ﾕｳｷ

チームTT 15 チームポッポ ﾌｼﾞｵｶ ﾄﾓﾋﾛ チームポッポ
藤岡 朋寛 ﾌｼﾞｵｶ ﾄﾓﾋﾛ
野田 泰史 ﾉﾀﾞ ﾔｽｼ
前田 洋 ﾏｴﾀﾞ ﾋﾛｼ

チームTT 16 シルベストスタッフA ﾐｴﾀﾞ ﾋﾃﾞﾉﾘ シルベストスタッフA
三枝 秀徳 ﾐｴﾀﾞ ﾋﾃﾞﾉﾘ
渕上 朋洋 ﾌﾁｶﾞﾐ ﾄﾓﾋﾛ
岡 晋也 ｵｶ ｼﾝﾔ
小松 聖義 ｺﾏﾂ ﾏｻﾖｼ

チームTT 17 ナスファンクラブ ﾐｷ ｼｮｳｿﾞｳ ナスファンクラブ
三木 昌三 ﾐｷ ｼｮｳｿﾞｳ
山脇 亨 ﾔﾏﾜｷ ﾄｵﾙ
時末 宏康 ﾄｷｽｴ ﾋﾛﾔｽ
横尾 治彦 ﾖｺｵ ﾊﾙﾋｺ

チームTT 18 TSU RACING ﾓﾘﾀ ﾀﾞｲﾘ TSU RACING
森田 大理 ﾓﾘﾀ ﾀﾞｲﾘ
小川 修 ｵｶﾞﾜ ｵｻﾑ
後藤 孝明 ｺﾞﾄｳ ﾀｶｱｷ
岡村 英紀 ｵｶﾑﾗ ﾋﾃﾞﾉﾘ

チームTT 19 クラブシルベストB ﾘ ｿｳｳ クラブシルベスト
李 宗雨 ﾘ ｿｳｳ
猪又 靖 ｲﾉﾏﾀ ｷﾖｼ
宮前 昭宏 ﾐﾔﾏｴ ｱｷﾋﾛ
鴻池 凌 ｺｳﾉｲｹ ﾘｮｳ

チームTT 20 クラブシルベストC ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｶ クラブシルベスト
渡邉 友香 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｶ
吉田 尚美 ﾖｼﾀﾞ ﾅｵﾐ
中西 知恵子 ﾅｶﾆｼ ﾁｴｺ

チームTT 21 Coraggio Kawanishi Cycling Team Coraggio Kawanishi Cycli
豊田　勝徳 ﾄﾖﾀﾞ　ｶﾂﾉﾘ
柳瀬　慶明 ﾔﾅｾ　ﾐﾁｱｷ
下島　将輝 ｼﾓｼﾞﾏ　ﾏｻｷ
科野　大蔵 ｼﾅﾉ　ﾀﾞｲｿﾞｳ

2名TT 22 回転木馬 ｵｵｻﾜ ﾏｻﾙ 回転木馬
大澤 勝 ｵｵｻﾜ ﾏｻﾙ
永富 義彰 ﾅｶﾞﾄﾐ ﾖｼｱｷ

2名TT 23 チームアラヤ ｿﾉﾀﾞ ﾐﾁﾋｺ チームアラヤ
園田 道彦 ｿﾉﾀﾞ ﾐﾁﾋｺ
中里 眞由美 ﾅｶｻﾞﾄ ﾏﾕﾐ

2名TT 24 OGPウエサカ新築オープン ﾀｶﾞ ﾖｼﾅﾘ OGPウエサカ新築オープ
多賀 良成 ﾀｶﾞ ﾖｼﾅﾘ
坂  直之 ﾊﾞﾝ ﾅｵﾕｷ

2名TT 25 大垣ピストンズA ナカガワ ヨシヒロ 大垣ピストンズ

中河 義浩 ナカガワ ヨシヒロ

竹中宏和 タケナカヒロカズ

2名TT 26 能森・佐藤 ノウモリ アイコ

能森 愛子 ノウモリ アイコ

佐藤三津子 サトウミツコ

2名TT 27 ステラシルベスト ﾌｼﾞﾑﾗ ﾀｹﾙ ステラシルベスト
藤村 毅 ﾌｼﾞﾑﾗ ﾀｹﾙ



宇野 剛史 ｳﾉ ﾂﾖｼ
2名TT 28 松岡・黒島 ﾏﾂｵｶ ﾋﾃﾞﾄｼ

松岡 秀俊 ﾏﾂｵｶ ﾋﾃﾞﾄｼ
黒島 健一郎 ｸﾛｼﾏ ｹﾝｲﾁﾛｳ

2名TT 29 松谷・渡部 ﾏﾂﾀﾆ ｶｽﾞﾉﾘ
松谷 一範 ﾏﾂﾀﾆ ｶｽﾞﾉﾘ
渡部 達也 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾂﾔ

2名TT 30 大垣ピストンズB ﾑﾗｲ ﾋﾛﾋﾄ 大垣ピストンズ
村井 弘人 ﾑﾗｲ ﾋﾛﾋﾄ
井上 真由子 ｲﾉｳｴ ﾏﾕｺ

2名TT 31 山上・高岸 ﾔﾏｶﾞﾐ ﾕｳｼﾞ
山上 勇次 ﾔﾏｶﾞﾐ ﾕｳｼﾞ
高岸 俊幸 ﾀｶｷﾞｼ ﾄｼﾕｷ

2名TT 32 山口・広沢 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｹﾐ
山口 明美 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｹﾐ
広沢 由美子 ﾋﾛｻﾜ ﾕﾐｺ

2名TT 33 チーム☆コモア ﾔﾏﾉ ｹｲｲﾁﾛｳ チーム☆コモア
山野 惠一郎 ﾔﾏﾉ ｹｲｲﾁﾛｳ
平井 春彦 ﾋﾗｲ ﾊﾙﾋｺ

個人TT 34 青山 明義 ｱｵﾔﾏ ｱｷﾖｼ つうばいつうレーシング
個人TT 35 阿部 雅弘 ｱﾍﾞ ﾏｻﾋﾛ
個人TT 36 飯田 裕太 ｲｲﾀﾞ ﾕｳﾀ
個人TT 37 池部 哲夫 いけべ てつお FUKADAまじリング
個人TT 38 石井 靖人 ｲｼｲ ﾔｽﾄ
個人TT 39 板崎 寿一 ｲﾀｻﾞｷ ﾄｼｶｽﾞ Aoyama Rockets RT
個人TT 40 井上 真呂 ｲﾉｳｴ ﾏﾛ エキップリオン
個人TT 41 上田 泰正 ｳｴﾀﾞ ﾋﾛﾏｻ Sakatani Racing
個人TT 42 植本 輝彦 ｳｴﾓﾄ ﾃﾙﾋｺ
個人TT 43 臼澤 隆史 ｳｽｻﾞﾜ ﾀｶｼ トラクターRC
個人TT 44 宇田 裕行 ｳﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ ｴｷｯﾌﾟ ﾘｵﾝ
個人TT 45 内田 龍一 ｳﾁﾀﾞ ﾘｭｳｲﾁ TEAM WHITE
個人TT 46 内山 尚之 ｳﾁﾔﾏ ﾅｵﾕｷ バルバカナザワ
個人TT 47 浦谷 篤 ｳﾗﾀﾆ ｱﾂｼ エキップリオン
個人TT 48 江藤 洋一朗 ｴﾄｳ ﾖｳｲﾁﾛｳ CSK Racing Club
個人TT 49 大崎 和人 ｵｵｻｷ ｶｽﾞﾄ
個人TT 50 大澤 勝 ｵｵｻﾜ ﾏｻﾙ 回転木馬
個人TT 51 大西 喜代利 ｵｵﾆｼ ｷﾖﾄｼ FUKADAまじりんぐ
個人TT 52 大濱 篤史 ｵｵﾊﾏ ｱﾂｼ チバポンズ川口農園
個人TT 53 大森 祐司 ｵｵﾓﾘ ﾕｳｼﾞ Team Mt Nabe
個人TT 54 奥野 浩和 ｵｸﾉ ﾋﾛｶｽﾞ
個人TT 55 織田 智陽 ｵﾘﾀ ﾄﾓﾊﾙ 大阪工業大学
個人TT 56 門 直道 ｶﾄﾞ ﾅｵﾐﾁ ターミネーターRT
個人TT 57 金内 伸如 ｶﾈｳﾁ ﾉﾌﾞﾕｷ チームVengaちゃん
個人TT 58 川上 昇一 ｶﾜｶﾐ ｼｮｳｲﾁ Team UP UP
個人TT 59 川邊 理恵 ｶﾜﾍﾞ ﾘｴ ストラーダレーシング
個人TT 60 川村 誠 ｶﾜﾑﾗ ﾏｺﾄ スクミズマシンワークス
個人TT 61 喜多 義昭 ｷﾀ ﾖｼｱｷ V.C.スプートニク
個人TT 62 桐野 一道 ｷﾘﾉ ｶｽﾞﾐﾁ Team プロジェクション
個人TT 63 蔵野 暢人 ｸﾗﾉ ﾏｻﾄ シルベスト・オフロード班
個人TT 64 桑原 慶太 ｸﾜﾊﾗ ｹｲﾀ
個人TT 65 鴻池 凌 ｺｳﾉｲｹ ﾘｮｳ ステラシルベスト
個人TT 66 後藤 謙太郎 ｺﾞﾄｳ ｹﾝﾀﾛｳ 北摂すからと～れ
個人TT 67 後藤 真一 ｺﾞﾄｳ ｼﾝｲﾁ T-carsCyclingTeam
個人TT 68 小山 智也 ｺﾔﾏ ﾄﾓﾔ TEAM WHITE
個人TT 69 小渡 健悟 ｺﾜﾀﾘ ｹﾝｺﾞ シエルヴォ奈良MIYATA-
個人TT 70 坂口 翔太 ｻｶｸﾞﾁ ｼｮｳﾀ ネクストリーム・うどん棒
個人TT 71 佐々木 善満 ｻｻｷ ﾖｼﾐﾂ ステラシルベスト
個人TT 72 佐藤 亮 ｻﾄｳ ﾘｮｳ 大阪工業大学
個人TT 73 芝池 伸徳 しばいけ のぶのり 鷹組



個人TT 74 清水 勝也 ｼﾐｽﾞ ｶﾂﾔ 大垣ピストンズ
個人TT 75 清水 大輔 ｼﾐｽﾞ ﾀﾞｲｽｹ
個人TT 76 清水 裕之 ｼﾐｽﾞ ﾋﾛﾕｷ つうばいつう Ｒ
個人TT 77 角野 勝 ｽﾐﾉ ﾏｻﾙ team884
個人TT 78 篁 雄巳 ﾀｶﾑﾗ ﾕｳｼﾞ スペリアーモ・イワイ
個人TT 79 田口 裕之 ﾀｸﾞﾁ ﾋﾛﾕｷ
個人TT 80 武中 研太 ﾀｹﾅｶ ｹﾝﾀ CSK Racing Club
個人TT 81 竹本 康介 タケモト コウスケ

個人TT 82 田中 修一 ﾀﾅｶ ｼｭｳｲﾁ lumiere KOBE
個人TT 83 堤 大輔 ﾂﾂﾐ ﾀﾞｲｽｹ T-cars cycling taem
個人TT 84 冨田 剛 ﾄﾐﾀﾞ ﾂﾖｼ
個人TT 85 豊田 勉 ﾄﾖﾀﾞ ﾂﾄﾑ FUJI BIKE
個人TT 86 永富 義彰 ﾅｶﾞﾄﾐ ﾖｼｱｷ 回転木馬
個人TT 87 永松 篤 ﾅｶﾞﾏﾂ ｱﾂｼ ぽんた
個人TT 88 西村 俊宏 ﾆｼﾑﾗﾄｼﾋﾛ バルバクラブカナザワ
個人TT 89 萩原 謙一 ﾊｷﾞﾊﾗ ｹﾝｲﾁ CSK Racing Club
個人TT 90 萩原 英樹 ﾊｷﾞﾊﾗ ﾋﾃﾞｷ OGP
個人TT 91 早川 信明 ﾊﾔｶﾜ ﾉﾌﾞｱｷ
個人TT 92 ヒルド 玲音 ﾋﾙﾄﾞ ﾚｵﾝ CLOUD 9ers
個人TT 93 藤岡 朋寛 ﾌｼﾞｵｶ ﾄﾓﾋﾛ チームポッポ
個人TT 94 藤田 一典 ﾌｼﾞﾀ ｶｽﾞﾉﾘ 嵯峨青果食品
個人TT 95 藤本 和昌 ﾌｼﾞﾓﾄ ｶｽﾞﾏｻ CSK Racing club
個人TT 96 渕上 記理子 ﾌﾁｶﾞﾐ ｷﾘｺ シルベスト
個人TT 97 本田 智之 ﾎﾝﾀﾞ ﾄﾓﾕｷ 大野ソイソース
個人TT 98 本田 日出男 ﾎﾝﾀﾞ ﾋﾃﾞｵ つうばいつうレーシング
個人TT 99 前田 堅一朗 ﾏｴﾀﾞ ｹﾝｲﾁﾛｳ キャノンデール心斎橋
個人TT 100 前田 直志 ﾏｴﾀﾞ ﾀﾀﾞｼ 近江屋ｘＣＳＹｘＯＨＣ
個人TT 101 前田 洋 ﾏｴﾀﾞ ﾋﾛｼ チームポッポ
個人TT 102 松本 孝 ﾏﾂﾓﾄ ﾀｶｼ エキップリオン
個人TT 103 松元 剛 ﾏﾂﾓﾄ ﾂﾖｼ zippy cycle club
個人TT 104 松本 龍二 ﾏﾂﾓﾄ ﾘｭｳｼﾞ
個人TT 105 間所 智幸 ﾏﾄﾞｺﾛ ﾄﾓﾕｷ Ring×2 Cycling Team
個人TT 106 真野 功 ﾏﾉ ｲｻｵ
個人TT 107 南 進一 ﾐﾅﾐ ｼﾝｲﾁ
個人TT 108 宮田 琢視 ﾐﾔﾀ ﾀｸﾐ FUKADAまじりんぐ
個人TT 109 宮前 昭宏 ﾐﾔﾏｴ ｱｷﾋﾛ
個人TT 110 村井 孝司 ﾑﾗｲ ﾀｶｼ GALANTE NARA
個人TT 111 村田 進 ﾑﾗﾀ ｽｽﾑ
個人TT 112 森川 晃行 ﾓﾘｶﾜ ｱｷﾕｷ zippy cycle club
個人TT 113 森川 敦 ﾓﾘｶﾜ ｱﾂｼ サイクルロードエイト
個人TT 114 安田 信次 ﾔｽﾀﾞ ｼﾝｼﾞ SAKAI★RACING
個人TT 115 山内 久美子 ﾔﾏｳﾁ ｸﾐｺ チームVengaちゃん
個人TT 116 山本 浩之 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛﾕｷ チーム しまうま
個人TT 117 油浅 弘幸 ﾕｱｻ ﾋﾛﾕｷ CLOUD 9ers
個人TT 118 湯田 隆行 ﾕﾀﾞ ﾀｶﾕｷ
個人TT 119 与北 奈須夫 ﾖｷﾀ ﾅｽｵ CSKレーシング
個人TT 120 吉田 優一 ﾖｼﾀﾞ ﾕｳｲﾁ ZAS Racing
個人TT 121 吉原 健太郎 ﾖｼﾊﾗ ｹﾝﾀﾛｳ ＤＥＳＴＲＡ
個人TT 122 李 宗雨 ﾘ ｿｳｳ クラブシルベスト
個人TT 123 若狭 大介 ﾜｶｻ ﾀﾞｲｽｹ
個人TT 124 渡邉 誠 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｺﾄ サイクルロードエイト
個人TT 125 豊田　勝徳 ﾄﾖﾀﾞ　ｶﾂﾉﾘ Coraggio Kawanishi Cycli
HC TT 126 永易 久和 ながやす ひさかず OSP-Racing
小学生TT 127 内田 樂 ｳﾁﾀﾞ ｶﾞｸ 美山サイクリングクラブ
小学生TT 128 内田 凛 ｳﾁﾀﾞ ﾘﾝ 美山サイクリングクラブ
小学生TT 129 岡庭 颯大 ｵｶﾆﾜ ｿｳﾀ
小学生TT 130 北川 晄蘭 ｷﾀｶﾞﾜ ｱﾗﾝ
小学生TT 131 後藤 悠一郎 ｺﾞﾄｳ ﾕｳｲﾁﾛｳ
小学生TT 132 竹本 新 タケモト アラタ



小学生TT 133 竹本 奏 タケモト カナデ

小学生TT 134 野田 依楓 ﾉﾀﾞ ｲﾌﾞｷ
小学生TT 135 橋本 のこ ﾊｼﾓﾄ ﾉｺ エキップあづみの
小学生TT 136 藤井 章宏 ﾌｼﾞｲ ｱｷﾋﾛ
小学生TT 137 保崎 実智子 ﾎｻﾞｷ ﾐﾁｺ 美山サイクリングクラブ
小学生TT 138 山中 勇人 ﾔﾏﾅｶ ﾊﾔﾄ
小学生TT 139 田村 望 たむら のぞむ ﾁｰﾑ暴れん坊将軍
小学生TT 140 田村 元 たむら はじめ ﾁｰﾑ暴れん坊将軍
小学生TT 141 紀村  裕 きむら  ゆたか
クリテリウムC5 1 今井 意晴 ｲﾏｲ ﾑﾈﾊﾙ
クリテリウムC5 2 光村 哲夫 ﾐﾂﾑﾗ ﾃﾂｵ
クリテリウムC5 3 田中 重彦 ﾀﾅｶ ｼｹﾞﾋｺ VELOCITA
クリテリウムC5 4 板崎 寿一 ｲﾀｻﾞｷ ﾄｼｶｽﾞ Aoyama Rockets RT
クリテリウムC5 5 安井 秀昭 ﾔｽｲ ﾋﾃﾞｱｷ チームスパスパ
クリテリウムC5 6 辻 和哉 ﾂｼﾞ ｶｽﾞﾔ 関西医療大学
クリテリウムC5 7 浦谷 壮 ｳﾗﾀﾆ ﾀｹｼ リリーフ
クリテリウムC5 8 河野 貴 ｺｳﾉ ﾀｶｼ BS自転車部
クリテリウムC5 9 高木 隆弘 ﾀｶｷﾞ ﾀｶﾋﾛ ENDORPHIN 2
クリテリウムC5 10 本田 正志 ﾎﾝﾀﾞ ﾏｻｼ
クリテリウムC5 11 草加 修司 ｸｻｶ ｼｭｳｼﾞ ビワoneメテオ
クリテリウムC5 12 山内 久美子 ﾔﾏｳﾁ ｸﾐｺ チームVengaちゃん
クリテリウムC5 13 篠木 伸次 ｼﾉｷﾞ ｼﾝｼﾞ
クリテリウムC5 14 木内 健二 ｷｳﾁ ｹﾝｼﾞ
クリテリウムC5 15 渡邊 健司 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝｼﾞ ENDORPHIN ２
クリテリウムC5 16 西島 広泰 ﾆｼｼﾞﾏ ﾋﾛﾔｽ
クリテリウムC5 17 高木 房恵 ﾀｶｷﾞ ﾌｻｴ ステラ
クリテリウムC5 18 平田 和範 ヒラタ カズノリ

クリテリウムC5 19 辻村 大造 ﾂｼﾞﾑﾗ ﾀﾞｲｿﾞｳ Biwa One メテオ
クリテリウムC5 20 川上 修 ｶﾜｶﾐ ｵｻﾑ Tobiuwo
クリテリウムC5 21 福島 大介 ﾌｸｼﾏ ﾀﾞｲｽｹ
クリテリウムC5 22 寺岡 敦史 ﾃﾗｵｶ ｱﾂｼ CSヤマダ
クリテリウムC5 23 金内 伸如 ｶﾈｳﾁ ﾉﾌﾞﾕｷ チームVengaちゃん
クリテリウムC5 24 小出仙 憲康 ｺﾃﾞｾﾝ ﾉﾘﾔｽ
クリテリウムC5 25 笠矢 智久 ｶｻﾔ ﾄﾓﾋｻ
クリテリウムC5 26 玉暉 美華 ﾀﾏｷ ﾐｶ ターミネーターR.T
クリテリウムC5 27 島本 直樹 ｼﾏﾓﾄ ﾅｵｷ
クリテリウムC5 28 後藤 修 ｺﾞﾄｳ ｵｻﾑ
クリテリウムC5 29 久保 哲哉 ｸﾎﾞ ﾃﾂﾔ
クリテリウムC5 30 門野 邦泰 かどの くにやす ｴｽﾄﾘｴｰﾙA
クリテリウムC5 31 国本 勝彦 ｸﾆﾓﾄ ｶﾂﾋｺ O.H.C.
クリテリウムC5 32 柴田 茂樹 シバタ シゲキ

クリテリウムC5 33 細越 昇 ﾎｿｺｼ ﾉﾎﾞﾙ
クリテリウムC5 34 高山 貴幸 ﾀｶﾔﾏ ﾖｼﾕｷ Club Re:Road
クリテリウムC5 35 犬塚 梁佑圭 ｲﾇﾂﾞｶ ﾘｮｳｽｹ
クリテリウムC5 36 笠矢 恵 ｶｻﾔ ﾒｸﾞﾐ
クリテリウムC5 37 西川 武志 ﾆｼｶﾜ ﾀｹｼ LX-MODE
クリテリウムC5 38 大黒 与貴 ﾀﾞｲｺｸ ﾖｼﾀｶ
クリテリウムC5 39 荻原 朋樹 ｵｷﾞﾊﾗ ﾄﾓｷ
クリテリウムC5 40 幡鉾 英夫 ﾊﾀﾎｺ ﾋﾃﾞｵ
クリテリウムC5 41 小笠原 忠誠 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾀﾀﾞﾏｻ
クリテリウムC5 42 志水 孝次 ｼﾐｽﾞ ｺｳｼﾞ
クリテリウムC5 43 稗田 正佳 ﾋｴﾀﾞ ﾏｻﾖｼ
クリテリウムC5 44 高橋 俊雄 ﾀｶﾊｼ ﾄｼｵ 大杉走輪
クリテリウムC5 45 松本 昭彦 ﾏﾂﾓﾄ ｱｷﾋｺ
クリテリウムC5 46 松岡 秀俊 ﾏﾂｵｶ ﾋﾃﾞﾄｼ WTFS-RR
クリテリウムC5 47 折戸 克成 ｵﾘﾄ ｶﾂﾅﾘ
クリテリウムC5 48 内田 卓磨 ｳﾁﾀﾞ ﾀｸﾏ
クリテリウムC5 49 松田 慶一 ﾏﾂﾀﾞ ｹｲｲﾁ TRAP
クリテリウムC5 50 大橋 政之 ｵｵﾊｼ ﾏｻﾕｷ



クリテリウムC5 51 柿木 義広 ｶｷﾉｷ ﾖｼﾋﾛ ステラシルベスト
クリテリウムC5 52 鳥海 哲郎 とりうみ てつろう

クリテリウムC5 53 小塩 健司 ｺｼｵ ｹﾝｼﾞ TRAP
クリテリウムC5 54 星野 基 ﾎｼﾉ ﾊｼﾞﾒ
クリテリウムC5 55 石川 弘曜 ｲｼｶﾜ ﾋﾛｱｷ
クリテリウムC5 56 鍜冶 善文 ｶｼﾞ ﾖｼﾌﾐ
クリテリウムC5 57 安井 克明 ﾔｽｲ ｶﾂｱｷ IRP Cycling
クリテリウムC5 58 門脇 秀太 ｶﾄﾞﾜｷ ｼｭｳﾀ club Re:Road
クリテリウムC5 59 金原 賢治 ｶﾈﾊﾗ ｹﾝｼﾞ 大杉走輪
クリテリウムC5 60 宇野 剛史 ｳﾉ ﾂﾖｼ
クリテリウムC5 61 丹羽 拓 にわ ひらく

クリテリウムC5 62 西 健太 ﾆｼ ｹﾝﾀ 大杉走輪
クリテリウムC5 63 小森 伸弘 ｺﾓﾘ ﾉﾌﾞﾋﾛ The☆whoo
クリテリウムC5 64 本間 慎也 ﾎﾝﾏ ｼﾝﾔ ステラシルベスト
クリテリウムC5 65 本村 晃彦 ﾎﾝﾑﾗ ｱｷﾋｺ
クリテリウムC5 66 青山 隆亮 ｱｵﾔﾏ ﾘｭｳｽｹ タカタサイクルクラブ
クリテリウムC5 67 北川 智哉 ｷﾀｶﾞﾜ ﾄﾓﾔ
クリテリウムC5 68 森川 健介 ﾓﾘｶﾜ ｹﾝｽｹ
クリテリウムC5 69 横田 浩二 ﾖｺﾀ ｺｳｼﾞ ゆっくりＲＴＡ同好会ロード
クリテリウムC5 70 大坪 将之 ｵｵﾂﾎﾞ ﾏｻﾕｷ
クリテリウムC5 71 高橋 大悟 タカハシ ダイゴ

クリテリウムC5 72 藤村 毅 ﾌｼﾞﾑﾗ ﾀｹﾙ ステラシルベスト
クリテリウムC5 73 増田 拓也 ﾏｽﾀﾞ ﾀｸﾔ
クリテリウムC5 74 小倉 悠司 ｵｸﾞﾗ ﾕｳｼﾞ
クリテリウムC5 75 横谷 健太 ﾖｺﾀﾆ ｹﾝﾀ
クリテリウムC5 76 世森 大樹 ﾖﾓﾘ ﾀﾞｲｷ ビワoneメテオ
クリテリウムC5 77 勝矢 怜史 ｶﾂﾔ ｻﾄｼ
クリテリウムC5 78 永田 遼一 ﾅｶﾞﾀ ﾘｮｳｲﾁ
クリテリウムC5 79 芝田 育帆 ｼﾊﾞﾀ ｲｸﾎ 堀場製作所自転車倶楽部
クリテリウムC5 80 中谷 考輝 ﾅｶﾀﾆ ｺｳｷ team cycle therapy
クリテリウムC5 81 水谷 建 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾀｹﾙ
クリテリウムC5 82 杉本 征志朗 ｽｷﾞﾓﾄ ｾｲｼﾛｳ りんりん
クリテリウムC5 83 山川 柊矢 ﾔﾏｶﾜ ｼｭｳﾔ 大杉走輪
クリテリウムC5 84 山本 司 ﾔﾏﾓﾄ ﾂｶｻ 大阪大学自転車競技部
クリテリウムC5 85 目黒 僚 ﾒｸﾞﾛ ﾘｮｳ 大阪大学
クリテリウムC5 86 本田 将都 ﾎﾝﾀﾞ ﾏｻﾄ
クリテリウムC5 87 森崎 英登 ﾓﾘｻｷ ﾋﾃﾞﾄ まじゆる！
クリテリウムC5 88 佐藤 晴 ｻﾄｳ ﾊﾙ 114514Racing
クリテリウムC5 89 本田 裕都 ﾎﾝﾀﾞ ﾕｳﾄ
クリテリウムC5 90 佐野 匠 ｻﾉ ﾀｸﾐ
クリテリウムC5 91 形岡 航 ｶﾀｵｶ ﾜﾀﾙ 早稲田摂陵中学校
クリテリウムC5 92 樋口 岳 ﾋｸﾞﾁ ｶﾞｸ いちもくさん
クリテリウムC5 93 橋本 歩久玄 ﾊｼﾓﾄ ﾎｸｹﾞﾝ エキップあづみの
クリテリウムC5 94 石津 鉄太郎 ｲｼﾂﾞ ﾃﾂﾀﾛｳ
クリテリウムC5 95 川邉 颯汰 ｶﾜﾍﾞ ｿｳﾀ 美山サイクリングクラブ
クリテリウムC5 96 久保 勇人 ｸﾎﾞ ﾕｳﾄ
クリテリウムC5 97 北川 零琉 ｷﾀｶﾞﾜ ﾚｲﾙ
クリテリウムC4H 98 秦 健次 ﾊﾀ ｹﾝｼﾞ 高野建具店
クリテリウムC4H 99 臼澤 隆史 ｳｽｻﾞﾜ ﾀｶｼ トラクターRC
クリテリウムC4H 100 君家 世嗣 ｵｵﾔ ｾｲｼ
クリテリウムC4H 101 宮木 浩 ﾐﾔｷﾞ ﾋﾛｼ redleaflogicRT
クリテリウムC4H 102 藤野 日出海 ﾌｼﾞﾉ ﾋﾃﾞﾐ MCC
クリテリウムC4H 103 村田 孝幸 ﾑﾗﾀ ﾀｶﾕｷ 本町クラブ
クリテリウムC4H 104 深尾 繁治 ﾌｶｵ ｼｹﾞﾊﾙ FUKADAまじりんぐ
クリテリウムC4H 105 横手 宏彰 ﾖｺﾃ ﾋﾛｱｷ 北摂すからと～れ
クリテリウムC4H 106 内山 尚之 ｳﾁﾔﾏ ﾅｵﾕｷ バルバカナザワ
クリテリウムC4H 107 中林 昭雄 ﾅｶﾊﾞﾔｼ ｱｷｵ ステラシルベスト
クリテリウムC4H 108 山脇 亨 ﾔﾏﾜｷ ﾄｵﾙ
クリテリウムC4H 109 角野 勝 ｽﾐﾉ ﾏｻﾙ team884



クリテリウムC4H 110 藤原 成人 ﾌｼﾞﾊﾗ ﾅﾙﾄ B-HEARTS
クリテリウムC4H 111 内田 晴康 ｳﾁﾀﾞ ﾊﾙﾔｽ FUKADAまじりんぐ
クリテリウムC4H 112 田中 啓一 ﾀﾅｶ ｹｲｲﾁ ENDORPHIN ２
クリテリウムC4H 113 伊部 宏之 ｲﾍﾞ ﾋﾛﾕｷ BOSCO S.B.R
クリテリウムC4H 114 三木 昌三 ﾐｷ ｼｮｳｿﾞｳ ナスファンクラブ
クリテリウムC4H 115 池田 知広 ｲｹﾀﾞ ﾁﾋﾛ 北摂すからと～れ
クリテリウムC4H 116 湯槙 靖明 ユマキ ヤスアキ OFF+

クリテリウムC4H 117 寸田 顕 ｽﾝﾀﾞ ｱｷﾗ チーム恋来
クリテリウムC4H 118 佐藤 暁洋 ｻﾄｳ ｱｷﾋﾛ AKK 5
クリテリウムC4H 119 石津 毅 ｲｼﾂﾞ ﾂﾖｼ
クリテリウムC4H 120 時末 宏康 ﾄｷｽｴ ﾋﾛﾔｽ NASU FAN CLUB
クリテリウムC4H 121 山中 浩文 ﾔﾏﾅｶ ﾋﾛﾌﾐ チーム狼輪
クリテリウムC4H 122 京藤 伸弘 ｷｮｳﾄｳ ﾉﾌﾞﾋﾛ
クリテリウムC4H 123 三股 弘明 ﾐﾏﾀ ﾋﾛｱｷ
クリテリウムC4H 124 鈴木 章浩 ｽｽﾞｷ ｱｷﾋﾛ
クリテリウムC4H 125 中谷 尚吾 ﾅｶﾀﾆ ｼｮｳｺﾞ ステラシルベスト
クリテリウムC4H 126 後藤 謙太郎 ｺﾞﾄｳ ｹﾝﾀﾛｳ 北摂すからと～れ
クリテリウムC4H 127 木下 泰一 ｷﾉｼﾀ ﾀｲﾁ 北摂すからと～れ
クリテリウムC4H 128 宮田 渡 ﾐﾔﾀ ﾜﾀﾙ Nitto CC
クリテリウムC4H 129 林 真智 ﾊﾔｼ ﾏｻﾄﾓ TEAM Axion
クリテリウムC4H 130 近久 孝司 ﾁｶﾋｻ ﾀｶｼ GSバンビーノ
クリテリウムC4H 131 和智 浩一 ﾜﾁ ﾋﾛｶｽﾞ ステラシルベスト
クリテリウムC4H 132 藤井 博英 ﾌｼﾞｲ ﾋﾛﾋﾃﾞ
クリテリウムC4H 133 松木 謙吉 ﾏﾂｷ ｹﾝｷﾁ ステラシルベスト
クリテリウムC4H 134 雲母 征司 ｷﾗ ｾｲｼﾞ team All out
クリテリウムC4H 135 石川 貴英 ｲｼｶﾜ ﾀｶﾋﾃﾞ
クリテリウムC4H 136 舟橋 良雄 ﾌﾅﾊｼ ﾖｼｵ Born To Run
クリテリウムC4H 137 田中 賢司 ﾀﾅｶ ｹﾝｼﾞ ステラシルベスト マルミ
クリテリウムC4H 138 川邉 敏仁 ｶﾜﾍﾞ ﾄｼﾋﾄ 美山サイクリングクラブ
クリテリウムC4H 139 樋口 貢 ﾋｸﾞﾁ ﾐﾂｸﾞ いちもくさん
クリテリウムC4H 140 平野 晋哉 ひらの しんや ENDORHIN２
クリテリウムC4H 141 平田 千枝 ﾋﾗﾀ ﾁｴ まほロバＲＣ
クリテリウムC4H 142 井田 栄司 ｲﾀﾞ ｴｲｼﾞ B-HEARTS
クリテリウムC4H 143 鍋井 宏之 ﾅﾍﾞｲ ﾋﾛﾕｷ ブラックきのこ@7-11野洲
クリテリウムC4H 144 高尾 佳孝 ﾀｶｵ ﾖｼﾀｶ 北摂すからとーれ
クリテリウムC4H 145 藤本 和昌 ﾌｼﾞﾓﾄ ｶｽﾞﾏｻ CSK Racing club
クリテリウムC4H 146 竹村 俊哉 ﾀｹﾑﾗ ﾄｼﾔ
クリテリウムC4H 147 大町 雅彦 ｵｵﾏﾁ ﾏｻﾋｺ チームサイクルロード８
クリテリウムC4H 148 中川 賢相 ナカガワ ケンスケ 大成サイクルクラブ

クリテリウムC4H 149 藤井 陽次 ﾌｼﾞｲ ﾖｳｼﾞ 大成サイクル倶楽部
クリテリウムC4H 150 寺山 貴範 ﾃﾗﾔﾏ ﾀｶﾉﾘ ストラーダレーシング
クリテリウムC4H 151 前田 洋 ﾏｴﾀﾞ ﾋﾛｼ チームポッポ
クリテリウムC4H 152 松下 善則 ﾏﾂｼﾀ ﾖｼﾉﾘ
クリテリウムC4H 153 林 裕也 ﾊﾔｼ ﾋﾛﾔ ストラーダレーシング
クリテリウムC4H 154 森岡 徹 ﾓﾘｵｶ ﾄｵﾙ
クリテリウムC4H 155 三股 正彦 ﾐﾏﾀ ﾏｻﾋｺ
クリテリウムC4H 156 天野 弘章 ｱﾏﾉ ﾋﾛｱｷ ｽﾃﾗｼﾙﾍﾞｽﾄ／JS本家天野
クリテリウムC4H 157 北村 保之 ｷﾀﾑﾗ ﾔｽｼ CSY
クリテリウムC4H 158 佐々木 善満 ｻｻｷ ﾖｼﾐﾂ ステラシルベスト
クリテリウムC4H 159 押谷 修 ｵｼﾀﾆ ｵｻﾑ ストラーダレーシング
クリテリウムC4H 160 西川 達也 ﾆｼｶﾜ ﾀﾂﾔ やんちゃり
クリテリウムC4H 161 羽田 雅臣 はだ まさおみ

クリテリウムC4H 162 田中 康之 タナカ ヤスユキ KCシャカリキ

クリテリウムC4H 163 小松 耕治 ｺﾏﾂ ｺｳｼﾞ
クリテリウムC4H 164 大森 祐司 ｵｵﾓﾘ ﾕｳｼﾞ Team Mt Nabe
クリテリウムC4H 165 上続 孝洋 ｳｴﾂｷﾞ ﾀｶﾋﾛ アバンギャルド和歌山
クリテリウムC4H 166 小橋 徹也 ｺﾊｼ ﾃﾂﾔ
クリテリウムC4H 167 中田 慶孝 ﾅｶﾀ ｹｲﾀｶ
クリテリウムC4H 168 江島 慎一郎 ｴｼﾞﾏ ｼﾝｲﾁﾛｳ タカタサイクルクラブ



クリテリウムC4H 169 前田 真一郎 ﾏｴﾀﾞ ｼﾝｲﾁﾛｳ
クリテリウムC4H 170 中川 威 ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｹｼ Euro-WORKS Racing
クリテリウムC4H 171 松尾 剛志 ﾏﾂｵ ﾀｹｼ
クリテリウムC4H 172 町井 貞之 ﾏﾁｲ ｻﾀﾞﾕｷ ステラシルベスト
クリテリウムC4H 173 浅野 剛志 ｱｻﾉ ﾀｹｼ
クリテリウムC4H 174 岡本 大介 ｵｶﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ
クリテリウムC4L 175 青山 真也 ｱｵﾔﾏ ｼﾝﾔ The☆Whoo
クリテリウムC4L 176 武部 奨 ﾀｹﾍﾞ ｽｽﾑ
クリテリウムC4L 177 西浦 敬一 ﾆｼｳﾗ ｹｲｲﾁ Cycom
クリテリウムC4L 178 小橋 達也 ｺﾊｼ ﾀﾂﾔ
クリテリウムC4L 179 前田 直志 ﾏｴﾀﾞ ﾀﾀﾞｼ 近江屋ｘＣＳＹｘＯＨＣ
クリテリウムC4L 180 川上 隆 カワカミ タカシ アバンギャルド

クリテリウムC4L 181 吉田 公人 ﾖｼﾀﾞ ﾏｻﾄ 大東市サイクルロードクラ
クリテリウムC4L 182 松本 龍二 ﾏﾂﾓﾄ ﾘｭｳｼﾞ
クリテリウムC4L 183 伊達 勇気 ﾀﾞﾃ ﾕｳｷ
クリテリウムC4L 184 瀬崎 二郎 セザキ ジロウ ステラ シルベスト

クリテリウムC4L 185 岡島 傑 ｵｶｼﾞﾏ ｽｸﾞﾙ The☆whoo
クリテリウムC4L 186 中前 元久 ﾅｶﾏｴ ﾓﾄﾋｻ バルバクラブカナザワ
クリテリウムC4L 187 辞本 真一 ｲﾔﾓﾄ ｼﾝｲﾁ
クリテリウムC4L 188 渡部 寛史 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛｼ ステラシルベスト
クリテリウムC4L 189 深海 幸平 ﾌｶﾐ ｺｳﾍｲ O.H.C
クリテリウムC4L 190 馬渕 和也 ﾏﾌﾞﾁ ｶｽﾞﾔ
クリテリウムC4L 191 上野 剛志 ｳｴﾉ ﾂﾖｼ ストラーダレーシング
クリテリウムC4L 192 久保 光佑 ｸﾎﾞ ｺｳｽｹ
クリテリウムC4L 193 大崎 雅信 ｵｵｻﾞｷ ﾏｻﾉﾌﾞ ストラーダレーシング
クリテリウムC4L 194 森岡 督 ﾓﾘｵｶ ｽｽﾑ GUELL BICYCLE STORE
クリテリウムC4L 195 永井 庸平 ﾅｶﾞｲ ﾖｳﾍｲ ARAYA CYCLING CLUB
クリテリウムC4L 196 山出 衡 ヤマデ イタル KCシャカリキ

クリテリウムC4L 197 佐々木 俊景 ｻｻｷ ﾄｼｶｹﾞ
クリテリウムC4L 198 杉江 仁 スギエ ヒトシ 大杉走輪

クリテリウムC4L 199 河合 大輔 ｶﾜｲ ﾀﾞｲｽｹ
クリテリウムC4L 200 園 直史 ｿﾉ ﾀﾀﾞｼ
クリテリウムC4L 201 駒 さや香 ｺﾏ ｻﾔｶ
クリテリウムC4L 202 蔵谷 和俊 ｸﾗﾀﾆ ｶｽﾞﾄｼ TEAM DEVELTEAD
クリテリウムC4L 203 若狭 大介 ﾜｶｻ ﾀﾞｲｽｹ
クリテリウムC4L 204 篠原 祐二 ｼﾉﾊﾗ ﾕｳｼﾞ
クリテリウムC4L 205 奥田 裕司 ｵｸﾀﾞ ﾕｳｼﾞ ネクストリーム
クリテリウムC4L 206 芳村 和真 ﾖｼﾑﾗ ｶｽﾞﾏ EURO-WORKS Racing
クリテリウムC4L 207 小松 竜太 ｺﾏﾂ ﾘｭｳﾀ おら コーラ
クリテリウムC4L 208 池谷 彰 ｲｹﾀﾆ ｼｮｳ
クリテリウムC4L 209 島川 祐司 しまかわゆうじ 大杉走輪
クリテリウムC4L 210 塚原 康弘 ﾂｶﾊﾗ ﾔｽﾋﾛ
クリテリウムC4L 211 間所 智幸 ﾏﾄﾞｺﾛ ﾄﾓﾕｷ Ring×2 Cycling Team
クリテリウムC4L 212 呉山 友崇 ｸﾚﾔﾏ ﾄﾓﾀｶ
クリテリウムC4L 213 内布 夕基哉 ｳﾁﾇﾉ ﾕｷﾔ ｃ.ｃ橙
クリテリウムC4L 214 飯田 裕太 ｲｲﾀﾞ ﾕｳﾀ
クリテリウムC4L 215 鵜飼 拓也 ｳｶｲ ﾀｸﾔ ダイキンレーシング
クリテリウムC4L 216 花村 優太 ハナムラ ユウタ

クリテリウムC4L 217 金森 康平 ｶﾅﾓﾘ ｺｳﾍｲ ｃ.ｃ橙
クリテリウムC4L 218 高橋 一生 ﾀｶﾊｼ ｲｯｾｲ
クリテリウムC4L 219 田中 祐毅 ﾀﾅｶ ﾕｳｷ
クリテリウムC4L 220 松村 長人 ﾏﾂﾑﾗ ﾅｶﾞﾄ team cycle therapy
クリテリウムC4L 221 松浦 耕介 ﾏﾂｳﾗ ｺｳｽｹ
クリテリウムC4L 222 小林 稔弘 ｺﾊﾞﾔｼ ﾄｼﾋﾛ
クリテリウムC4L 223 村田 成輝 ﾑﾗﾀ ﾅﾙｷ TEAMDEVELTEAD
クリテリウムC4L 224 杉田 健吾 ｽｷﾞﾀ ｹﾝｺﾞ ARAYA CYCLING CLUB
クリテリウムC4L 225 山本 亜樹 ﾔﾏﾓﾄ ｱｷ キャノンデール心斎橋
クリテリウムC4L 226 高瀨 拳人 ﾀｶｾ ｹﾝﾄ 東亜商事
クリテリウムC4L 227 中井 築 ﾅｶｲ ｷｽﾞｸ



クリテリウムC4L 228 鳥元 厚志 ﾄﾘﾓﾄ ｱﾂｼ Dea Rosso
クリテリウムC4L 229 楫 桂 ｶｼﾞ ｹｲ ｃ.ｃ橙
クリテリウムC4L 230 船引 貴志 ﾌﾅﾋﾞｷ ﾀｶｼ
クリテリウムC4L 231 黒竹 俊太 ｸﾛﾀｹ ｼｭﾝﾀ Rits BIC
クリテリウムC4L 232 峯 隆太郎 ﾐﾈ ﾘｭｳﾀﾛｳ 大阪大学自転車競技部
クリテリウムC4L 233 寺西 教裕 ﾃﾗﾆｼ ﾉﾘﾋﾛ 大阪工業大学
クリテリウムC4L 234 徳田 翔大 ﾄｸﾀﾞ ｼｮｳﾀ 大阪工業大学
クリテリウムC4L 235 芳本 達哉 ﾖｼﾓﾄ ﾀﾂﾔ
クリテリウムC4L 236 熊谷 直己 ｸﾏｶﾞｲ ﾅｵﾐ 大阪経済大学
クリテリウムC4L 237 塚口 眞志 ﾂｶｸﾞﾁ ﾏｻｼ 大阪経済大学
クリテリウムC4L 238 小原 大知 ｵﾊﾗ ﾀﾞｲﾁ
クリテリウムC4L 239 栗田 龍之介 ｸﾘﾀ ﾘｭｳﾉｽｹ 大阪経済大学
クリテリウムC4L 240 中村 興宜 ﾅｶﾑﾗ ｺｳｷ 大阪工業大学
クリテリウムC4L 241 安井 佑志 ﾔｽｲ ﾕｳｼﾞ 大阪経済大学
クリテリウムC4L 242 中野 瑞基 ﾅｶﾉ ﾐｽﾞｷ 大阪経済大学
クリテリウムC4L 243 疋田 峻一 ﾋｷﾀ ｼｭﾝｲﾁ 大阪経済大学
クリテリウムC4L 244 上田 祥太 ｳｴﾀﾞ ｼｮｳﾀ 大阪工業大学
クリテリウムC4L 245 金治 弘樹 ｶﾅｼﾞ ﾋﾛｷ 大阪工業大学
クリテリウムC4L 246 塚本 隼 ﾂｶﾓﾄ ﾊﾔﾄ 大阪工業大学
クリテリウムC4L 247 大西 晃平 ｵｵﾆｼ ｺｳﾍｲ 大阪経済大学
クリテリウムC4L 248 川田 尚輝 ｶﾜﾀﾞ ﾅｵｷ 大杉走輪
クリテリウムC4L 249 山本 耀介 ﾔﾏﾓﾄ ﾖｳｽｹ 洛北高校 ステラシルベス
クリテリウムC4L 250 田村 健人 ﾀﾑﾗ ｹﾝﾄ
クリテリウムC4L 251 犬塚 貴之 ｲﾇﾂﾞｶ ﾀｶﾕｷ 早稲田摂陵中学校
クリテリウムC4L 252 天野 壮悠 ｱﾏﾉ ﾀｹﾊﾙ ｽﾃﾗｼﾙﾍﾞｽﾄ／JS本家天野
クリテリウムC4L 253 金野 文彰 こんの ふみあき

クリテリウムC3 254 吉谷 健司 ﾖｼﾀﾆ ｹﾝｼﾞ Euro Works Racing
クリテリウムC3 255 大井 憲太郎 ｵｵｲ ｹﾝﾀﾛｳ Fukadaマジリング
クリテリウムC3 256 宮村 優 ミヤムラ マサル ONE/WD

クリテリウムC3 257 堀田 マナブ ﾎｯﾀ ﾏﾅﾌﾞ Teamまんま／米俵
クリテリウムC3 258 奥野 浩和 ｵｸﾉ ﾋﾛｶｽﾞ
クリテリウムC3 259 早川 信明 ﾊﾔｶﾜ ﾉﾌﾞｱｷ
クリテリウムC3 260 高井 武 ﾀｶｲ ﾀｹｼ
クリテリウムC3 261 千田 達也 ｾﾝﾀﾞ ﾀﾂﾔ 超カルレーシング
クリテリウムC3 262 中村 一馬 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞﾏ Teamまんま
クリテリウムC3 263 大前 治久 オオマエ ハルヒサ 超カルレーシング

クリテリウムC3 264 石元 克司 ｲｼﾓﾄ ｶﾂｼ ZAS Racing
クリテリウムC3 265 織田 裕之 ｵﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ oda
クリテリウムC3 266 吉田 毅 ﾖｼﾀﾞ ﾀｹｼ パナソニックレーシング
クリテリウムC3 267 増山 覚 ﾏｽﾔﾏ ｻﾄﾙ Team AMUSE
クリテリウムC3 268 仮屋園 成伸 ｶﾘﾔｿﾞﾉ ｼｹﾞﾉﾌﾞ ストラーダレーシング
クリテリウムC3 269 岩上 真也 ｲﾜｶﾐ ｼﾝﾔ 大原朝市R&Cゾルゲ隊
クリテリウムC3 270 若代 真二 ﾜｶｼﾛ ｼﾝｼﾞ FUKADAまじりんぐ
クリテリウムC3 271 藤田 誠士 ﾌｼﾞﾀ ｾｲｼﾞ
クリテリウムC3 272 前田 義範 ﾏｴﾀﾞ ﾖｼﾉﾘ TRAP
クリテリウムC3 273 辻田 伸之 ﾂｼﾞﾀ ﾉﾌﾞﾕｷ 鷹組
クリテリウムC3 274 玉暉 孝幸 ﾀﾏｷ ﾀｶﾕｷ ターミネーターＲ・Ｔ
クリテリウムC3 275 土井 寿 ﾄﾞｲ ﾋｻｼ 高野建具店
クリテリウムC3 276 高塚 武彦 ﾀｶﾂｶ ﾀｹﾋｺ ZAS Racing
クリテリウムC3 277 樋口 準人 ﾋｸﾞﾁ ﾊﾔﾄ
クリテリウムC3 278 東 宣誓 ｱｽﾞﾏ ﾉﾘﾁｶ まほロバRC
クリテリウムC3 279 大上野 宏幸 ｵｵｳｴﾉ ﾋﾛﾕｷ team SONIC
クリテリウムC3 280 豊留 貴幸 ﾄﾖﾄﾞﾒ ﾀｶﾕｷ ＦＵＫＡＤＡまじりんぐ
クリテリウムC3 281 南 進一 ﾐﾅﾐ ｼﾝｲﾁ
クリテリウムC3 282 古川 英治 ﾌﾙｶﾜ ｴｲｼﾞ team まんま
クリテリウムC3 283 中村 晃一 ﾅｶﾑﾗ ｺｳｲﾁ イプ練
クリテリウムC3 284 西村 宗徳 にしむら むねのり ＧＳ ＢＡMＢＩＮＯ
クリテリウムC3 285 蔭山 達也 ｶｹﾞﾔﾏ ﾀﾂﾔ EURO-WORKS Racing
クリテリウムC3 286 水口 智之 みなぐち さとし ﾀｸﾘｰﾉ



クリテリウムC3 287 冨永 敬亮 ﾄﾐﾅｶﾞ ｹｲｽｹ まほロバRC
クリテリウムC3 288 岩城 和宏 ｲﾜｷ ｶｽﾞﾋﾛ
クリテリウムC3 289 松本 秀浩 ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾃﾞﾋﾛ WEAEK END
クリテリウムC3 290 福山 勝三 ﾌｸﾔﾏ ｶﾂﾐ ステラシルベスト
クリテリウムC3 291 萩原 英樹 ﾊｷﾞﾊﾗ ﾋﾃﾞｷ OGP
クリテリウムC3 292 安藤 貴史 ｱﾝﾄﾞｳ ﾀｶｼ 鷹組
クリテリウムC3 293 濵 恵一郎 ﾊﾏ ｹｲｲﾁﾛｳ ステラシルベスト
クリテリウムC3 294 堀内 克彦 ﾎﾘｳﾁ ｶﾂﾋｺ 鷹組
クリテリウムC3 295 三谷 恭介 ﾐﾀﾆ ｷｮｳｽｹ
クリテリウムC3 296 福地 哲也 ﾌｸﾁ ﾃﾂﾔ
クリテリウムC3 297 辻 利明 ﾂｼﾞ ﾄｼｱｷ Cycom
クリテリウムC3 298 澤木 冬彦 ｻﾜｷﾌﾕﾋｺ
クリテリウムC3 299 朝長 英樹 トモナガ ヒデキ ステラシルベスト

クリテリウムC3 300 小倉 隆志 ｵｸﾞﾗ ﾀｶｼ SKRK Kyoto
クリテリウムC3 301 高田 篤 ﾀｶﾀﾞ ｱﾂｼ SKRK Kyoto
クリテリウムC3 302 坂本 晃一 ｻｶﾓﾄ ｺｳｲﾁ Ameちゃり
クリテリウムC3 303 奥田 英一 ｵｸﾀﾞ ｴｲｲﾁ 大原朝市R&C
クリテリウムC3 304 小高 秀章 ｺﾀｶ ﾋﾃﾞｱｷ B-hearts
クリテリウムC3 305 吉田 聡 ﾖｼﾀﾞ ｻﾄｼ IRPcycling
クリテリウムC3 306 山本 直史 ﾔﾏﾓﾄ ﾅｵﾌﾐ Team スクアドラ
クリテリウムC3 307 佐藤 弘和 ｻﾄｳ ﾋﾛｶｽﾞ
クリテリウムC3 308 竹村 伸宏 ﾀｹﾑﾗ ﾉﾌﾞﾋﾛ EURO－WORKS
クリテリウムC3 309 田中 龍太朗 ﾀﾅｶ ﾘｭｳﾀﾛｳ IRP cycling
クリテリウムC3 310 高田 進也 ﾀｶﾀﾞ ｼﾝﾔ
クリテリウムC3 311 今西 毅 イマニシ ツヨシ AVANT GARDE

クリテリウムC3 312 高橋 健一 ﾀｶﾊｼ ｹﾝｲﾁ White Jack
クリテリウムC3 313 高野 洋平 ｺｳﾉ ﾖｳﾍｲ ステラシルベスト
クリテリウムC3 314 野々口 久雄 ﾉﾉｸﾞﾁ ﾋｻｵ ＦＵＫＡＤＡまじりんぐ
クリテリウムC3 315 西村 敏行 ﾆｼﾑﾗ ﾄｼﾕｷ
クリテリウムC3 316 宮崎 諒 ﾐﾔｻﾞｷ ﾘｮｳ へっぽこちゃりだー
クリテリウムC3 317 大橋 宣之 ｵｵﾊｼ ﾉﾌﾞﾕｷ white jack
クリテリウムC3 318 渡邉 寛大 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾝﾀﾞｲ
クリテリウムC3 319 矢代 直也 ﾔｼﾛ ﾅｵﾔ
クリテリウムC3 320 井上 真呂 ｲﾉｳｴ ﾏﾛ エキップリオン
クリテリウムC3 321 抽冬 充央 ﾇｸﾄｳ ｱﾂｵ teamスクアドラ
クリテリウムC3 322 岡野 洸司 オカノ コウジ ステラ

クリテリウムC3 323 城島 大樹 ｼﾞｮｳｼﾞﾏ ﾀﾞｲｷ IRP Cycling
クリテリウムC3 324 内田 龍一 ｳﾁﾀﾞ ﾘｭｳｲﾁ TEAM WHITE
クリテリウムC3 325 徳田 龍太 ﾄｸﾀﾞ ﾘｭｳﾀ teamSONIC
クリテリウムC3 326 北川 大慈 ｷﾀｶﾞﾜ ﾀﾞｲｼﾞ
クリテリウムC3 327 豊田 詳麻 ﾄﾖﾀﾞ ｼｮｳﾏ
クリテリウムC3 328 杉田 晃一 すぎた こういち Team スクアドラ
クリテリウムC3 329 藤井 健太 ﾌｼﾞｲ ｹﾝﾀ Cycle Justice
クリテリウムC3 330 増井 鵬朗 ﾏｽｲ ﾄﾓﾛｳ team スクアドラ
クリテリウムC3 331 戸田 和将 ﾄﾀﾞ ﾔｽﾏｻ
クリテリウムC3 332 服部 優樹 ﾊｯﾄﾘ ﾕｳｷ
クリテリウムC3 333 橋本 健汰 ﾊｼﾓﾄ ｹﾝﾀ 大阪大学自転車競技部
クリテリウムC3 334 岡山 駿祐 ｵｶﾔﾏ ｼｭﾝｽｹ 大阪経済大学
クリテリウムC3 335 金井 克磨 ｶﾅｲ ｶﾂﾏ 大阪経済大学
クリテリウムC3 336 中西 哲健 ﾅｶﾆｼ ﾉﾘｶﾂ
クリテリウムC3 337 熊谷 飛鳥 ｸﾏｶﾞｲ ｱｽｶ 大阪府立鳳高等学校
クリテリウムC3 338 高風 拓実 ﾀｶｶｾﾞ ﾀｸﾐ
クリテリウムC3 339 小山 智也 ｺﾔﾏ ﾄﾓﾔ TEAM WHITE
クリテリウムC2 340 横尾 治彦 ﾖｺｵ ﾊﾙﾋｺ NASU FAN CLUB
クリテリウムC2 341 角田 光隆 ｽﾐﾀﾞ ﾐﾂﾀｶ EURO?WORKS
クリテリウムC2 342 芝池 伸徳 しばいけ のぶのり 鷹組
クリテリウムC2 343 水田 昌宏 ﾐｽﾞﾀ ﾏｻﾋﾛ 大杉走輪 シアヌーク
クリテリウムC2 344 江藤 洋一朗 ｴﾄｳ ﾖｳｲﾁﾛｳ CSK Racing Club
クリテリウムC2 345 後藤 真一 ｺﾞﾄｳ ｼﾝｲﾁ T-carsCyclingTeam



クリテリウムC2 346 門 直道 ｶﾄﾞ ﾅｵﾐﾁ ターミネーターRT
クリテリウムC2 347 湯浅 勉 ﾕｱｻ ﾂﾄﾑ GIANT CC
クリテリウムC2 348 森山 修 ﾓﾘﾔﾏ ｵｻﾑ 大原朝市R&C
クリテリウムC2 349 池部 哲夫 いけべ てつお FUKADAまじリング
クリテリウムC2 350 喜多 義昭 ｷﾀ ﾖｼｱｷ V.C.スプートニク
クリテリウムC2 351 森本 禎介 ﾓﾘﾓﾄ ﾃｲｽｹ Pinazou Test Team
クリテリウムC2 352 伊藤 隆久 ｲﾄｳ ﾀｶﾋｻ CIERVO NARA
クリテリウムC2 353 古川 哲也 ﾌﾙｶﾜ ﾃﾂﾔ チーム WEAEK END
クリテリウムC2 354 森下 陽 ﾓﾘｼﾀ ﾖｳ 高野建具店
クリテリウムC2 355 田中 修一 ﾀﾅｶ ｼｭｳｲﾁ lumiere KOBE
クリテリウムC2 356 江見 慎司 ｴﾐ ｼﾝｼﾞ
クリテリウムC2 357 大塚 昇平 ｵｵﾂｶ ｼｮｳﾍｲ
クリテリウムC2 358 井上 貞行 ｲﾉｳｴ ｻﾀﾞﾕｷ チーム恋来
クリテリウムC2 359 加藤 宏幸 ｶﾄｳ ﾋﾛﾕｷ Team Axion
クリテリウムC2 360 堀井 長善 ﾎﾘｲ ﾅｶﾞﾖｼ チーム恋来
クリテリウムC2 361 佐藤 耕司 ｻﾄｳ ｺｳｼﾞ
クリテリウムC2 362 仲松 康太 ﾅｶﾏﾂ ﾔｽﾋﾛ 医療法人橘甲会サニーサ
クリテリウムC2 363 田平 修三 ﾀﾋﾗ ｼｭｳｿﾞｳ トーヨーRT ＆ 朝市R＆C
クリテリウムC2 364 上田 泰正 ｳｴﾀﾞ ﾋﾛﾏｻ Sakatani Racing
クリテリウムC2 365 永廣 雅彦 ｴﾋﾛ ﾏｻﾋｺ AVANT GARDE
クリテリウムC2 366 南谷 晃律 ﾐﾅﾐﾀﾆ ｱｷﾉﾘ Team AXiON
クリテリウムC2 367 桐野 一道 ｷﾘﾉ ｶｽﾞﾐﾁ Team プロジェクション
クリテリウムC2 368 佐藤 友飛 ｻﾄｳ ﾕｳﾄ スクアドラ
クリテリウムC2 369 横田 慧一 ﾖｺﾀ ｹｲｲﾁ
クリテリウムC2 370 宮田 琢視 ﾐﾔﾀ ﾀｸﾐ FUKADAまじりんぐ
クリテリウムC2 371 山本 淳史 ﾔﾏﾓﾄ ｱﾂｼ スクアドラ
クリテリウムC2 372 西村 俊宏 ﾆｼﾑﾗﾄｼﾋﾛ バルバクラブカナザワ
クリテリウムC2 373 坂口 翔太 ｻｶｸﾞﾁ ｼｮｳﾀ ネクストリーム・うどん棒
クリテリウムC2 374 塩野 拓実 ｼｵﾉ ﾀｸﾐ SHIONO Racing
クリテリウムC2 375 松浦 晃大 ﾏﾂｳﾗ ｺｳﾀﾞｲ
クリテリウムC2 376 内田 喬平 ｳﾁﾀﾞ ｷｮｳﾍｲ SETA RC
クリテリウムC2 377 中田 北斗 ﾅｶﾀ ﾎｸﾄ
クリテリウムC2 378 柚木 政範 ﾕｳﾉｷ ﾏｻﾉﾘ チーム スポルテック
クリテリウムC2 379 曽根 卓也 ｿﾈ ﾀｸﾔ
クリテリウムC2 380 伊勢 洋人 ｲｾ ﾋﾛﾄ チーム WEAEKEND
クリテリウムC2 381 尾崎 辰也 ｵｻﾞｷ ﾀﾂﾔ Team-RSO Racing
クリテリウムC2 382 設楽 彗斗 ｼﾀﾞﾗ ｹｲﾄ
クリテリウムC2 383 南 嘉輝 ﾐﾅﾐ ﾋﾛｷ きゅうべえsports
クリテリウムC2 384 西田 拓未 ニシダ タクミ SalataBiancaKobe

クリテリウムC2 385 武中 研太 ﾀｹﾅｶ ｹﾝﾀ CSK Racing Club
クリテリウムC2 386 吉本 雅矢 ﾖｼﾓﾄ ﾏｻﾔ 大阪大学自転車競技部
クリテリウムC2 387 郷原 輝久 ｺﾞｳﾊﾗ ﾃﾙﾋｻ masahikomifune.com
クリテリウムC2 388 図師 龍太郎 ｽﾞｼ ﾘｭｳﾀﾛｳ cycle shop 香輪
クリテリウムC2 389 井戸田 直樹 ｲﾄﾞﾀ ﾅｵｷ
クリテリウムC2 390 前川 広大 ﾏｴｶﾞﾜ ｺｳﾀﾞｲ ＴＥＡＭ ＤＥＶＥＬＴＥＡＤ
クリテリウムC1 391 猪又 靖 ｲﾉﾏﾀ ｷﾖｼ クラブシルベスト
クリテリウムC1 392 近藤 智彦 ｺﾝﾄﾞｳ ﾄﾓﾋｺ シルベスト
クリテリウムC1 393 伊藤 高明 ｲﾄｳ ﾀｶｱｷ Sakatani Raciig
クリテリウムC1 394 徳永 宏高 ﾄｸﾅｶﾞ ﾋﾛﾀｶ CT Taka
クリテリウムC1 395 大濱 篤史 ｵｵﾊﾏ ｱﾂｼ チバポンズ川口農園
クリテリウムC1 396 福田 透 ﾌｸﾀﾞ ﾄｵﾙ ナカガワAsK’デザイン
クリテリウムC1 397 山本 哲 ﾔﾏﾓﾄ ﾃﾂ CLOUD9ers/イプ練
クリテリウムC1 398 水谷 和正 みずたに かずまさ

クリテリウムC1 399 西尾 洋介 ﾆｼｵ ﾖｵｽｹ バルバクラブ トヤマ
クリテリウムC1 400 小川 修 ｵｶﾞﾜ ｵｻﾑ TSU RACING
クリテリウムC1 401 森田 大理 ﾓﾘﾀ ﾀﾞｲﾘ TSU RACING
クリテリウムC1 402 川原 寛之 ｶﾜﾊﾗ ﾋﾛﾕｷ バルバクラブ トヤマ
クリテリウムC1 403 一色 寛之 ｲｯｼｷ ﾋﾛﾕｷ
クリテリウムC1 404 BENNETT ASH ﾍﾞﾈｯﾄ ｱｯｼｭ



クリテリウムC1 405 池田 慎治 ｲｹﾀﾞ ｼﾝｼﾞ
クリテリウムC1 406 松谷 一範 ﾏﾂﾀﾆ ｶｽﾞﾉﾘ
クリテリウムC1 407 松井 大地 ﾏﾂｲ ﾀﾞｲﾁ バルバクラブ トヤマ
クリテリウムC1 408 藤岡 徹也 ﾌｼﾞｵｶ ﾃﾂﾔ クラブシルベスト
クリテリウムC1 409 渡部 達也 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾂﾔ ブラウブリッツェン
クリテリウムC1 410 坂手 誠明 ｻｶﾃ ﾏｻｱｷ チーム無職
クリテリウムC1 411 大谷 悠巴 ｵｵﾀﾆ ﾕｳﾊ
クリテリウムC1 412 萬谷 和志 ﾏﾝﾀﾆ ｶｽﾞｼ 岡山大学自転車競技部
クリテリウムC1 413 織田 智陽 ｵﾘﾀ ﾄﾓﾊﾙ 大阪工業大学
クリテリウムC1 414 木村 吉秀 ｷﾑﾗ ﾖｼﾋﾃﾞ 大阪工業大学
クリテリウムC1 415 菅野 伸哉 ｶﾝﾉ ｼﾝﾔ
クリテリウムC1 416 久乗 捷吾 ｸﾉﾘ ｼｮｳｺﾞ 大阪工業大学
クリテリウムC1 417 野島 遊 ﾉｼﾞﾏ ﾕｳ コラッジョ川西サイクリング
クリテリウムC1 418 科野　大蔵 ｼﾅﾉ　ﾀﾞｲｿﾞｳ Coraggio Kawanishi Cycli
クリテリウムC1 419 下島　将輝 ｼﾓｼﾞﾏ　ﾏｻｷ Coraggio Kawanishi Cycli
クリテリウムC1 420 柳瀬　慶明 ﾔﾅｾ　ﾐﾁｱｷ Coraggio Kawanishi Cycli
3時間耐久（1名） 1 青柳 茂晴 ｱｵﾔｷﾞ ｼｹﾞﾊﾙ 古河ＡＳサイクリングクラ
3時間耐久（1名） 2 青山 真也 ｱｵﾔﾏ ｼﾝﾔ The☆Whoo
3時間耐久（1名） 3 赤井 宏行 ｱｶｲ ﾋﾛﾕｷ
3時間耐久（1名） 4 東 宣誓 ｱｽﾞﾏ ﾉﾘﾁｶ まほロバRC
3時間耐久（1名） 5 阿部 雅弘 ｱﾍﾞ ﾏｻﾋﾛ
3時間耐久（1名） 6 天野 壮悠 ｱﾏﾉ ﾀｹﾊﾙ ｽﾃﾗｼﾙﾍﾞｽﾄ／JS本家天野
3時間耐久（1名） 7 天野 弘章 ｱﾏﾉ ﾋﾛｱｷ ｽﾃﾗｼﾙﾍﾞｽﾄ／JS本家天野
3時間耐久（1名） 8 新垣 直浩 ｱﾗｶｷ ﾅｵﾋﾛ
3時間耐久（1名） 9 飯田 裕太 ｲｲﾀﾞ ﾕｳﾀ
3時間耐久（1名） 10 池田 慎治 ｲｹﾀﾞ ｼﾝｼﾞ
3時間耐久（1名） 11 市埜 吉孝 ｲﾁﾉ ﾖｼﾀｶ 高野建具店
3時間耐久（1名） 12 一色 寛之 ｲｯｼｷ ﾋﾛﾕｷ
3時間耐久（1名） 13 伊藤 隆久 ｲﾄｳ ﾀｶﾋｻ CIERVO NARA
3時間耐久（1名） 14 井上 和将 ｲﾉｳｴ ｶｽﾞﾏｻ ステラＳ
3時間耐久（1名） 15 井上 貞行 ｲﾉｳｴ ｻﾀﾞﾕｷ チーム恋来
3時間耐久（1名） 16 今井 意晴 ｲﾏｲ ﾑﾈﾊﾙ
3時間耐久（1名） 17 今井 泰光 ｲﾏｲ ﾔｽﾐﾂ CLOUD 9ers
3時間耐久（1名） 18 辞本 真一 ｲﾔﾓﾄ ｼﾝｲﾁ
3時間耐久（1名） 19 岩本 昌志 ｲﾜﾓﾄ ﾏｻｼ
3時間耐久（1名） 20 上田 泰正 ｳｴﾀﾞ ﾋﾛﾏｻ Sakatani Racing
3時間耐久（1名） 21 臼澤 隆史 ｳｽｻﾞﾜ ﾀｶｼ トラクターRC
3時間耐久（1名） 22 浦上 康一 ｳﾗｶﾐ ｺｳｲﾁ
3時間耐久（1名） 23 太田 賢一 ｵｵﾀ ｹﾝｲﾁ FCC
3時間耐久（1名） 24 大濱 篤史 ｵｵﾊﾏ ｱﾂｼ チバポンズ川口農園
3時間耐久（1名） 25 大森 佳治 ｵｵﾓﾘ ｹｲｼﾞ
3時間耐久（1名） 26 大脇 惠太 ｵｵﾜｷ ｹｲﾀ 古河ASサイクリングクラブ
3時間耐久（1名） 27 小川 洸 ｵｶﾞﾜ ﾋｶﾙ クラブ シルベスト
3時間耐久（1名） 28 荻原 朋樹 ｵｷﾞﾊﾗ ﾄﾓｷ
3時間耐久（1名） 29 尾崎 健 ｵｻﾞｷ ﾀｹｼ
3時間耐久（1名） 30 加藤 幹也 ｶﾄｳ ﾐｷﾔ 愛工大名電
3時間耐久（1名） 31 甲 隆仁 ｶﾌﾞﾄ ﾀｶﾋﾄ ステラシルベスト
3時間耐久（1名） 32 河田 耕助 ｶﾜﾀﾞ ｺｳｽｹ team03
3時間耐久（1名） 33 川村 誠 ｶﾜﾑﾗ ﾏｺﾄ スクミズマシンワークス
3時間耐久（1名） 34 木田 敏弘 ｷﾀﾞ ﾄｼﾋﾛ
3時間耐久（1名） 35 北村 保之 ｷﾀﾑﾗ ﾔｽｼ CSY
3時間耐久（1名） 36 木村 允 キムラ マコト

3時間耐久（1名） 37 雲母 征司 ｷﾗ ｾｲｼﾞ team All out
3時間耐久（1名） 38 櫛田 芳裕 ｸｼﾀﾞ ﾖｼﾋﾛ
3時間耐久（1名） 39 楠 健司 クスノキ ケンジ CLOUD 9ers

3時間耐久（1名） 40 栗野 智和 ｸﾘﾉ ﾄﾓｶｽﾞ
3時間耐久（1名） 41 桑澤 雄一 ｸﾜｻﾞﾜ ﾕｳｲﾁ
3時間耐久（1名） 42 高野 洋平 ｺｳﾉ ﾖｳﾍｲ ステラシルベスト
3時間耐久（1名） 43 郷原 輝久 ｺﾞｳﾊﾗ ﾃﾙﾋｻ masahikomifune.com



3時間耐久（1名） 44 小塩 健司 ｺｼｵ ｹﾝｼﾞ TRAP
3時間耐久（1名） 45 後藤 真一 ｺﾞﾄｳ ｼﾝｲﾁ T-carsCyclingTeam
3時間耐久（1名） 46 小松 竜太 ｺﾏﾂ ﾘｭｳﾀ おら コーラ
3時間耐久（1名） 47 小森 伸弘 ｺﾓﾘ ﾉﾌﾞﾋﾛ The☆whoo
3時間耐久（1名） 48 金野 文彰 こんの ふみあき

3時間耐久（1名） 49 齋藤 直樹 サイトウ ナオキ

3時間耐久（1名） 50 佐藤 暁洋 ｻﾄｳ ｱｷﾋﾛ AKK 5
3時間耐久（1名） 51 柴田 茂樹 シバタ シゲキ

3時間耐久（1名） 52 関戸 勝 ｾｷﾄﾞ ﾏｻﾙ Mt.Hase321
3時間耐久（1名） 53 高木 利勝 ﾀｶｷﾞ ﾄｼｶﾂ ステラシルベスト
3時間耐久（1名） 54 高橋 大悟 タカハシ ダイゴ

3時間耐久（1名） 55 竹村 俊哉 ﾀｹﾑﾗ ﾄｼﾔ
3時間耐久（1名） 56 田中 修一 ﾀﾅｶ ｼｭｳｲﾁ lumiere KOBE
3時間耐久（1名） 57 塚本 創 ﾂｶﾓﾄ ﾊｼﾞﾒ
3時間耐久（1名） 58 冨永 敬亮 ﾄﾐﾅｶﾞ ｹｲｽｹ まほロバRC
3時間耐久（1名） 59 中 秀之 ﾅｶ ﾋﾃﾞﾕｷ ZiPPY CYCLE Club
3時間耐久（1名） 60 中川 光雄 ナカガワ ミツオ CLOUD 9ers

3時間耐久（1名） 61 永田 勝久 ﾅｶﾞﾀ ｶﾂﾋｻ
3時間耐久（1名） 62 中田 慶孝 ﾅｶﾀ ｹｲﾀｶ
3時間耐久（1名） 63 仲松 康太 ﾅｶﾏﾂ ﾔｽﾋﾛ 医療法人橘甲会サニーサ
3時間耐久（1名） 64 中村 耕一 ﾅｶﾑﾗ ｺｳｲﾁ ラビットストリート
3時間耐久（1名） 65 西嶋 喜継 ﾆｼｼﾞﾏ ﾖｼﾂｸﾞ 怪速ゾルゲ隊
3時間耐久（1名） 66 新田 幸司 ニッタ コウジ

3時間耐久（1名） 67 沼野 慎平 ﾇﾏﾉ ｼﾝﾍﾟｲ マキシモシグマ
3時間耐久（1名） 68 能森 愛子 ノウモリ アイコ

3時間耐久（1名） 69 服部 優樹 ﾊｯﾄﾘ ﾕｳｷ
3時間耐久（1名） 70 早矢仕 秀一 ﾊﾔｼ ﾋﾃﾞｶｽﾞ ファントムサイクリング
3時間耐久（1名） 71 原 彰吾 ﾊﾗ ｼｮｳｺﾞ
3時間耐久（1名） 72 平田 千枝 ﾋﾗﾀ ﾁｴ まほロバＲＣ
3時間耐久（1名） 73 平野 慎介 ﾋﾗﾉ ｼﾝｽｹ 個人参加
3時間耐久（1名） 74 深海 幸平 ﾌｶﾐ ｺｳﾍｲ O.H.C
3時間耐久（1名） 75 藤岡 徹也 ﾌｼﾞｵｶ ﾃﾂﾔ クラブシルベスト
3時間耐久（1名） 76 藤田 一典 ﾌｼﾞﾀ ｶｽﾞﾉﾘ 嵯峨青果食品
3時間耐久（1名） 77 渕上 記理子 ﾌﾁｶﾞﾐ ｷﾘｺ シルベスト
3時間耐久（1名） 78 堀内 克彦 ﾎﾘｳﾁ ｶﾂﾋｺ 鷹組
3時間耐久（1名） 79 前田 直志 ﾏｴﾀﾞ ﾀﾀﾞｼ 近江屋ｘＣＳＹｘＯＨＣ
3時間耐久（1名） 80 前田 義範 ﾏｴﾀﾞ ﾖｼﾉﾘ TRAP
3時間耐久（1名） 81 松井 和人 ﾏﾂｲ ｶｽﾞﾄ チームサニーサイド
3時間耐久（1名） 82 松田 慶一 ﾏﾂﾀﾞ ｹｲｲﾁ TRAP
3時間耐久（1名） 83 萬谷 和志 ﾏﾝﾀﾆ ｶｽﾞｼ 岡山大学自転車競技部
3時間耐久（1名） 84 三股 弘明 ﾐﾏﾀ ﾋﾛｱｷ
3時間耐久（1名） 85 三股 正彦 ﾐﾏﾀ ﾏｻﾋｺ
3時間耐久（1名） 86 村田 孝幸 ﾑﾗﾀ ﾀｶﾕｷ 本町クラブ
3時間耐久（1名） 87 毛利 祐輝 モウリ ユウキ

3時間耐久（1名） 88 森岡 督 ﾓﾘｵｶ ｽｽﾑ GUELL BICYCLE STORE
3時間耐久（1名） 89 矢島 俊彦 ﾔｼﾞﾏ ﾄｼﾋｺ ｽﾜｺﾚｰｼﾝｸﾞ
3時間耐久（1名） 90 矢代 直也 ﾔｼﾛ ﾅｵﾔ
3時間耐久（1名） 91 安田 信次 ﾔｽﾀﾞ ｼﾝｼﾞ SAKAI★RACING
3時間耐久（1名） 92 山川 大貴 ﾔﾏｶﾜ ﾀﾞｲｷ B-HEARTS
3時間耐久（1名） 93 山崎 敏正 ﾔﾏｻﾞｷ ﾄｼﾏｻ シルベストスタッフ
3時間耐久（1名） 94 山本 耀介 ﾔﾏﾓﾄ ﾖｳｽｹ 洛北高校 ステラシルベス
3時間耐久（1名） 95 湯浅 勉 ﾕｱｻ ﾂﾄﾑ GIANT CC
3時間耐久（1名） 96 油浅 弘幸 ﾕｱｻ ﾋﾛﾕｷ CLOUD 9ers
3時間耐久（1名） 97 湯川 竜伺 ﾕｶﾜ ﾘｭｳｼﾞ SAKAI★RACING
3時間耐久（1名） 98 横田 隆雄 ﾖｺﾀ ﾀｶｵ チームサニーサイド
3時間耐久（1名） 99 吉松 朋弥 ﾖｼﾏﾂ ﾄﾓﾔ U.G.W BioｰRacer Cycling
3時間耐久（1名） 100 吉村 聡 ﾖｼﾑﾗ ｻﾄｼ
3時間耐久（1名） 101 李 宗雨 ﾘ ｿｳｳ クラブシルベスト
3時間耐久（1名） 102 若代 真二 ﾜｶｼﾛ ｼﾝｼﾞ FUKADAまじりんぐ



3時間耐久（1名） 103 若松 三郎 ﾜｶﾏﾂ ｻﾌﾞﾛｳ
3時間耐久（1名） 104 渡邉 寛大 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾝﾀﾞｲ
3時間耐久（1名） 105 科野　大蔵 ｼﾅﾉ　ﾀﾞｲｿﾞｳ Coraggio Kawanishi Cycli
3時間耐久（1名） 106 下島　将輝 ｼﾓｼﾞﾏ　ﾏｻｷ Coraggio Kawanishi Cycli
3時間耐久（1名） 107 野島　遊 ﾉｼﾞﾏ　ﾕｳ Coraggio Kawanishi Cycli
3時間耐久（1名） 108 柳瀬　慶明 ﾔﾅｾ　ﾐﾁｱｷ Coraggio Kawanishi Cycli
3時間耐久（1名） 109 豊田　勝徳 ﾄﾖﾀﾞ　ｶﾂﾉﾘ Coraggio Kawanishi Cycli
3時間耐久（2名） 201 アリヒラ山チーム ｱﾘﾓﾄ ﾋﾛﾐﾂ アリヒラ山チーム
3時間耐久（2名） 202 PE ｲﾄｳ ｼﾝｲﾁﾛｳ PE
3時間耐久（2名） 203 HKK レーシング ｵｵｲ ｹﾝﾀﾛｳ HKK レーシング
3時間耐久（2名） 204 助さん角さん ｵｶﾀﾞ ﾄｼｷ 助さん角さん
3時間耐久（2名） 205 ｴｽﾄﾘｴｰﾙA かどの くにやす ｴｽﾄﾘｴｰﾙA
3時間耐久（2名） 206 同窓チャリンコチーム ｸﾜﾊﾗ ｹｲﾀ 同窓チャリンコチーム
3時間耐久（2名） 207 SAKAI★RACING ｺﾞﾄｳ ﾀｶｱｷ SAKAI★RACING
3時間耐久（2名） 208 京優善 ｺﾊﾞ ﾕｳｽｹ 京優善
3時間耐久（2名） 209 Team Ring×Ring ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾍｲ Team Ring×Ring
3時間耐久（2名） 210 シリウス ｿﾈ ﾀｸﾔ シリウス
3時間耐久（2名） 211 ステラ サイクロン ﾀｶｷﾞ ﾀﾞｲｽｹ ステラ サイクロン
3時間耐久（2名） 212 VIAVELOCE_A ﾀｶﾊｼ ﾏｺﾄ VIAVELOCE
3時間耐久（2名） 213 高野建具店 ﾄﾞｲ ﾋｻｼ 高野建具店
3時間耐久（2名） 214 ブラックきのこ@7-11野洲南 ﾅﾍﾞｲ ﾋﾛﾕｷ ブラックきのこ@7-11野洲
3時間耐久（2名） 215 西川・浦谷 ﾆｼｶﾜ ﾀｹｼ
3時間耐久（2名） 216 チーム樋口家 ﾋｸﾞﾁ ﾐﾂｸﾞ チーム樋口家
3時間耐久（2名） 217 KUHS Family ﾋﾛｾ ｱﾂｺ KUHS Family
3時間耐久（2名） 218 ENG Cycle-Power TEAM A ﾌｶﾔﾏ ｹｲ ENG Cycle-Power TEAM
3時間耐久（2名） 219 TEAM名古屋走り ﾌｼﾞﾀ ｺｳｼﾞ TEAM名古屋走り
3時間耐久（2名） 220 B-HEARTS ﾌｼﾞﾊﾗ ﾅﾙﾄ B-HEARTS
3時間耐久（2名） 221 舟橋水産 自転車部 ﾌﾅﾊｼ ﾖｼｵ 舟橋水産 自転車部
3時間耐久（2名） 222 VMW ﾏﾂｲ ｼｮｳｼﾞ VMW
3時間耐久（2名） 223 シリウスOB ﾏﾝﾄﾞｺﾛ ﾕｳｷ シリウスOB
3時間耐久（2名） 224 YKM ﾓﾘｻｷ ｶﾂﾋｺ YKM
3時間耐久（2名） 225 カラス ﾔﾏｶﾞﾐ ﾕｳｼﾞ カラス
3時間耐久（2名） 226 山小OB ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｽｹ 山小OB
3時間耐久（2名） 227 チーム☆コモア ﾔﾏﾉ ｹｲｲﾁﾛｳ チーム☆コモア
3時間耐久（2名） 228 京都府庁レーシング ﾖｺﾀﾆ ｹﾝﾀ 京都府庁レーシング
3時間耐久（2名） 229 チーム同志社 ﾖｼﾓﾄ ﾀﾂﾔ チーム同志社
3時間耐久（2名） 230 VIAVELOCE_B ﾜｷﾀ ﾖｼﾋﾛ VIAVELOCE
3時間耐久（2名） 231 team島添 しまぞえ
3時間耐久（3～4名 301 自転車工房エコーC ｱｵｷ ｻﾄｼ 自転車工房エコーC
3時間耐久（3～4名 302 つうばいつうﾚｰｼﾝｸﾞA あおやま あきよし つうばいつうﾚｰｼﾝｸﾞA
3時間耐久（3～4名 303 つうばいつうﾚｰｼﾝｸﾞB あおやま みほ つうばいつうﾚｰｼﾝｸﾞB
3時間耐久（3～4名 304 Moku x2 Seven Rings ｱｻﾉ ﾐﾂﾙ Moku x2 Seven Rings
3時間耐久（3～4名 305 チームびわこぐま 鉄 ｲｼﾂﾞ ﾂﾖｼ チームびわこぐま 鉄
3時間耐久（3～4名 306 TEAMたくげん＋内田兄弟 ｳﾁﾀﾞ ﾀｸﾏ TEAMたくげん＋内田兄弟
3時間耐久（3～4名 307 チームびわこぐま 犬犬 ｳﾁﾀﾞ ﾊﾙﾔｽ チームびわこぐま 犬犬
3時間耐久（3～4名 308 ｃ.ｃ橙 ｳﾁﾇﾉ ﾕｷﾔ ｃ.ｃ橙
3時間耐久（3～4名 309 メイ ｵｲﾊﾗ ﾔｽﾄ メイ
3時間耐久（3～4名 310 チーム telook B ｵｶﾀﾞ ﾃﾙﾖｼ チーム telook B
3時間耐久（3～4名 311 滋賀県小学生選抜チーム ｵｸｲ ﾀﾂﾔ 滋賀県小学生選抜チーム
3時間耐久（3～4名 312 北摂すからと～れ ｷﾉｼﾀ ﾀｲﾁ 北摂すからと～れ 
3時間耐久（3～4名 313 KHN DC Team ｷﾘﾉ ｶｽﾞﾐﾁ KHN DC Team
3時間耐久（3～4名 314 チーム telook A ｺﾆｼ ｱｷｵ チーム telook A
3時間耐久（3～4名 315 ENDORPHIN ２A ｻｲｷ ｺｳﾀ ENDORPHIN ２
3時間耐久（3～4名 316 チーム肉汁 ﾀｶﾊｼ ｼﾞｭﾝｽｹ チーム肉汁
3時間耐久（3～4名 317 自転車工房エコー E ﾀﾀﾞ ﾑﾂｵ 自転車工房エコー Eチー
3時間耐久（3～4名 318 チームトミオ ﾀﾆｳﾗ ﾋﾛｷ チームトミオ
3時間耐久（3～4名 319 ﾁｰﾑ暴れん坊将軍 たむら ひろし ﾁｰﾑ暴れん坊将軍
3時間耐久（3～4名 320 ダイハツ自転車グラブ ﾄﾐｻﾞﾜ ｹﾝｿﾞｳ ダイハツ自転車グラブ
3時間耐久（3～4名 321 チームももじり ﾄﾖﾀﾞ ｼｮｳﾏ チームももじり



3時間耐久（3～4名 322 大垣ピストンズA ナカガワ ヨシヒロ 大垣ピストンズ

3時間耐久（3～4名 323 チーム telook C ﾅｶﾊﾀ ﾋﾃﾞｶｽﾞ チーム telook C
3時間耐久（3～4名 324 ビバヒルOSK ながふく ひろかず ビバヒルOSK
3時間耐久（3～4名 325 ビバヒル１１２ ニシカワ カズタカ ビバヒル１１２
3時間耐久（3～4名 326 ｴｽﾄﾘｴｰﾙB にしはた たつお ｴｽﾄﾘｴｰﾙB
3時間耐久（3～4名 327 チームびわこぐま UFO ﾆｼﾜｷ ﾕｳﾎｳ チームびわこぐま UFO
3時間耐久（3～4名 328 ARAYA CYCLING CLUB ﾊﾀﾞ ﾏｻｵﾐ ARAYA CYCLING CLUB
3時間耐久（3～4名 329 ストラーダレーシング ﾊﾔｼ ﾋﾛﾔ ストラーダレーシング
3時間耐久（3～4名 330 チームびわこぐま 女史 ﾋｸﾞﾁ ﾖｼﾉ チームびわこぐま 女史
3時間耐久（3～4名 331 ナノチャリ ヒラタ カズノリ ナノチャリ

3時間耐久（3～4名 332 美山サイクリングクラブ ﾎｻﾞｷ ﾐﾁｺ 美山サイクリングクラブ
3時間耐久（3～4名 333 違駄天 ﾎｿｲ ﾀｶｼ 違駄天
3時間耐久（3～4名 334 ﾁーﾑ 膝腰痛 ﾏﾂｲ ｷﾖﾋﾛ ﾁーﾑ 膝腰痛
3時間耐久（3～4名 335 ENDORPHIN ２B ﾐﾂﾑﾗ ﾃﾂｵ ENDORPHIN ２
3時間耐久（3～4名 336 大垣ピストンズB ﾑﾗｲ ﾋﾛﾋﾄ 大垣ピストンズ
3時間耐久（3～4名 337 ペンペン ﾒｸﾞﾐ ﾀﾞｲｽｹ ペンペン
3時間耐久（3～4名 338 チームウイリン モリ リョウジ チームウイリン
3時間耐久（3～4名 339 高野建具店JHY ﾔﾏｸﾞﾁ ｼﾝｲﾁ 高野建具店JHY
3時間耐久（3～4名 340 ももじょ ﾔﾏﾓﾄ ｱｷ ももじょ
3時間耐久（3～4名 341 北摂すからと～れB ﾖｺﾃ ﾋﾛｱｷ 北摂すからと～れB


