
1．エキスパート 41名 1098 中嶋 祐聡 ﾅｶｼﾏ ﾏｻﾄｼ 愛知県
No. 氏名 フリガナ 都道府県 チーム名 1099 安達 拓郎 ｱﾀﾞﾁ ﾀｸﾛｳ 兵庫県 Rapha Cycling Club
1001 吉田 文彦 ﾖｼﾀﾞ ﾌﾐﾋｺ 大阪府 1100 太田 崇照 ｵｵﾀ ﾀｶﾃﾙ 愛知県 岐阜大学 セキサイ
1002 猪田 洋 ｲﾉﾀﾞ ﾋﾛｼ 京都府 ciclo ipsilon & KIZOK 1101 田中 寿和 ﾀﾅｶ ﾄｼｶｽﾞ 愛知県
1004 鶴田 哲史 ﾂﾙﾀ ﾃﾂｼ 愛知県 1102 森 悠喜 ﾓﾘ ﾕｳｷ 香川県 クロワジエール
1005 仙田 直⾏ ｾﾝﾀﾞ ﾅｵﾕｷ 京都府 1103 ⼩島 健太郎 ｺｼﾞﾏ ｹﾝﾀﾛｳ 愛知県
1006 室 慎也 ﾑﾛ ｼﾝﾔ 石川県 KIZOK 1104 米倉 聖人 ﾖﾈｸﾗ ﾏｻﾄ 大阪府 CYCLE CAT
1007 内山 喜道 ｳﾁﾔﾏ ﾖｼﾐﾁ 愛知県 ステリプロ 1105 岡田 賢弥 ｵｶﾀﾞ ｹﾝﾔ 愛知県
1009 前田 ⾏紀 ﾏｴﾀﾞ ﾕｷﾉﾘ 福井県  LittleBeRacing 1106 山下 祐護 ﾔﾏｼﾀ ﾕｳｺﾞ 岐阜県 ELMO
1010 下村 公孝 ｼﾓﾑﾗ ﾄﾓﾉﾘ 京都府 1107 伊藤 守 ｲﾄｳ ﾏﾓﾙ 兵庫県 神⼾大学⾃転⾞競技サークル
1011 澤 直樹 ｻﾜ ﾅｵｷ 兵庫県 1108 竹中 大輝 ﾀｹﾅｶ ﾋﾛｷ 愛知県 BREEZA－KAMIHAGI
1012 森田 晃正 ﾓﾘﾀ ｺｳｾｲ 愛知県 天狗党︔津田⼯業 1109 原 良太 ﾊﾗ ﾘｮｳﾀ 愛知県 インパルス
1013 山下 和也 ﾔﾏｼﾀ ｶｽﾞﾔ 大阪府 1110 橋元 崚馬 ﾊｼﾓﾄ ﾘｮｳﾏ 大阪府 Team Sakatani
1016 清宮 洋幸 ｾｲﾐﾔ ﾋﾛﾕｷ 愛知県 竹芝サイクルレーシング 1111 露峰 渓 ﾂﾕﾐﾈ ｹｲ 大阪府
1017 為永 誠 ﾀﾒﾅｶﾞ ﾏｺﾄ 福井県 バルバクラブ　エチゼン 1112 大滝 湧 ｵｵﾀｷ ﾜｸ 兵庫県
1018 梅川 陸 ｳﾒｶﾜ ﾘｸ 大阪府 大泉愛輪会 1114 山川 大貴 ﾔﾏｶﾜ ﾀﾞｲｷ 三重県 B-HEARTS
1019 栗山 拓 ｸﾘﾔﾏ ﾀｸ 愛知県 1115 佐々木 海 ｻｻｷ ｶｲ 神奈川県 Team GOCHI
1020 吉田 蒔人 ﾖｼﾀﾞ ﾏｷﾄ 大阪府 チームGUTS 1116 村中 優太 ﾑﾗﾅｶ ﾕｳﾀ 愛知県 おちんぎんれーしんぐ
1023 織田 善照 ｵﾀﾞ ｾﾞﾝｼｮｳ 滋賀県 STRADA Riders 1117 梶原 悠馬 ｶｼﾞﾜﾗ ﾕｳﾏ 兵庫県
1024 中⻄ 哲健 ﾅｶﾆｼ ﾉﾘｶﾂ 兵庫県 KYOBIレーシング 1118 竹内 嶺 ﾀｹｳﾁ ﾚｲ 大阪府
1025 柘植 英明 ﾂｹﾞ ﾋﾃﾞｱｷ 愛知県 大垣ピストンズ 1119 渡辺 夏基 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅﾂｷ 和歌山県 遊輪クラブ
1026 山⼝ 世奈 ﾔﾏｸﾞﾁ ｾﾅ 滋賀県 1120 大城 光司 ｵｵｼﾛ ｺｳｼﾞ 愛知県
1027 矢部 周作 ﾔﾍﾞ ｼｭｳｻｸ 大阪府 CCGP／CUBE Bikes 1121 藤原 亜狩 ﾌｼﾞﾜﾗ ｱｶﾘ 京都府 迫真トライアスロン部
1028 山田 勝 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻﾙ 愛知県 1122 廣江 凜玖 ﾋﾛｴ ﾘｸ 大阪府 TEAM JEUNESSE RACING （ジュネスレーシング）

1029 齋藤 弘典 ｻｲﾄｳ ﾋﾛﾉﾘ 愛知県 Team Joy 1123 鈴木 凱矢 ｽｽﾞｷ ｶﾞｲﾔ 大阪府 TEAM JEUNESSE RACING （ジュネスレーシング）

1030 隅 智亮 ｽﾐ ﾄﾓｱｷ 大阪府 OUCCツアーOB 1124 山上 裕也 ﾔﾏｶﾞﾐ ﾕｳﾔ 富山県 バルバクラブタカオカ
1031 ⼩島 直也 ｺｼﾞﾏ ﾅｵﾔ 大阪府 OUCC OB会 1125 大崎 拓海 ｵｵｻｷ ﾀｸﾐ 石川県 バルバクラブ　ハクサン
1032 明樂 拓真 ｱｷﾗ ﾀｸﾏ 和歌山県 遊輪クラブ 1126 鈴木 麗⼆ ｽｽﾞｷ ﾚｳｼﾞ 石川県 バルバクラブ　ハクサン
1033 チャンピオン 吉田 ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ ﾖｼﾀﾞ 和歌山県 遊輪クラブ 1127 梅田 仙司 ｳﾒﾀﾞ ﾀｶｼ 石川県 バルバクラブ　ハクサン
1034 花田 研太 ﾊﾅﾀﾞ ｹﾝﾀ 大阪府 team SUNZOKU 1128 福田 和志 ﾌｸﾀﾞ ｶｽﾞｼ 愛知県
1035 兼松 大和 ｶﾈﾏﾂ ﾔﾏﾄ 奈良県 Team Green Road 1129 山⼝ 詞音 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｵﾝ 愛知県
1036 井上 大我 ｲﾉｳｴ ﾀｲｶﾞ 愛知県 ぴっとレーシングチーム 1130 辻村 智寛 ﾂｼﾞﾑﾗ ﾄﾓﾋﾛ 滋賀県
1037 佐藤 拓也 ｻﾄｳ ﾀｸﾔ 岐阜県 南雲堂 1131 柴田 拓大 ｼﾊﾞﾀ ﾀｸﾄ 愛知県 3M
1038 白鳥 信介 ｼﾗﾄﾘ ｼﾝｽｹ 愛知県 1132 石原 江史朗 ｲｼﾊﾗ ｺｳｼﾛｳ 滋賀県
1039 王竹 友晟 ｵｳﾀｹ ﾕｳｾｲ 愛知県 サイクルショップLEFT 1133 武本 直樹 ﾀｹﾓﾄ ﾅｵｷ 奈良県 TRAILBLAZER
1040 ⻄原 栄⼀ ﾆｼﾊﾗ ｴｲｲﾁ 愛知県 1134 奈佐 綱⼀郎 ﾅｻ ｺｳｲﾁﾛｳ 京都府 ⾃転⾞サークルりんりん
1042 波多 智⾏ ﾊﾀ ﾄﾓﾕｷ 広島県 1135 大日方 海斗 ｵﾋﾞﾅﾀ ｶｲﾄ 福井県 バルバクラブフクイ
1043 若松 達人 ﾜｶﾏﾂ ﾀﾂﾋﾄ 岐阜県 gruppo acqua tama 1136 山崎 柊 ﾔﾏｻﾞｷ ｼｭｳ 大阪府 GSJ
1044 流郷 宗賢 ﾘｭｳｺﾞｳ ﾋﾛﾏｻ 岡山県 1137 浅野 匠智 ｱｻﾉ ﾅﾙﾄﾓ 愛知県
1045 山根 正寛 ﾔﾏﾈ ﾏｻﾋﾛ 福井県 kizok 1138 中村 光⼀朗 ﾅｶﾑﾗ ｺｳｲﾁﾛｳ 滋賀県
1046 福岡 道明 ﾌｸｵｶ ﾐﾁｱｷ 愛知県 1139 海田 哲平 ｶｲﾀﾞ ﾃｯﾍﾟｲ 大阪府 Team  Sakatani
1047 横矢 直 ﾖｺﾔ ｽﾅｵ 岐阜県 Talkers (有)ダイデン 1140 ⻘木 朝⾶ ｱｵｷ ｱｻﾋ 愛知県
1048 齋藤 利緒 ｻｲﾄｳ ﾘｵ 岐阜県 1141 恵 理九 ﾒｸﾞﾐ ﾘｸ 滋賀県 ペンペン1号

1142 山田 賢士朗 ﾔﾏﾀﾞ ｹﾝｼﾛｳ 滋賀県
1143 不破 永貴 ﾌﾜ ｴｲｷ 岐阜県 ⾃転⾞親⼦
1144 吉田 亮介 ﾖｼﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ 大阪府 tubi
1145 ⽼原 大智 ｵｲﾊﾗ ﾀﾞｲﾁ 滋賀県 ペンペン2号

2．男⼦A（中学⽣〜22歳） 118名 1146 秋葉 純也 ｱｷﾊﾞ ｼﾞｭﾝﾔ 愛知県 コソ練
No. 氏名 フリガナ 都道府県 チーム名 1147 山内 渉 ﾔﾏｳﾁ ﾜﾀﾙ 愛知県 名古屋中学⾃転⾞競技部
1061 石本 崚 ｲｼﾓﾄ ﾘｮｳ 京都府 堀場製作所⾃転⾞倶楽部 1148 宮崎 健太 ﾐﾔｻﾞｷ ｹﾝﾀ 兵庫県
1062 ⻑⾕川 ⻯馬 ﾊｾｶﾞﾜ ﾘｮｳﾏ 愛知県 nuccracing 1149 ⾦田 歩 ｶﾈﾀﾞ ｱﾕﾑ 大阪府 sakatani
1063 鈴木 風人 ｽｽﾞｷ ｶｻﾞﾄ 愛知県 Plus ultra 1150 石原 匠 ｲｼﾊﾗ ﾀｸﾐ 愛知県 チームタフ
1064 宮本 拓弥 ﾐﾔﾓﾄ ﾀｸﾐ 岐阜県 1151 輪方 悠人 ﾜｶﾀ ﾕｳﾄ 岐阜県 名岐ベンド
1065 島本 洋佑 ｼﾏﾓﾄ ﾖｳｽｹ 奈良県 Team Bicycle Color 1152 堀田 俊嘉 ﾎｯﾀ ﾄｼｶ 愛知県 ヤマアラシ
1066 髙木 諒 ﾀｶｷﾞ ﾘｮｳ 岐阜県 Ar 1153 片岡 充希 ｶﾀｵｶ ﾐﾂｷ 愛知県 インパルス
1067 武藤 惇冶 ﾑﾄｳ ｼﾞｭﾝﾔ 岐阜県 Ar 1154 鳥成 春翔 ﾄﾘﾅﾘ ﾊﾙﾄ 愛知県
1068 宮国 賢太 ﾐﾔｸﾞﾆ ｹﾝﾀ 岐阜県 Ar 1155 中根 千磨 ﾅｶﾈ ｶｽﾞﾏ 愛知県
1069 田中 颯馬 ﾀﾅｶ ｿｳﾏ 愛知県 1156 川瀬 涼 ｶﾜｾ ﾘｮｳ 福井県 バルバクラブエチゼン
1070 大森 米斗 ｵｵﾓﾘ ﾏｲﾄ 岐阜県 Ar 1157 佐々木 蒼太 ｻｻｷ ｿｳﾀ 愛知県
1071 上坂 将人 ｺｳｻﾞｶ ﾏｻﾄ 滋賀県 1158 原 維吹樹 ﾊﾗ ｲﾌﾞｷ 東京都 チーム維吹樹
1072 角田 真悟 ﾂﾉﾀﾞ ｼﾝｺﾞ 愛知県 山鈍⻲つのだ 1159 唐澤 ⼀馬 ｶﾗｻﾜ ｶｽﾞﾏ 滋賀県
1073 今飯田 崚佑 ｲﾏｲﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ 愛知県 MUCC(三重大学サイクリングサークル) 1160 蓑原 翔太 ﾐﾉﾊﾗ ｼｮｳﾀ 福井県 バルバクラブエチゼン
1074 ⻑⾕川 隼哉 ﾊｾｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝﾔ 愛知県 カンピオーネ 1161 松田 侑也 ﾏﾂﾀﾞ ﾕｳﾔ 愛知県 3M
1075 熊澤 勇己 ｸﾏｻﾞﾜ ﾕｳｷ 三重県 Liera 1162 柚木 伸元 ﾕﾉｷ ｼﾝｹﾞﾝ 三重県
1076 岸本 耕作 ｷｼﾓﾄ ｺｳｻｸ 兵庫県 ⻄神⼾サイクル 1163 大仲 凜功 ｵｵﾅｶ ﾘｸ 大阪府 TeamSakatani
1077 加藤 優⼀ ｶﾄｳ ﾕｳｲﾁ 愛知県 SIMIZU　RACING 1164 井上 湧稀 ｲﾉｳｴ ﾕｳｷ 三重県 朝明⾼校⾃転⾞競技部
1078 松岡 徹平 ﾏﾂｵｶ ﾃｯﾍﾟｲ 大阪府 関⻄学院大学 1165 伊藤 雅志 ｲﾄｳ ﾏｻｼ 三重県 朝明⾼校⾃転⾞競技部
1079 樋⼝ 博之 ﾋｸﾞﾁ ﾋﾛﾕｷ 大阪府 1166 ⻄村 翔 ﾆｼﾑﾗ ｼｮｳ 愛知県
1080 水⾕ 祐貴 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾕｳｷ 愛知県 寝坊レーシング 1167 中村 彰希 ﾅｶﾑﾗ ｼｮｳｷ 愛知県 TRAINゴーゴー
1081 田中 誠万 ﾀﾅｶ ｾｲﾏ 岐阜県 1168 須崎 広大 ｽｻｷ ｺｳﾀﾞｲ 岐阜県
1082 ⻄ 紘平 ﾆｼ ｺｳﾍｲ 大阪府 つうばいつうR 1169 ⾼原 智也 ﾀｶﾊﾗ ﾄﾓﾔ 滋賀県
1083 中山 弘登 ﾅｶﾔﾏ ﾋﾛﾄ 和歌山県 RC:shirahama 1170 中⾕ 圭 ﾅｶﾀﾆ ｹｲ 東京都
1084 杉島 優 ｽｷﾞｼﾏ ﾕｳ 奈良県 1171 岩田 知樹 ｲﾜﾀ ﾄﾓｷ 愛知県 竹田設計⼯業⾃転⾞部
1085 永井 啓太 ﾅｶﾞｲ ｹｲﾀ 愛知県 NUCC 1172 松本 誠也 ﾏﾂﾓﾄ ｾｲﾔ 滋賀県
1086 渡邉 零 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾚｲ 三重県 1173 竹内 暢孝 ﾀｹｳﾁ ﾉﾌﾞﾀｶ 福井県
1087 佐村 健⼀朗 ｻﾑﾗ ｹﾝｲﾁﾛｳ 岐阜県 1174 永野 蒼平 ﾅｶﾞﾉ ｿｳﾍｲ 滋賀県 ｋｃｒ＝ kiyoshi cycle racing
1088 中野 圭 ﾅｶﾉ ｹｲ 愛知県 おちんぎんれーしんぐ 1175 白石 達也 ｼﾗｲｼ ﾀﾂﾔ 愛知県
1089 清瀬 達⽣ ｷﾖｾ ﾀﾂｷ 岐阜県 1176 ⼩川 祐毅 ｵｶﾞﾜ ﾕｳｷ 滋賀県
1090 唯⾒ 隼人 ﾀﾀﾞﾐ ﾊﾔﾄ 三重県 1177 波多野 雅也 ﾊﾀﾉ ﾏｻﾔ 愛知県 ⾃転⾞道MJ
1091 木村 航 ｷﾑﾗ ﾜﾀﾙ 愛知県 NUCC 1178 渡辺 諒 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳ 福井県 バルバクラブフクイ
1092 鈴木 篤海 ｽｽﾞｷ ｱﾂﾞﾐ 愛知県 ユーロード 1003 前田 篤志 ﾏｴﾀﾞ ｱﾂｼ 徳島県
1093 髙橋 恭平 ﾀｶﾊｼ ｷｮｳﾍｲ 岐阜県 Gigi ray
1094 ⻄村 勝貴 ﾆｼﾑﾗ ｶﾂｷ 滋賀県
1095 三宅 将史 ﾐﾔｹ ﾏｻｼ 大阪府
1096 山下 裕之 ﾔﾏｼﾀ ﾋﾛﾕｷ 大阪府 Acton
1097 楠本 宏樹 ｸｽﾓﾄ ﾋﾛｷ 三重県 ターミネーターRT



3．男⼦B（23歳〜29歳） 245名 1275 片山 圭太 ｶﾀﾔﾏ ｹｲﾀ 愛知県
No. 氏名 フリガナ 都道府県 チーム名 1277 河本 慎純 ｶﾜﾓﾄ ﾏｽﾐ 静岡県
1191 岸本 聖也 ｷｼﾓﾄ ｾｲﾔ 徳島県 リベロ 1278 ⻑畑 陽介 ﾅｶﾞﾊﾀ ﾖｳｽｹ 大阪府 GUELLCYCLINGTEAM
1192 北尾 知裕 ｷﾀｵ ﾄﾓﾋﾛ 兵庫県 だいたい同じくらい 1279 阿野田 将人 ｱﾉﾀﾞ ﾏｻﾄ 三重県
1193 浅間 晃司 ｱｻﾏ ｺｳｼﾞ 兵庫県 1280 鳥元 厚志 ﾄﾘﾓﾄ ｱﾂｼ 滋賀県 D-RACING
1194 鈴木 椋 ｽｽﾞｷ ﾘｮｳ 三重県 1281 山本 直樹 ﾔﾏﾓﾄ ﾅｵｷ 滋賀県
1195 太田 重光 ｵｵﾀ ｼｹﾞﾐﾂ 愛知県 尾張トライアスロンクラブ 1282 岩月 洸尚 ｲﾜﾂｷ ﾐﾂﾋｻ 愛知県 ZERO to ONE
1196 比嘉 尚紀 ﾋｶﾞ ﾅｵｷ 京都府 堀場製作所⾃転⾞倶楽部 1283 松井 洸 ﾏﾂｲ ｺｳ 大阪府
1197 水⾕ 尚登 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾅｵﾄ 京都府 堀場製作所⾃転⾞倶楽部 1284 原田 剛志 ﾊﾗﾀﾞ ﾀｹｼ 京都府
1198 吉田 善紀 ﾖｼﾀﾞ ﾖｼﾉﾘ 滋賀県 堀場製作所⾃転⾞倶楽部 1285 山田 啓三 ﾔﾏﾀﾞ ｹｲｿﾞｳ 兵庫県 CKB
1199 辻 健斗 ﾂｼﾞ ｹﾝﾄ 愛知県 1286 ⻑⾕部 裕宣 ﾊｾﾍﾞ ﾋﾛﾉﾌﾞ 京都府
1200 山﨑 由多賀 ﾔﾏｻﾞｷ ﾕﾀｶ 富山県 1287 岩本 朋大 ｲﾜﾓﾄ ﾄﾓﾋﾛ 愛知県 チーム・ダヴァイ
1201 竹内 崇晃 ﾀｹｳﾁ ﾀｶｱｷ 愛知県 1288 ⻄園 将⼆ ﾆｼｿﾞﾉ ｼｮｳｼﾞ 岐阜県
1202 犬井 健太 ｲﾇｲ ｹﾝﾀ 滋賀県 ビワoneメテオ 1289 山本 拡人 ﾔﾏﾓﾄ ｶｸﾄ 愛知県
1203 内田 淳 ｳﾁﾀﾞ ｼﾞｭﾝ 大阪府 1290 森川 裕太 ﾓﾘｶﾜ ﾕｳﾀ 富山県
1204 東 将敬 ﾋｶﾞｼ ﾏｻﾀｶ 愛知県 1291 盛山 新太郎 ｾｲﾔﾏ ｼﾝﾀﾛｳ 大阪府 COOLVELO with ワイズロード神⼾
1205 阿辺 真也 ｱﾍﾞ ｼﾝﾔ 兵庫県 チーム・サイクルショップイワ井 1292 松田 章太 ﾏﾂﾀﾞ ｼｮｳﾀ 富山県
1206 福井 俊人 ﾌｸｲ ﾄｼﾋﾄ 愛知県 Baccano! 1293 羽白 將汰 ﾊｼﾞﾛ ｼｮｳﾀ 兵庫県
1207 古山 晃大 ﾌﾙﾔﾏ ｱｷﾋﾛ 兵庫県 姫路ツーリングクラブ 1294 山崎 貴都 ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｶﾄ 愛知県
1208 道堀 裕介 ﾄﾞｳﾎﾘ ﾕｳｽｹ 大阪府 1295 上久保 椋太 ｶﾐｸﾎﾞ ﾘｮｳﾀ 愛知県 Stella Ciclista
1209 荒木 ⼀優 ｱﾗｷ ｶｽﾞﾏｻ 大阪府 tubi 1296 山本 剛司 ﾔﾏﾓﾄ ﾂﾖｼ 石川県
1210 蒲田 真幸 ｶﾊﾞﾀ ﾏｻﾕｷ 大阪府 渡辺曜とヨーソロー 1297 山崎 克 ﾔﾏｻﾞｷ ｶﾂ 滋賀県 ストラーダライダーズ
1211 下山 輝 ｼﾓﾔﾏ ﾋｶﾙ 大阪府 ちゅうちゅう山岳部 1298 松下 和馬 ﾏﾂｼﾀ ｶｽﾞﾏ 大阪府 Office Sprocket
1212 筒井 崇文 ﾂﾂｲ ﾀｶﾌﾐ ⻑野県 ct221 1299 岡山 将也 ｵｶﾔﾏ ﾏｻﾔ 愛知県 ZERO to ONE
1213 猪野 克弥 ｲﾉ ｶﾂﾔ 大阪府 1300 山⼝ 和晃 ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｽﾞｱｷ 愛知県
1214 ⻘木 拓也 ｱｵｷ ﾀｸﾔ 京都府 La Tartaruga 1301 佐藤 拓 ｻﾄｳ ﾋﾛｼ 富山県
1215 木下 拓哉 ｷﾉｼﾀ ﾀｸﾔ 愛知県 1302 込山 翔 ｺﾐﾔﾏ ｼｮｳ 富山県 バルバクラブトヤマ
1216 山田 潤⼀郎 ﾔﾏﾀﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ 岐阜県 ブルマン⾃転⾞部 1303 山田 敬 ﾔﾏﾀﾞ ｹｲ 兵庫県
1217 田丸 直樹 ﾀﾏﾙ ﾅｵｷ 京都府 ブルマン⾃転⾞部 1304 ⼩嶋 友祐 ｺｼﾞﾏ ﾕｳｽｹ 愛知県
1218 祖父江 隆則 ｿﾌﾞｴ ﾀｶﾉﾘ 愛知県 1305 滝 亮馬 ﾀｷ ﾘｮｳﾏ 愛知県 クロスジョーカー
1219 水野 裕貴 ﾐｽﾞﾉ ﾕｳｷ 愛知県 おちんぎんれーしんぐ 1306 光齋 悠矢 ｺｳｻｲ ﾕｳﾔ 愛知県 Stella Ciclista
1220 野⼝ 宜之 ﾉｸﾞﾁ ﾉﾘﾕｷ 大阪府 1307 福原 大希 ﾌｸﾊﾗ ﾋﾛｷ 大阪府 カルガモ隊 ⼗六夜
1221 松月 洋介 ﾏﾂﾂﾞｷ ﾖｳｽｹ 京都府 BLUE HEARTS 1308 武内 佑磨 ﾀｹｳﾁ ﾕｳﾏ 愛知県
1222 山崎 陽介 ﾔﾏｻﾞｷ ﾖｳｽｹ 京都府 1309 杉田 正太郎 ｽｷﾞﾀ ｼｮｳﾀﾛｳ 滋賀県
1223 ⼩田 亮汰 ｵﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 愛知県 1310 田中 宏樹 ﾀﾅｶ ﾋﾛｷ 滋賀県 ストラーダ ディヴィジョンR
1224 荒井 優介 ｱﾗｲ ﾕｳｽｹ 三重県 1311 ⾼橋 拓也 ﾀｶﾊｼ ﾀｸﾔ 福井県 バルバクラブエチゼン
1225 井上 恵介 ｲﾉｳｴ ｹｲｽｹ 愛知県 AMGN794 1312 重野 史博 ｼﾞｭｳﾉ ﾌﾐﾋﾛ 福井県 バルバクラブエチゼン
1226 三浦 宏之 ﾐｳﾗ ﾋﾛﾕｷ 奈良県 La tartaruga 1313 ⾶田 修平 ﾄﾋﾞﾀ ｼｭｳﾍｲ 富山県 バルバクラブトヤマ
1227 飯島 康平 ｲｲｼﾞﾏ ｺｳﾍｲ 静岡県 1314 岡 拓也 ｵｶ ﾀｸﾔ 滋賀県
1228 本津 雅則 ﾎﾝﾂ ﾏｻﾉﾘ 大阪府 1315 秋月 直人 ｱｷﾂﾞｷ ﾅｵﾄ 京都府
1229 石井 綾恭 ｲｼｲ ﾘｮｳｽｹ 兵庫県 厨⼆病(ボッチ参戦) 1316 井上 陽介 ｲﾉｳｴ ﾖｳｽｹ 京都府 チーム下京
1230 中⾕ 友祐 ﾅｶﾀﾆ ﾕｳｽｹ 京都府 La Tartaruga 1317 土屋 輝仁 ﾂﾁﾔ ｱｷﾋﾄ 滋賀県
1231 乙倉 建 ｵﾂｸﾗ ﾀﾂﾙ 愛知県 穂ノ国⾃転⾞愛好会 1318 根本 健史 ﾈﾓﾄ ﾄｼﾌﾐ 愛知県 ﾜﾀｼﾀﾁ ｶｶﾞﾔｷﾀｲ! 2nd
1232 ⻘木 拳 ｱｵｷ ｹﾝ 滋賀県 LoKo Racing 1319 ⾼野 玄汰 ﾀｶﾉｹﾞﾝﾀ ﾀｶﾉｹﾞﾝﾀ 愛知県 YHCC
1233 山⼝ 大輔 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾞｲｽｹ 三重県 Team　AE 1320 増尾 裕司 ﾏｽｵ ﾕｳｼﾞ 大阪府
1234 ⼩田原 拓也 ｵﾀﾞﾜﾗ ﾀｸﾔ 大阪府 1321 梶浦 慎介 ｶｼﾞｳﾗ ｼﾝｽｹ 愛知県
1235 ⻄田 昇平 ﾆｼﾀﾞ ｼｮｳﾍｲ 兵庫県 1322 河野 裕 ｺｳﾉ ﾕｳ 愛知県 有限会社河野商会
1236 川辺 貴広 ｶﾜﾍﾞ ﾀｶﾋﾛ 愛知県 1323 佐竹 裕 ｻﾀｹ ﾋﾛｼ 大阪府
1237 ⻄村 隼人 ﾆｼﾑﾗ ﾊﾔﾄ 京都府 PRESTO 1324 坂本 達哉 ｻｶﾓﾄ ﾀﾂﾔ 和歌山県 遊輪クラブ
1238 伊藤 駿 ｲﾄｳ ｼｭﾝ 大阪府 sun 1325 山村 悠介 ﾔﾏﾑﾗ ﾕｳｽｹ 大阪府 Rafale
1239 向井 裕夢 ﾑｶｲ ﾋﾛﾑ 徳島県 1326 吉田 昌平 ﾖｼﾀﾞ ｼｮｳﾍｲ 愛知県 ZERO to ONE
1240 河合 伸哉 ｶﾜｲ ｼﾝﾔ 福井県 ⾼野建具店 1327 村⻄ 史規 ﾑﾗﾆｼ ﾌﾐｷ 京都府
1241 山田 大輔 ﾔﾏﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 愛知県 1328 永井 領児 ﾅｶﾞｲ ﾘｮｳｼﾞ 愛知県
1242 近藤 諒 ｺﾝﾄﾞｳ ﾘｮｳ 岐阜県 1329 山下 将和 ﾔﾏｼﾀ ﾏｻｶｽﾞ 三重県
1243 伊奈 孝浩 ｲﾅ ﾀｶﾋﾛ 愛知県 おちんぎんれーしんぐ 1330 齋藤 有輝 ｻｲﾄｳ ﾕｳｷ 福井県
1244 酒井 成大 ｻｶｲ ﾅﾙﾋﾛ 大阪府 1331 楠本 将平 ｸｽﾓﾄ ｼｮｳﾍｲ 大阪府 もりさいくる
1245 菅井 春稀 ｽｶﾞｲ ﾊﾙｷ 滋賀県 D-RACING 1332 ⾼木 貴大 ﾀｶｷ ﾀｶﾋﾛ 大阪府
1246 島崎 雅史 ｼﾏｻｷ ﾏｻﾌﾐ 京都府 1333 奥田 寛久 ｵｸﾀﾞ ﾋﾛﾋｻ 三重県
1247 渡邉 文平 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾌﾐﾋﾗ 愛知県 1334 内田 義人 ｳﾁﾀﾞ ﾖｼﾋﾄ 京都府
1248 森岡 裕貴 ﾓﾘｵｶ ﾋﾛｷ 愛知県 1335 川畑 勇気 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾕｳｷ 石川県 バルバクラブ　ハクサン
1249 大⾼ 純 ｵｵﾀｶ ｼﾞｭﾝ 愛知県 1336 日比 亨 ﾋﾋﾞ ﾄｵﾙ 三重県 Team HCR
1250 姫野 渓太 ﾋﾒﾉ ｹｲﾀ 富山県 1337 加賀 大喜 ｶｶﾞ ﾀﾞｲｷ 岐阜県
1251 堀井 洸 ﾎﾘｲ ｺｳ 静岡県 ミソノイレーシングチ－ム 1338 ⻄田 侑樹 ﾆｼﾀﾞ ﾕｳｷ 愛知県
1252 多田 翔太 ﾀﾀﾞ ｼｮｳﾀ 愛知県 1339 中⻄ 正哉 ﾅｶﾆｼ ｾｲﾔ 大阪府 チームG
1253 福田 和晃 ﾌｸﾀﾞ ｶｽﾞｱｷ 神奈川県 ぼぼぼっちん 1340 北河 孝之 ｷﾀｶﾞﾜ ﾀｶﾕｷ 愛知県
1254 吉田 寛之 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 愛知県 1341 吉田 将人 ﾖｼﾀﾞ ﾏｻﾄ 岐阜県
1255 井上 純⼀ ｲﾉｳｴ ｼﾞｭﾝｲﾁ 愛知県 チーム ダヴァイ 1342 北川 陽太 ｷﾀｶﾞﾜ ﾖｳﾀ 滋賀県 Liter class
1256 東⾕ 克也 ﾋｶﾞｼﾀﾆ ｶﾂﾔ 大阪府 1343 河合 ⼀徳 ｶﾜｲ ｶｽﾞﾉﾘ 岐阜県 DRONE
1257 ⾒座 雄介 ﾐｻﾞ ﾕｳｽｹ 愛知県 豊和⼯業⾃転⾞部 1344 南部 隆⼀ ﾅﾝﾌﾞ ﾘｭｳｲﾁ 福井県 バルバクラブフクイ
1258 時任 清矢 ﾄｷﾄｳ ｾｲﾔ 大阪府 SUNZOKU 1345 上野 練 ｳｴﾉ ﾚﾝ 愛知県
1259 辻村 耕⼆ ﾂｼﾞﾑﾗ ｺｳｼﾞ 大阪府 1346 岡田 浩平 ｵｶﾀﾞ ｺｳﾍｲ 愛知県
1260 水野 翔介 ﾐｽﾞﾉ ｼｮｳｽｹ 愛知県 FASTER 1347 玉置 弘憲 ﾀﾏｷ ﾋﾛﾉﾘ 愛知県
1261 森井 龍吾 ﾓﾘｲ ﾘｭｳｺﾞ 京都府 Tutto sportivo cycling Kyoto 1348 松浦 潤弥 ﾏﾂｳﾗ ﾐﾂﾋﾛ 兵庫県
1262 宮崎 幸平 ﾐﾔｻﾞｷ ｺｳﾍｲ 福井県 マクレーレ 1349 Prantl Leopold ﾚｵﾎﾟﾙﾄﾞ ﾌﾞﾗﾝﾃﾙ 三重県 DMGMORI
1263 中村 泰章 ﾅｶﾑﾗ ﾔｽｱｷ 大阪府 Team Green Road 1350 深井 大輔 ﾌｶｲ ﾀﾞｲｽｹ 和歌山県 遊輪クラブ
1264 布留川 恒太朗 ﾌﾙｶﾜ ｺｳﾀﾛｳ 東京都 1351 廣澤 堅治 ﾋﾛｻﾜ ｹﾝｼﾞ 大阪府
1265 前垣内 健太 ﾏｴｶﾞｷｳﾁ ｹﾝﾀ 大阪府 1352 堀江 友也 ﾎﾘｴ ﾄﾓﾔ 大阪府
1266 廣畑 和愛 ﾋﾛﾊﾀ ｶｽﾞﾁｶ 大阪府 TEAM-RSO 1353 曽根原 亮 ｿﾈﾊﾗ ﾘｮｳ 静岡県
1267 伊藤 英謙 ｲﾄｳ ﾋﾃﾞｱｷ 岐阜県 1354 城 泰教 ｼﾞｮｳ ﾔｽｷﾖ 三重県
1268 ⼩林 洋貴 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｷ 京都府 Shigaku de Soleil 1355 辻 知輝 ﾂｼﾞ ﾄﾓｷ 愛知県
1269 ⾼田 大輝 ﾀｶﾀﾞ ﾀｲｷ 岐阜県 1356 尾久土 俊輔 ｵｸﾄﾞ ｼｭﾝｽｹ 兵庫県 Blue Monday Cycling
1270 安田 真基 ﾔｽﾀﾞ ﾏｻｷ 京都府 1357 野島 敦嗣 ﾉｼﾞﾏ ｱﾂｼ 兵庫県
1271 伊藤 洋治 ｲﾄｳ ﾖｳｼﾞ 愛知県 1358 原田 純平 ﾊﾗﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 愛知県
1272 大⻄ 顕司 ｵｵﾆｼ ｹﾝｼﾞ 福井県 GEBAGEBA 1359 喜多 拓馬 ｷﾀ ﾀｸﾏ 滋賀県
1273 泉田 啓 ｲｽﾞﾐﾀﾞ ﾊｼﾞﾒ 大阪府 1360 中村 圭吾 ﾅｶﾑﾗ ｹｲｺﾞ 富山県
1274 紙⾕ 慎吾 ｶﾐﾔ ｼﾝｺﾞ 愛知県



1361 五⼗嵐 翔星 ｲｶﾞﾗｼ ｼｮｳｾｲ 愛知県 c.r.t 風 1447 粟飯原 達也 ｱｲﾊﾗ ﾀﾂﾔ 徳島県 ユニヴェール
1362 石川 健太朗 ｲｼｶﾜ ｹﾝﾀﾛｳ 静岡県 bici-okadaman 1448 ⾼坂 亮太 ｺｳｻｶ ﾘｮｳﾀ 京都府 堀場製作所⾃転⾞倶楽部
1363 ⼩林 樹 ｺﾊﾞﾔｼ ｲﾂｷ 和歌山県 遊輪クラブ 1449 ⼩⼝ 真弘 ｵｸﾞﾁ ﾏｻﾋﾛ 京都府 堀場製作所⾃転⾞倶楽部
1364 大⾥ 幸仁 ｵｵｻﾄ ﾕｷﾋﾄ 岐阜県 零式 1450 遠藤 正律 ｴﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾉﾘ 大阪府 月曜道上
1365 北山 裕土 ｷﾀﾔﾏ ﾋﾛﾄ 香川県 QUCCOBの⼀部 1451 和田 集太 ﾜﾀﾞ ｼｭｳﾀ 岐阜県 BREZZA-KAMIHAGI
1366 清水 祐亮 ｼﾐｽﾞ ﾕｳｽｹ 石川県 バルバクラブカナザワ 1452 荒井 渉 ｱﾗｲ ﾜﾀﾙ 東京都
1367 永富 健大 ﾅｶﾞﾄﾐ ﾀｹﾋﾛ 京都府 nm7 Racing 1453 芳村 和真 ﾖｼﾑﾗ ｶｽﾞﾏ 奈良県 EURO-WORKS Racing
1368 ⾦山 剛成 ｶﾅﾔﾏ ﾀｹﾅﾘ 愛知県 1454 川村 卓 ｶﾜﾑﾗ ｽｸﾞﾙ 愛知県 ヤマシゲ
1369 兼松 大輝 ｶﾈﾏﾂ ﾀﾞｲｷ 大阪府 1455 仁澤 祐介 ﾆｻﾞﾜ ﾕｳｽｹ 大阪府
1370 上村 陽輔 ｶﾐﾑﾗ ﾖｳｽｹ 愛知県 1456 藤永 健太 ﾌｼﾞﾅｶﾞ ｹﾝﾀ 愛知県 りんきち
1371 福澤 元靖 ﾌｸｻﾞﾜ ﾓﾄﾔｽ 愛知県 中央AC 1457 ⻘山 智則 ｱｵﾔﾏ ﾄﾓﾉﾘ 滋賀県 Loko Racing TeamKyocera
1372 前田 将弥 ﾏｴﾀﾞ ﾏｻﾔ 石川県 バルバクラブ　ハクサン 1458 山田 祐輝 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｷ 愛知県
1373 宮岸 恭平 ﾐﾔｷﾞｼ ｷｮｳﾍｲ 石川県 バルバクラブ　ハクサン 1459 釜山 大樹 ｶﾏﾔﾏ ﾀｲｷ 大阪府
1374 ⻑⾕川 良平 ﾊｾｶﾞﾜ ﾘｮｳﾍｲ 石川県 バルバクラブ　ハクサン 1460 ⼩山 翔伍 ｺﾔﾏ ｼｮｳｺﾞ 京都府 KARASU
1375 ⼩峠 篤弥 ｺﾄｳｹﾞ ｱﾂﾔ 岐阜県 ⾼山市役所さるぼぼレーシング 1461 那須田 浩之 ﾅｽﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 愛知県 Baccano!
1376 植田 尚也 ｳｴﾀ ﾅｵﾔ 大阪府 コマツサイクリング部 1462 ⻄⾕ 玄 ﾆｼﾀﾆ ｹﾞﾝ 岐阜県
1377 大澤 雄也 ｵｵｻﾜ ﾕｳﾔ 愛知県 TMN 1463 芦原 賢吾 ｱｼﾊﾗ ｹﾝｺﾞ 滋賀県 ｋｃｒ
1378 吉田 惇 ﾖｼﾀﾞ ｱﾂｼ 愛知県 1464 ⼩田 雄介 ｵﾀﾞ ﾕｳｽｹ 愛知県 ez ride
1379 笹倉 健志 ｻｻｸﾗ ﾀｹｼ 兵庫県 1465 山下 聡太 ﾔﾏｼﾀ ｿｳﾀ 兵庫県 武庫川サイクリングロード倶楽部
1380 渡邊 紳之介 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝﾉｽｹ 三重県 DMGMORI 1466 中井 大輔 ﾅｶｲ ﾀﾞｲｽｹ 愛知県 とりあえずプリキュア
1381 野畑 太志 ﾉﾊﾞﾀ ﾀｲｼ 大阪府 1467 ⾼田 秀昭 ﾀｶﾀﾞ ﾋﾃﾞｱｷ 兵庫県
1382 木村 裕章 ｷﾑﾗ ﾋﾛｱｷ 京都府 SPT⾃転⾞同好会 1468 早川 諭史 ﾊﾔｶﾜ ｻﾄｼ 愛知県 Baccano!
1383 筒井 祐太 ﾂﾂｲ ﾕｳﾀ 愛知県 ちーむ1.23 1469 河合 航 ｶﾜｲ ﾜﾀﾙ 大阪府 響⾃転⾞部
1384 鈴木 慶太 ｽｽﾞｷ ｹｲﾀ 神奈川県 1470 樋⼝ ⼀郎 ﾋｸﾞﾁ ｲﾁﾛｳ 京都府
1385 福井 将人 ﾌｸｲ ﾏｻﾄ 静岡県 1471 米田 恵佑 ﾖﾈﾀﾞ ｹｲｽｹ 愛知県 TG陸⾛部
1386 木村 公⼀ ｷﾑﾗ ｺｳｲﾁ 奈良県 1472 木村 ⼀義 ｷﾑﾗ ｶｽﾞﾖｼ 滋賀県 Crazy Climber`s Club
1387 畑 伸幸 ﾊﾀ ﾉﾌﾞﾕｷ 滋賀県 ハタ 1473 荒⾕ 大輔 ｱﾗﾀﾆ ﾀﾞｲｽｹ 京都府 BLUE HEARTS
1388 誉田 剛士 ｺﾝﾀﾞ ﾀｹｼ 滋賀県 1474 田頭 紘治 ﾀｶﾞｼﾗ ｺｳｼﾞ 大阪府
1389 拔迫 元気 ﾇｷｻﾞｺ ｹﾞﾝｷ 愛知県 ZEROtoONE 1475 山中 雅史 ﾔﾏﾅｶ ﾏｻｼ 大阪府
1390 鈴木 諒 ｽｽﾞｷ ﾘｮｳ 愛知県 1476 橋本 新吾 ﾊｼﾓﾄ ｼﾝｺﾞ 京都府
1391 成田 暁信 ﾅﾘﾀ ｱｷﾉﾌﾞ 愛知県 1477 大島 博 ｵｵｼﾏ ﾋﾛｼ 奈良県 tubi
1392 内田 陽介 ｳﾁﾀﾞ ﾖｳｽｹ 大阪府 コマツサイクリング部 1478 水野 雄⼆ ﾐｽﾞﾉ ﾕｳｼﾞ 岐阜県
1393 野田 翔麻 ﾉﾀﾞ ｼｮｳﾏ 奈良県 1479 山本 将司 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻｼ 愛知県
1394 宮所 孝⾏ ﾐﾔﾄﾞｺﾛ ﾀｶﾕｷ 和歌山県 1480 好川 皓介 ﾖｼｶﾜ ｺｳｽｹ 滋賀県 Liberate Racing
1395 三浦 寛基 ﾐｳﾗ ﾋﾛｷ 大阪府 1481 山城 健⼀ ﾔﾏｼﾛ ｹﾝｲﾁ 岐阜県
1396 田中 雅人 ﾀﾅｶ ﾏｻﾄ 三重県 TSU R 1482 吉岡 進⼆郎 ﾖｼｵｶ ｼﾝｼﾞﾛｳ 京都府 BLUE DRAGON
1397 鳥居 孝⾏ ﾄﾘｲ ﾀｶﾕｷ 愛知県 東部⾃転⾞競技部 ソロ 1483 出⼝ 旭 ﾃﾞｸﾞﾁ ｱｷﾗ 愛知県 ドバッツ
1398 堀田 駿 ﾎｯﾀ ﾀｶｼ 兵庫県 1484 岡野 順 ｵｶﾉ ｼﾞｭﾝ 愛知県 ドバッツ
1399 相川 拓己 ｱｲｶﾜ ﾀｸﾐ 愛知県 1485 杉浦 洋輔 ｽｷﾞｳﾗ ﾖｳｽｹ 愛知県 ユーロード
1400 河野 悠 ｺｳﾉ ﾕｳ 滋賀県 1486 渡 壽之 ﾜﾀﾘ ﾄｼﾕｷ 愛知県 TCC
1401 梅田 恭弘 ｳﾒﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ 福井県 バルバクラブフクイ 1487 ⻄村 在 ﾆｼﾑﾗ ｱﾘ 奈良県 キャノンデール心斎橋
1402 ⾦澤 瑞樹 ｶﾅｻﾞﾜ ﾐｽﾞｷ 京都府 1488 河合 泰典 ｶﾜｲ ﾔｽﾉﾘ 愛知県 穂ノ国⾃転⾞愛好会
1403 山田 健太 ﾔﾏﾀﾞ ｹﾝﾀ 愛知県 1489 大塚 恭平 ｵｵﾂｶ ｷｮｳﾍｲ 兵庫県
1404 宮島 怜史 ﾐﾔｼﾞﾏ ｻﾄｼ 三重県 1490 秋山 瑞貴 ｱｷﾔﾏ ﾐｽﾞｷ 滋賀県
1405 ⻄川 知史 ﾆｼｶﾜ ﾄﾓｼ 京都府 1491 中川 忠紘 ﾅｶｶﾞﾜ ﾀﾀﾞﾋﾛ 大阪府
1406 山本 悠太 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾀ 愛知県 1492 ⻄尾 彰宏 ﾆｼｵ ｱｷﾋﾛ 滋賀県
1407 渡辺 啓太 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲﾀ 岐阜県 Team ELMO 1493 丹野 功児 ﾀﾝﾉ ｺｳｼﾞ 兵庫県 タコツボ
1408 安藤 敏道 ｱﾝﾄﾞｳ ﾄｼﾐﾁ 岐阜県 1494 栗田 ⻯馬 ｸﾘﾀ ﾘｭｳﾏ 愛知県 team ELMO
1409 ⻄澤 悠 ﾆｼｻﾞﾜ ﾕｳ 静岡県 1495 田附 光 ﾀﾂﾞｹ ﾋｶﾙ 滋賀県 遊次郎
1410 ⾼橋 良太 ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳﾀ 岐阜県 1496 三輪 卓万 ﾐﾜ ﾀｸﾏ 愛知県 名古屋★連合⾃転⾞部
1411 松永 明久 ﾏﾂﾅｶﾞ ｱｷﾋｻ 愛知県 カーネル・サイクリング・チーム 1497 ⻘山 弘樹 ｱｵﾔﾏ ﾋﾛｷ 大阪府 club sun
1412 堀江 俊介 ﾎﾘｴ ｼｭﾝｽｹ 岐阜県 1498 湧川 盛邦 ﾜｸｶﾞﾜ ﾓﾘｸﾆ 兵庫県 Team barca racing
1413 田中 敬太 ﾀﾅｶ ｹｲﾀ 滋賀県 1499 佐藤 憲史 ｻﾄｳ ｹﾝｼ 愛知県 チーム重政
1414 玄田 将司 ｹﾞﾝﾀﾞ ﾏｻｼ 愛知県 1500 松村 隆史 ﾏﾂﾑﾗ ﾀｶｼ 兵庫県
1415 横藤田 敏之 ﾖｺﾌｼﾞﾀ ﾄｼﾕｷ 大阪府 住化友輪会 1501 伊藤 洸⼀朗 ｲﾄｳ ｺｳｲﾁﾛｳ 三重県
1416 松本 裕也 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳﾔ 奈良県 zozonga 1502 山⼝ 裕之 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛﾕｷ 愛知県 名古屋サイクリング友の会
1417 ⾼野 晃太郎 ﾀｶﾉ ｺｳﾀﾛｳ 福井県 マクレーレ 1503 田村 聡 ﾀﾑﾗ ｻﾄﾙ 愛知県 www
1418 ⼩山 友輝 ｵﾔﾏ ﾄﾓｷ 兵庫県 1504 山⼝ 晃弘 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｷﾋﾛ 愛知県 ドバッツ
1419 北⼝ 翔太 ｷﾀｸﾞﾁ ｼｮｳﾀ 兵庫県 1505 細川 拓哉 ﾎｿｶﾜ ﾀｸﾔ 滋賀県 NCBC
1420 中村 秀明 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾃﾞｱｷ 岐阜県 1506 ⻄山 新吾 ﾆｼﾔﾏ ｼﾝｺﾞ 滋賀県 FUKADAまじりんぐ
1421 ⻑崎 雄太 ﾅｶﾞｻｷ ﾕｳﾀ 愛知県 TSK 1507 大迫 洋和 ｵｵｻｺ ﾋﾛｶｽﾞ 愛知県 OCA
1422 奥山 拓也 ｵｸﾔﾏ ﾀｸﾔ 滋賀県 1508 蟹江 宏⾏ ｶﾆｴ ﾋﾛﾕｷ 愛知県
1423 恩田 裕基 ｵﾝﾀﾞ ﾕｳｷ 岐阜県 尾張トライアスロンクラブ 1509 岩本 拓真 ｲﾜﾓﾄ ﾀｸﾏ 三重県
1424 加藤 大智 ｶﾄｳ ﾀﾞｲﾁ 大阪府 サイクルショップ　イワイ 1510 井⼝ 勇治 ｲｸﾞﾁ ﾕｳｼﾞ 静岡県
1425 坂田 圭佑 ｻｶﾀ ｹｲｽｹ 福井県 敦賀セメント（株）⾃転⾞部 1511 山上 勇次 ﾔﾏｶﾞﾐ ﾕｳｼﾞ 京都府 KARASU
1426 石田 明宏 ｲｼﾀﾞ ｱｷﾋﾛ 愛知県 1512 園部 伸之 ｿﾉﾍﾞ ﾉﾌﾞﾕｷ 大阪府
1427 ⼩坂井 亮輔 ｺｻﾞｶｲ ﾘｮｳｽｹ 愛知県 NITech 1513 辻本 孝⾏ ﾂｼﾞﾓﾄ ﾀｶﾕｷ 滋賀県
1428 加藤 進⼀郎 ｶﾄｳ ｼﾝｲﾁﾛｳ 愛知県 NITech 1514 大⻄ 史人 ｵｵﾆｼ ﾌﾐﾄ 兵庫県
1429 石原 誠司 ｲｼﾊﾗ ｾｲｼﾞ 岐阜県 スターウォーズ 1515 早川 真央 ﾊﾔｶﾜ ﾏｵ 京都府
1430 土川 智広 ﾂﾁｶﾜ ﾄﾓﾋﾛ 岐阜県 1516 ⾕野 泰朗 ﾀﾆﾉ ﾔｽｱｷ 愛知県 穂ノ国⾃転⾞愛好会
1431 大野 圭⼀ ｵｵﾉ ｹｲｲﾁ 愛知県 1517 林 昌史 ﾊﾔｼ ﾏｻﾉﾘ 三重県 ブレイカーズ
1432 ⾕川 裕昭 ﾀﾆｶﾜ ﾋﾛｱｷ 愛知県 1518 寺薗 祐⼀ ﾃﾗｿﾞﾉ ﾕｳｲﾁ 兵庫県
1433 ⼩中 康平 ｺﾅｶ ｺｳﾍｲ 福井県 バルバクラブフクイ 1519 山田 和弘 ﾔﾏﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 岐阜県 Team ELMO
1434 水⼝ 昌俊 ﾐﾅｸﾁ ﾏｻﾄｼ 滋賀県 1520 岸本 弘哉 ｷｼﾓﾄ ｺｳﾔ 大阪府 Cycling Team 御路
1435 マリン ﾏﾘﾝ 東京都 チャリダー★ 1521 ヒルド 玲音 ﾋﾙﾄﾞ ﾚｵﾝ 奈良県 CLOUD 9ers
3957 篠田 翼 ｼﾉﾀﾞ ﾂﾊﾞｻ 愛知県 1522 鈴木 真哉 ｽｽﾞｷ ｼﾝﾔ 京都府 RAKUWA BiCYCLE CLUB

1523 ⾼橋 優太 ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾀ 岐阜県
1524 ⼩森 伸弘 ｺﾓﾘ ﾉﾌﾞﾋﾛ 京都府 The★whoo/大原朝市R＆C

4．男⼦C（30歳〜34歳） 290名 1525 樋田 和也 ﾄｲﾀﾞ ｶｽﾞﾔ 愛知県 名古屋★連合 ⾃転⾞部
No. 氏名 フリガナ 都道府県 チーム名 1526 飯田 雄揮 ｲｲﾀﾞ ﾕｳｷ 岐阜県 太平洋⼯業⾃転⾞競技部
1441 巽 裕章 ﾀﾂﾐ ﾋﾛｱｷ 大阪府 1527 本松 大慶 ﾓﾄﾏﾂ ﾋﾛﾖｼ 愛知県
1442 伊藤 隆文 ｲﾄｳ ﾀｶﾌﾐ 大阪府 club sun 1528 森山 紘⾏ ﾓﾘﾔﾏ ﾋﾛﾕｷ 大阪府 TEAM WHITE
1443 三好 宏和 ﾐﾖｼ ﾋﾛｶｽﾞ 徳島県 モー堀ヒルクライム部 1529 岩崎 剛士 ｲﾜｻｷ ﾀｹｼ 滋賀県 ⾃転⾞⼯房エコー
1444 ⻄脇 健人 ﾆｼﾜｷ ｹﾝﾄ 愛知県 1530 山⼝ 洋正 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛﾏｻ 愛知県
1445 ⼩藤 崇記 ｺﾄｳ ﾀｶﾉﾘ 岐阜県 Team HAKE 1531 糸井 正樹 ｲﾄｲ ﾏｻｷ 大阪府
1446 服部 真哉 ﾊｯﾄﾘ ｼﾝﾔ 愛知県 Yʼs ロード 1532 光崎 恒平 ｺｳｻﾞｷ ｺｳﾍｲ 愛知県 ⻄美濃PEDAL MONSTERS



1533 川邊 和寛 ｶﾜﾍﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 愛知県 日中⾃転⾞クラブ 1619 杉野 庸介 ｽｷﾞﾉ ﾖｳｽｹ 愛知県 ねんねこにゃー
1534 宮脇 成和 ﾐﾔﾜｷ ｼｹﾞｶｽﾞ 京都府 1620 松井 隆浩 ﾏﾂｲ ﾀｶﾋﾛ 岐阜県
1535 竹内 淳人 ﾀｹｳﾁ ｱﾂﾋﾄ 愛知県 チーム重政 1621 寺井 淳 ﾃﾗｲ ｽﾅｵ ⻑崎県
1536 ⾶⼝ 和彦 ﾋｸﾞﾁ ｶｽﾞﾋｺ 奈良県 FCT 1622 水野 綾祐 ﾐｽﾞﾉ ﾘｮｳｽｹ 愛知県 SCC
1537 瀬波 和弥 ｾﾅﾐ ｶｽﾞﾔ 大阪府 肩上がらなーぜ 1623 奥⾕ 賢治 ｵｸﾔ ｹﾝｼﾞ 愛知県
1538 大塚 佑史 ｵｵﾂｶ ﾕｳｼﾞ 愛知県 1624 窪田 勇輝 ｸﾎﾞﾀ ﾕｳｷ 奈良県
1539 池田 智文 ｲｹﾀﾞ ﾄﾓﾌﾐ 京都府 1625 千葉 翔太 ﾁﾊﾞ ｼｮｳﾀ 大阪府 クボタ堺⾃転⾞部
1540 武井 孝平 ﾀｹｲ ｺｳﾍｲ 大阪府 1626 坂野 功治 ｻｶﾉ ｺｳｼﾞ 愛知県
1541 増永 圭 ﾏｽﾅｶﾞ ｹｲ 岐阜県 1627 磯部 孝矩 ｲｿﾍﾞ ﾀｶﾉﾘ 京都府 PUNK WORKS JAPAN
1542 髙田 圭佑 ﾀｶﾀ ｹｲｽｹ 石川県 バルバカナザワ 1628 丸尾 正幸 ﾏﾙｵ ﾏｻﾕｷ 兵庫県
1543 中村 卓磨 ﾅｶﾑﾗ ﾀｸﾏ 愛知県 1629 石⾒ 峻瑛 ｲﾜﾐ ﾀｶｱｷ 岐阜県
1544 ⼾松 裕登 ﾄﾏﾂ ﾋﾛﾄ 愛知県 1630 ⻄村 洋介 ﾆｼﾑﾗ ﾖｳｽｹ 兵庫県 BEC
1545 橋本 望 ﾊｼﾓﾄ ﾉｿﾞﾐ 石川県 1631 丹羽 紀之 ﾆﾜ ﾉﾘﾕｷ 愛知県
1546 ⾼島 裕海 ﾀｶｼﾏ ﾋﾛｳﾐ 兵庫県 1632 山内 昭佳 ﾔﾏｳﾁ ｱｷﾖｼ 愛知県
1547 ⼩宮山 純平 ｺﾐﾔﾏ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 神奈川県 1633 米澤 信嘉 ﾖﾈｻﾞﾜ ﾉﾌﾞﾖｼ 岐阜県
1548 福元 未来 ﾌｸﾓﾄ ﾐﾗｲ 兵庫県 1634 藤田 裕也 ﾌｼﾞﾀ ﾕｳﾔ 滋賀県
1549 酒井 裕也 ｻｶｲ ﾕｳﾔ 京都府 la tarutaruga 1635 竹内 誠 ﾀｹｳﾁ ﾏｺﾄ 愛知県
1550 野村 純平 ﾉﾑﾗ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 三重県 1636 山田 宇宙 ﾔﾏﾀﾞ ｳﾁｭｳ 愛知県
1551 早川 雄⼀郎 ﾊﾔｶﾜ ﾕｳｲﾁﾛｳ 岐阜県 1637 ⾕川 雄大 ﾀﾆｶﾞﾜ ﾕｳﾀﾞｲ 富山県 バルバクラブタカオカ
1552 岩佐 拓哉 ｲﾜｻ ﾀｸﾔ 愛知県 1638 ⻑瀬 浩⼀ ﾅｶﾞｾ ｺｳｲﾁ 大阪府
1553 藤野 慎⼀ ﾌｼﾞﾉ ｼﾝｲﾁ 大阪府 1639 真野 邦晃 ﾏﾉ ｸﾆｱｷ 愛知県
1554 阿野田 佳紀 ｱﾉﾀﾞ ﾖｼｷ 三重県 1640 ⼩川 勇樹 ｵｶﾞﾜ ﾕｳｷ 福井県 バルバクラブフクイ
1555 横井 秀光 ﾖｺｲ ﾋﾃﾞﾐﾂ 愛知県 1641 為永 大輔 ﾀﾒﾅｶﾞ ﾀﾞｲｽｹ 福井県 バルバクラブフクイ
1556 磯輪 亮太 ｲｿﾜ ﾘｮｳﾀ 滋賀県 1642 南 甲太郎 ﾐﾅﾐ ｺｳﾀﾛｳ 福井県 バルバクラブフクイ
1557 石井 太⼀ ｲｼｲ ﾀｲﾁ 神奈川県 チームガッタ 1643 末廣 智 ｽｴﾋﾛ ｻﾄｼ 愛知県 マルハチRC
1558 加島 崇史 ｶｼﾏ ﾀｶﾌﾐ 愛知県 チームヤマシゲ 1644 米田 祐規 ﾖﾈﾀﾞ ﾕｳｷ 和歌山県 遊輪クラブ
1559 勢⼾ 正樹 ｾﾄ ﾏｻｷ 兵庫県 1645 石田 久貴 ｲｼﾀﾞ ﾋｻﾀｶ 三重県
1560 辻野 雅之 ﾂｼﾞﾉ ﾏｻｼ 大阪府 1646 堀田 悠介 ﾎｯﾀ ﾕｳｽｹ 大阪府
1561 大迫 克成 ｵｵｻｺ ﾖｼﾅﾘ 大阪府 1647 北嶋 直弥 ｷﾀｼﾞﾏ ﾅｵﾔ 愛知県
1562 櫻井 雅崇 ｻｸﾗｲ ﾏｻﾀｶ 富山県 BBB.A 1648 山下 英知 ﾔﾏｼﾀ ｴｲﾁ 愛知県 vitello
1563 森山 伸弘 ﾓﾘﾔﾏ ﾉﾌﾞﾋﾛ 大阪府 Team-RSO Racing 1649 山根 達也 ﾔﾏﾈ ﾀﾂﾔ 滋賀県
1564 宇佐美 翔太 ｳｻﾐ ｼｮｳﾀ 京都府 堀場製作所⾃転⾞倶楽部 1650 ⼩山 敦史 ｺﾔﾏ ｱﾂｼ 愛知県 GAZELLE
1565 樋⼝ 宏信 ﾋｸﾞﾁ ﾋﾛﾉﾌﾞ 愛知県 1651 ⻲⾕ 祐聡 ｶﾒﾔ ﾕｳﾄ 愛知県 GAZELLE
1566 鷹栖 基久 ﾀｶﾉｽ ﾓﾄﾋｻ 石川県 バルバクラブ　カナザワ 1652 相場 勇人 ｱｲﾊﾞ ﾕｳﾄ 愛知県 GAZELLE
1567 成川 紘平 ﾅﾘｶﾜ ｺｳﾍｲ 大阪府 CSY 1653 久保 敦 ｸﾎﾞ ｱﾂｼ 愛知県 SIMIZU RACING
1568 宮崎 翔央 ﾐﾔｻﾞｷ ｼｮｳｵｳ 福井県 1654 ⼀林 勇佑 ｲﾁﾊﾞﾔｼ ﾕｳｽｹ 大阪府 teamG
1569 松田 光平 ﾏﾂﾀﾞ ｺｳﾍｲ 京都府 SPT⾃転⾞同好会 1655 ⾕ 翔太 ﾀﾆ ｼｮｳﾀ 岐阜県
1570 三橋 隆之 ﾐﾂﾊｼ ﾀｶﾕｷ 京都府 SPT⾃転⾞同好会 1656 尾崎 雄⼆ ｵｻﾞｷ ﾕｳｼﾞ 愛知県
1571 ⿊木 紳矢 ｸﾛｷ ｼﾝﾔ 愛知県 早朝ロードバイク部 1657 岡嶋 慎⼀郎 ｵｶｼﾞﾏ ｼﾝｲﾁﾛｳ 滋賀県
1572 宮崎 由成 ﾐﾔｻﾞｷ ﾖｼﾉﾘ 静岡県 team JOY 1658 寺⻄ 剛 ﾃﾗﾆｼ ﾂﾖｼ 愛知県 SIMIZU RACING
1573 築山 ⼀幸 ﾂｷﾔﾏ ｶｽﾞﾕｷ 愛知県 1659 楠 晃典 ｸｽﾉｷ ｱｷﾉﾘ 愛知県
1574 若山 ⼀輝 ﾜｶﾔﾏ ｶｽﾞｷ 愛知県 SIMIZU RACING 1660 松沢 広平 ﾏﾂｻﾞﾜ ｺｳﾍｲ 兵庫県
1575 杉浦 拓哉 ｽｷﾞｳﾗ ﾀｸﾔ 大阪府 1661 飯野 慎太郎 ｲｲﾉ ｼﾝﾀﾛｳ 滋賀県
1576 大崎 和人 ｵｵｻｷ ｶｽﾞﾄ 京都府 1662 阿部 圭介 ｱﾍﾞ ｹｲｽｹ 京都府
1577 中野 武史 ﾅｶﾉ ﾀｹｼ 京都府 karasu 1663 平田 雄基 ﾋﾗﾀ ﾕｳｷ 愛知県
1578 橋本 健次 ﾊｼﾓﾄ ｹﾝｼﾞ 大阪府 サニーサイド 1664 藤原 英晃 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾋﾃﾞｱｷ 愛知県
1579 日吉 ⼀貴 ﾋﾖｼ ｶｽﾞﾀｶ 滋賀県 1665 ⾦山 貴宣 ｶﾅﾔﾏ ﾀｶﾖｼ 石川県 バルバクラブ　ハクサン
1580 篠田 崇 ｼﾉﾀﾞ ﾀｶｼ 愛知県 ゼロ式 1666 古市 浩人 ﾌﾙｲﾁ ﾋﾛﾄ 愛知県
1581 上田 崇史 ｳｴﾀﾞ ﾀｶｼ 富山県 バルバクラブタカオカ 1667 ⼩寺 勇太 ｺﾃﾞﾗ ﾕｳﾀ 岐阜県 Team ELMO
1582 浦 孝介 ｳﾗ ｺｳｽｹ 愛知県 シミズサイクル 1668 森 遼⼀ ﾓﾘ ﾘｮｳｲﾁ 大阪府
1583 奥村 準 ｵｸﾑﾗ ｼﾞｭﾝ 三重県 1669 古川 太⼀ ﾌﾙｶﾜ ﾀｲﾁ 愛知県 CHARMING CYCLE TEAM
1584 郷 宗充 ｺﾞｳ ﾑﾈﾐﾂ 滋賀県 1670 髙須 謙次 ﾀｶｽ ｹﾝｼﾞ 愛知県
1585 阪本 寛俊 ｻｶﾓﾄ ﾋﾛﾄｼ 大阪府 1671 宝井 良輔 ﾀｶﾗｲ ﾘｮｳｽｹ 愛知県
1586 石井 靖之 ｲｼｲ ﾔｽﾕｷ 滋賀県 1672 吉村 知浩 ﾖｼﾑﾗ ﾄﾓﾋﾛ 愛知県
1587 原 洸 ﾊﾗ ﾀｹｼ 滋賀県 1673 嘉村 勇佑 ｶﾑﾗ ﾕｳｽｹ 三重県 Redmonkey sports
1588 渡辺 祐輔 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｽｹ 大阪府 PC.サイクルクラブひろちゃん 1674 中川 裕康 ﾅｶｶﾞﾜ ﾋﾛﾔｽ 滋賀県
1589 呉山 友崇 ｸﾚﾔﾏ ﾄﾓﾀｶ 滋賀県 GSバンビーノ 1675 難波 孝宏 ﾅﾝﾊﾞ ﾀｶﾋﾛ 岐阜県
1590 反本 啓介 ｿﾘﾓﾄ ｹｲｽｹ 京都府 ＳＡＭＰＡＩ 1676 伊藤 幸弘 ｲﾄｳ ﾕｷﾋﾛ 愛知県
1591 市原 健太 ｲﾁﾊﾗ ｹﾝﾀ 岐阜県 1677 東 勇児 ｱｽﾞﾏ ﾕｳｼﾞ 大阪府
1592 橋本 充弘 ﾊｼﾓﾄ ﾐﾂﾋﾛ 兵庫県 TUFFSTUFF タフスタッフ 1678 杉下 真司 ｽｷﾞｼﾀ ｼﾝｼﾞ 愛知県
1593 櫛田 徹 ｸｼﾀﾞ ﾄｵﾙ 愛知県 1679 ⾕川 哲郎 ﾀﾆｶﾜ ﾃﾂﾛｳ 岐阜県 太平洋⼯業⾃転⾞競技部
1594 若林 雄平 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾍｲ 大阪府 ちゅうちゅう山岳部 1680 田中 啓祐 ﾀﾅｶ ｹｲｽｹ 大阪府
1595 飯田 真 ｲｲﾀﾞ ﾏｺﾄ 愛知県 1681 清水 幸⼀ ｼﾐｽﾞ ｺｳｲﾁ 滋賀県 SPT⾃転⾞同好会
1596 千葉 和也 ﾁﾊﾞ ｶｽﾞﾔ 愛知県 1682 岩間 祐治 ｲﾜﾏ ﾕｳｼﾞ 愛知県 DNJP
1597 吉川 弘章 ﾖｼｶﾜ ﾋﾛｱｷ 滋賀県 1683 佐久間 勇樹 ｻｸﾏ ﾕｳｷ 愛知県
1598 山⼝ 暢也 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾉﾌﾞﾔ 愛知県 ⾃転⾞道JUMBO 1684 ⾼御堂 努 ﾀｶﾐﾄﾞｳ ﾂﾄﾑ 愛知県
1599 畑 篤史 ﾊﾀ ｱﾂｼ 愛知県 1685 鈴木 晋作 ｽｽﾞｷ ｼﾝｻｸ 東京都
1600 松田 侑也 ﾏﾂﾀﾞ ﾕｳﾔ 愛知県 1686 早船 琢磨 ﾊﾔﾌﾈ ﾀｸﾏ 大阪府
1601 内田 龍⼀ ｳﾁﾀﾞ ﾘｭｳｲﾁ 大阪府 TEAM WHITE 1687 村上 貴大 ﾑﾗｶﾐ ﾀｶﾋﾛ 兵庫県 チーム柴田 ⾃転⾞愛好会︕
1602 森田 修平 ﾓﾘﾀ ｼｭｳﾍｲ 滋賀県 1688 浅倉 将人 ｱｻｸﾗ ﾏｻﾄ 兵庫県
1603 ⻄⾕ ⼀彦 ﾆｼﾀﾆ ｶｽﾞﾋｺ 福井県 バルバクラブエチゼン 1689 安⻄ 雄佑 ｱﾝｻﾞｲ ﾕｳｽｹ 大阪府
1604 寺本 尚平 ﾃﾗﾓﾄ ｼｮｳﾍｲ 福井県 バルバクラブエチゼン 1690 ⾕端 克哉 ﾀﾆﾊﾞﾀ ｶﾂﾔ 兵庫県
1605 和泉 政弘 ｲｽﾞﾐ ﾏｻﾋﾛ 愛知県 1691 重原 大⼆朗 ｼｹﾞﾊﾗ ﾀﾞｲｼﾞﾛｳ 愛知県
1606 垣本 鉄平 ｶｷﾓﾄ ﾃｯﾍﾟｲ 兵庫県 1692 久保田 紘平 ｸﾎﾞﾀ ｺｳﾍｲ 岐阜県 ELMO
1607 ⻄嶋 信也 ﾆｼｼﾞﾏ ｼﾝﾔ 滋賀県 1693 尾林 佳史 ｵﾊﾞﾔｼ ﾖｼﾌﾐ 愛知県 右逢左逢
1608 河村 文理 ｶﾜﾑﾗ ﾌﾐﾖｼ 三重県 Team Lemmings 1694 ⻄川 知宏 ﾆｼｶﾜ ﾄﾓﾋﾛ 大阪府 イチダイライダーズクラブ
1609 岡田 巧 ｵｶﾀﾞ ﾀｸﾐ 京都府 1695 江⼝ 雅紀 ｴｸﾞﾁ ﾏｻｷ 愛知県 ⼀番☆星
1610 矢吹 浩亮 ﾔﾌﾞｷ ﾋﾛｱｷ 三重県 チーム レミングス 1696 ⽼野⽣ 信 ｵｲﾉｼｮｳ ﾏｺﾄ 京都府 The Who
1611 篁 佳太 ﾀｶﾑﾗ ｹｲﾀ 滋賀県 1697 福丸 智哉 ﾌｸﾏﾙ ﾄﾓﾔ 兵庫県 Lumiere  KOBE 
1612 河合 雄⼀郎 ｶﾜｲ ﾕｳｲﾁﾛｳ 大阪府 Quieru Bano 1698 ⽴石 久佳 ﾀﾃｲｼ ﾋｻﾖｼ 徳島県
1613 南雲 健司 ﾅｸﾞﾓ ｹﾝｼﾞ 愛知県 1699 坂本 ⼀哉 ｻｶﾓﾄ ｶｽﾞﾔ 栃木県
1614 中尾 友彦 ﾅｶｵ ﾄﾓﾋｺ 滋賀県 1700 前田 貴央 ﾏｴﾀﾞ ﾀｶｵ 福井県 バルバクラブフクイ
1615 松島 和彦 ﾏﾂｼﾏ ｶｽﾞﾋｺ 愛知県 ETNA／BEETORX 1701 岸本 崇 ｷｼﾓﾄ ﾀｶｼ 兵庫県
1616 武田 晃⼀ ﾀｹﾀﾞ ｺｳｲﾁ 和歌山県 遊輪クラブ 1702 原 聡 ﾊﾗ ｻﾄｼ 愛知県
1617 竹中 勝彦 ﾀｹﾅｶ ｶﾂﾋｺ 兵庫県 未定︕ 1703 ⼀柳 亮太 ｲﾁﾔﾅｷﾞ ﾘｮｳﾀ 滋賀県 山猿レーシング
1618 森 拓也 ﾓﾘ ﾀｸﾔ 石川県 バルバクラブ　ハクサン 1704 山本 篤志 ﾔﾏﾓﾄ ｱﾂｼ 兵庫県 At Sky



1705 田中 佑季 ﾀﾅｶ ﾕｳｷ 兵庫県 1795 合野 慶彦 ｺﾞｳﾉ ﾖｼﾋｺ 大阪府 seaside
1706 栗田 寛之 ｸﾘﾀ ﾋﾛﾕｷ 岐阜県 1796 大槻 晃義 ｵｵﾂｷ ｱｷﾖｼ 愛知県 サドル部
1707 松井 宏樹 ﾏﾂｲ ﾋﾛｷ 大阪府 1797 福田 敦 ﾌｸﾀﾞ ｱﾂｼ 大阪府 Double Happiness CC
1708 油浅 亮祐 ﾕｱｻ ﾘｮｳｽｹ 三重県 wilson cycle black@登り組 1798 李 延壮 ｲ ﾖﾝｼﾞｬﾝ 大阪府
1709 松川 哲 ﾏﾂｶﾜ ｻﾄｼ 石川県 草刈WORKS 1799 平岩 稔英 ﾋﾗｲﾜ ﾄｼﾋﾃﾞ 愛知県
1710 ⻑﨑 宏則 ﾅｶﾞｻｷ ﾋﾛﾉﾘ 愛知県 1800 辞本 真⼀ ｲﾔﾓﾄ ｼﾝｲﾁ 京都府 Cloud9ers
1711 郡 圭司 ｺｵﾘ ｹｲｼﾞ 愛知県 1801 栗岡 紀之 ｸﾘｵｶ ﾉﾘﾕｷ 兵庫県
1712 伊藤 仁人 ｲﾄｳ ﾖｼﾋﾄ 愛知県 カーネル・サイクリング・チーム 1802 辻 健吾 ﾂｼﾞ ｹﾝｺﾞ 大阪府 Doutlet Happiness CC
1713 米澤 逸人 ﾖﾈｻﾞﾜ ﾊﾔﾄ 愛知県 カーネル・サイクリング・チーム 1803 井⼝  亮介 ｲｸﾞﾁ ﾘｮｳｽｹ 富山県
1714 ⿊柳 達也 ｸﾛﾔﾅｷﾞ ﾀﾂﾔ 岐阜県 カーネル・サイクリング・チーム 1804 植野 剛 ｳｴﾉ ﾂﾖｼ 大阪府
1715 佐久間 博敬 ｻｸﾏ ﾋﾛﾀｶ 岐阜県 5D's 1805 有田 浩⼆ ｱﾘﾀ ｺｳｼﾞ 大阪府
1716 瀬⼾ 豊 ｾﾄ ﾕﾀｶ 愛知県 team ONO 1806 山⼝ 泰司 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛｼ 大阪府 thcrew cycling
1717 天野 翔 ｱﾏﾉ ｼｮｳ 愛知県 1807 ⼩野 雅寛 ｵﾉ ﾏｻﾋﾛ ⻑野県
1718 土田 弘次 ﾂﾁﾀﾞ ﾋﾛﾂｸﾞ 滋賀県 NRC 1808 桔梗 洋明 ｷｷｮｳ ﾋﾛｱｷ 和歌山県 強⼒馬⼒⾃転⾞屋
1719 辻横 康平 ﾂｼﾞﾖｺ ｺｳﾍｲ 京都府 トーヨーサイクリングチーム 1809 久保 浩⼆ ｸﾎﾞ ｺｳｼﾞ 愛知県
1720 神能 健司 ｼﾞﾝﾉｳ ｹﾝｼﾞ 滋賀県 ｋｃｒ＝ kiyoshi cycle racing 1810 奥田 佳宏 ｵｸﾀﾞ ﾖｼﾋﾛ 京都府
1721 野田 忠志 ﾉﾀﾞ ﾀﾀﾞﾕｷ 岐阜県 1811 桑原 亨 ｸﾜﾊﾗ ﾄｵﾙ 兵庫県 秋組×KAZAMIDORI
1722 山⼝ 貴⽣ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｶｵ 愛知県 1812 梶山 大輔 ｶｼﾞﾔﾏ ﾀﾞｲｽｹ 神奈川県
1723 中嶋 健人 ﾅｶｼﾏ ｹﾝﾄ 岐阜県 1813 澤中 宏明 ｻﾜﾅｶ ﾋﾛｱｷ 兵庫県 クライムサイクルスポーツ
1724 岡 圭⼀ ｵｶ ｹｲｲﾁ 福井県 1814 伊能 良紀 ｲﾉｳ ﾖｼﾉﾘ 大阪府
1725 中村 鉄兵 ﾅｶﾑﾗ ﾃｯﾍﾟｲ 大阪府 1815 野村 曜平 ﾉﾑﾗ ﾖｳﾍｲ 兵庫県 ウオズミサイクル
1726 横山 慎弥 ﾖｺﾔﾏ ｼﾝﾔ 大阪府 1816 駒田 貴俊 ｺﾏﾀﾞ ﾀｶﾄｼ 三重県 Team　AE
1727 佐藤 良⼀ ｻﾄｳ ﾘｮｳｲﾁ 愛知県 target 1817 坂庭 稔和 ｻｶﾆﾜ ﾄｼｶｽﾞ 京都府 OPENPROレーシング
1728 末廣  英也 ｽｴﾋﾛ ﾋﾃﾞﾔ 兵庫県 1818 加藤 千明 ｶﾄｳ ﾁｱｷ 愛知県
1729 染野 秀介 ｿﾒﾉ ｼｭｳｽｹ 滋賀県 1819 友澤 貴之 ﾄﾓｻﾞﾜ ﾀｶﾕｷ 大阪府
3351 堀田 勉 ﾎｯﾀ ﾂﾄﾑ 愛知県 ヤマシゲ⻲さん 1820 大野 良朋 ｵｵﾉ ﾖｼﾄﾓ 兵庫県

1821 吉田 真人 ﾖｼﾀﾞ ﾏﾋﾄ 愛知県 roller school 
1822 森 俊樹 ﾓﾘ ﾄｼｷ 大阪府 ブラスト
1823 永吉 勇⼀ ﾅｶﾞﾖｼ ﾕｳｲﾁ 愛知県 平日ローディー
1824 武藤 匠 ﾑﾄｳ ﾀｸﾐ 京都府

5．男⼦D（35歳〜39歳） 370名 1825 東山 直記 ﾋｶﾞｼﾔﾏ ﾅｵｷ 兵庫県
No. 氏名 フリガナ 都道府県 チーム名 1826 藤井 康⼆ ﾌｼﾞｲ ｺｳｼﾞ 愛知県
1741 山田 諭 ﾔﾏﾀﾞ ｻﾄｼ 京都府 飯能連合 1827 中嶋 ⼀雄 ﾅｶｼﾞﾏ ｶｽﾞｵ 京都府 La Tartaruga
1742 井上 泰範 ｲﾉｳｴ ﾔｽﾉﾘ 滋賀県 1828 中山 幸治 ﾅｶﾔﾏ ｺｳｼﾞ 滋賀県
1743 坂井 伸好 ｻｶｲ ﾉﾌﾞﾖｼ 愛知県 ACC 1829 ⼩川 剛志 ｵｶﾞﾜ ﾀｹｼ 岐阜県 (有)大学堂⼩川薬局
1744 ⼩塩 健司 ｺｼｵ ｹﾝｼﾞ 大阪府 TRAP 1830 ⽑利 昌史 ﾓｳﾘ ﾏｻﾌﾐ 岐阜県 ダニーズ
1745 宮崎 龍治 ﾐﾔｻﾞｷ ﾘｭｳｼﾞ 滋賀県 LiFE Racing Club 1831 大⾕ 和⽣ ｵｵﾀﾆ ｶｽﾞｵ 大阪府 キャノンデール心斎橋
1746 鈴木 達也 ｽｽﾞｷ ﾀﾂﾔ 愛知県 チームサンリツ 1832 吉村 直優 ﾖｼﾑﾗ ﾅｵﾏｻ 愛知県
1747 松田 宗久 ﾏﾂﾀﾞ ﾑﾈﾋｻ 滋賀県 1833 安達 圭史郎 ｱﾀﾞﾁ ｹｲｼﾛｳ 兵庫県  Double Happiness
1748 桃井 晴彦 ﾓﾓﾉｲ ﾊﾙﾋｺ 愛知県 いとう内科クリニック 1834 伊藤 ⾼維 ｲﾄｳ ﾀｶｽﾐ 愛知県 SWR
1749 山路 明伸 ﾔﾏｼﾞ ｱｷﾉﾌﾞ 京都府 1835 濱島 健太 ﾊﾏｼﾞﾏ ｹﾝﾀ 岐阜県 アピシクリスムクルッブ
1750 東井 浩臣 ﾄｳｲ ﾋﾛｵﾐ 愛知県 1836 武内 隆哲 ﾀｹｳﾁ ﾀｶｱｷ 兵庫県
1751 市古 大輔 ｲﾁｺﾞ ﾀﾞｲｽｹ 愛知県 ユーロード 1837 ⾼井 昌哉 ﾀｶｲ ﾏｻﾔ 兵庫県 CBC
1752 古澤 新吾 ﾌﾙｻﾜ ｼﾝｺﾞ 大阪府 サニーサイド 1838 大橋 政之 ｵｵﾊｼ ﾏｻﾕｷ 滋賀県
1753 永岩 哲美 ﾅｶﾞｲﾜ ﾃﾂﾐ 愛知県 N&NSF; 1839 杉山 公⼀ ｽｷﾞﾔﾏ ｺｳｲﾁ 岐阜県
1754 岡島 洋介 ｵｶｼﾞﾏ ﾖｳｽｹ 愛知県 ユーロード 1840 塩月 俊央 ｼｵﾂｷ ﾄｼｵ 大阪府 OUMEDOS
1755 角⾕ 浩 ｽﾐﾔ ﾋﾛｼ 愛知県 Baccano!! 1841 内山 充浩 ｳﾁﾔﾏ ﾐﾂﾋﾛ 大阪府 むーんばいくす
1756 内藤 健太 ﾅｲﾄｳ ｹﾝﾀ 滋賀県 1842 村上 ⻯也 ﾑﾗｶﾐ ﾀﾂﾔ 兵庫県 ASHIYA CBC
1757 永澤 健人 ﾅｶﾞｻﾜ ｹﾝﾄ 岐阜県 ⻄美濃PEDAL MONSTERS 1843 古角 恒樹 ｺｶﾄﾞ ﾂﾈｷ 兵庫県 HTC
1758 岸野 健 ｷｼﾉ ｹﾝ 大阪府 GS大阪 1844 宮脇 迅 ﾐﾔﾜｷ ｼﾞﾝ 滋賀県
1759 佐々木 潤 ｻｻｷ ｼﾞｭﾝ 大阪府 GS大阪 1845 松澤 大輔 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾀﾞｲｽｹ 愛知県
1760 纐纈 博 ｺｳｹﾂ ﾋﾛｼ 岐阜県 1846 龍田 憲幸 ﾀﾂﾀ ﾉﾘﾕｷ 和歌山県 強⼒馬⼒⾃転⾞屋
1761 木村 正彦 ｷﾑﾗ ﾏｻﾋｺ 愛知県 1847 ⻑⾼ 伸平 ﾅｶﾞﾀｶ ｼﾝﾍﾟｲ 大阪府
1762 和田 拓也 ﾜﾀﾞ ﾀｸﾔ 大阪府 1848 松本 吉⾼ ﾏﾂﾓﾄ ﾖｼﾀｶ 京都府
1763 桑原 洋介 ｸﾜﾊﾞﾗ ﾖｳｽｹ 岐阜県 ⻄美濃PEDAL MONSTERS 1849 ⻄⾕ 健 ﾆｼﾀﾆ ﾀｹｼ 愛知県
1764 樫山 ⻯也 ｶｼﾔﾏ ﾀﾂﾔ 京都府 CyclingTeam御路 1850 太田 徹 ｵｵﾀ ﾄｵﾙ 兵庫県 teamKNP
1765 ⾦井 怜央樹 ｶﾅｲ ﾚｵﾅ 愛知県 1851 ⼩野田 純 ｵﾉﾀﾞ ｼﾞｭﾝ 滋賀県 I-Bilancia
1766 坂本 敬⼀郎 ｻｶﾓﾄ ｹｲｲﾁﾛｳ 愛知県 Wilson@美幼⼥戦士森鴎外 1852 朝川 洋平 ｱｻｶﾜ ﾖｳﾍｲ 大阪府 CTC⾃転⾞部
1767 野村 匡敏 ﾉﾑﾗ ﾏｻﾄｼ 兵庫県 1853 上村 幸⼀ ｳｴﾑﾗ ｺｳｲﾁ 愛知県
1768 岩折 隆 ｲﾜｵﾘ ﾀｶｼ 富山県 1854 武藤 公⼀ ﾑﾄｳ ｺｳｲﾁ 岐阜県 Ave21ツーリング
1769 寺尾 浩平 ﾃﾗｵ ｺｳﾍｲ 大阪府 Team Sakatani 1855 増田 晴彦 ﾏｽﾀﾞ ﾊﾙﾋｺ 京都府 Tutto Sportivo Cycling Kyoto
1770 緒方 浩 ｵｶﾞﾀ ﾋﾛｼ 大阪府 FCT 1856 鈴木 聖夫 ｽｽﾞｷ ﾄｼｵ 愛知県
1771 隈元 太朗 ｸﾏﾓﾄ ﾀﾛｳ 東京都 ＴＧＩＦ 1857 眞鍋 哲也 ﾏﾅﾍﾞ ﾃﾂﾔ 岐阜県
1772 ⾼津 暁道 ﾀｶﾂ ｱｷﾐﾁ 愛知県 1858 柴山 重樹 ｼﾊﾞﾔﾏ ｼｹﾞｷ 愛知県 カンピオーネ 
1773 伊藤 大輔 ｲﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ 愛知県 1859 酒井 洋明 ｻｶｲ ﾋﾛｱｷ 愛知県
1774 ⾼木 邦弘 ﾀｶｷﾞ ｸﾆﾋﾛ 愛知県 1860 山本 晋治 ﾔﾏﾓﾄ ｼﾝｼﾞ 愛知県
1775 ⾜⽴ 裕介 ｱﾀﾞﾁ ﾕｳｽｹ 岐阜県 マルイチワークス 1861 徳野 慎平 ﾄｸﾉ ｼﾝﾍﾟｲ 三重県 チーム⻄川
1776 門井 崇史 ｶﾄﾞｲ ﾀｶｼ 岐阜県 1862 鳥飼 建太郎 ﾄﾘｶｲ ｹﾝﾀﾛｳ 和歌山県 季節くだもの鳥飼
1777 奈古 善隆 ﾅｺ ﾖｼﾀｶ 滋賀県 The 7584 1863 浅野 真之 ｱｻﾉ ﾏｻﾕｷ 岐阜県
1778 松島 建嗣 ﾏﾂｼﾏ ﾀｹｼ 大阪府 チームシーレイ 1864 萩原 弘毅 ﾊｷﾞﾊﾗ ｺｳｷ 愛知県 サイクルキャット
1779 加藤 正基 ｶﾄｳ ﾏｻｷ 岐阜県 SLRD 1865 伊藤 隆宏 ｲﾄｳ ﾀｶﾋﾛ 三重県
1780 藤田 雅史 ﾌｼﾞﾀ ﾏｻﾌﾐ 京都府 T＆E 1866 兵恵 利充 ﾋｮｳｴ ﾄｼﾐﾂ 和歌山県 山岳推進部
1781 杉浦 和成 ｽｷﾞｳﾗ ｶｽﾞﾅﾘ 京都府 T&E 1867 蘆田 康 ｱｼﾀﾞ ﾔｽｼ 京都府 (((?'ω')?三 ?'ω')?≡ｼｭｯｼｭ
1782 島津 宏之 ｼﾏﾂﾞ ﾋﾛﾕｷ 三重県 1868 村岡 誠 ﾑﾗｵｶ ﾏｺﾄ 三重県
1783 海野 純也 ｳﾝﾉ ｼﾞｭﾝﾔ 神奈川県 La tartarga 1869 澤田 雄⼀郎 ｻﾜﾀﾞ ﾕｳｲﾁﾛｳ 千葉県
1784 山⼝ 誠⼆ ﾔﾏｸﾞﾁ ｾｲｼﾞ 愛知県 1870 國領 康弘 ｺｸﾘｮｳ ﾔｽﾋﾛ 滋賀県
1785 東野 真之 ﾋｶﾞｼﾉ ﾏｻﾕｷ 兵庫県 1871 諸⼾ 洋輔 ﾓﾛﾄ ﾖｳｽｹ ⻑野県
1786 松川 孝明 ﾏﾂｶﾜ ﾀｶｱｷ 愛知県 コレール 1872 津田 知宣 ﾂﾀﾞ ﾄﾓﾉﾘ 京都府
1787 舟守 正至 ﾌﾅﾓﾘ ﾏｻｼ 大阪府 SUNZOKU 1873 川邊 恭平 ｶﾜﾍﾞ ｷｮｳﾍｲ 三重県
1788 河田 喜宣 ｶﾜﾀﾞ ﾖｼﾉﾘ 岐阜県 1874 福田 真也 ﾌｸﾀﾞ ｼﾝﾔ 兵庫県 soleil de lʼest
1789 加納 哲 ｶﾉｳ ﾃﾂ 岐阜県 1875 豊國 光成 ﾄﾖｸﾆ ﾐﾂﾏｻ 大阪府
1790 ⾕淵 宏明 ﾀﾆﾌﾞﾁ ﾋﾛｱｷ 愛知県 日本発条⾃転⾞競技部 1876 ⼩林 良⼆ ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳｼﾞ 滋賀県
1791 植松 克裕 ｳｴﾏﾂ ｶﾂﾋﾛ 香川県 ドM組合 1877 井上 尭之 ｲﾉｳｴ ﾀｶﾕｷ 兵庫県
1792 ⼩迫 裕介 ｺｻｺ ﾕｳｽｹ 大阪府 1878 本泉 秀規 ﾓﾄｲｽﾞﾐ ﾋﾃﾞｷ 大阪府 CLOUD 9ers
1793 石川 雅司 ｲｼｶﾜ ﾏｻｼ 奈良県 1879 ⼩沢 太郎 ｵｻﾞﾜ ﾀﾛｳ 大阪府 presto
1794 木村 溶徹 ｷﾑﾗ ﾖｳﾃﾂ 兵庫県 seaside 1880 柴田 正毅 ｼﾊﾞﾀ ﾏｻｷ 静岡県



1881 鳥⾒ 俊介 ﾄﾘﾐ ｼｭﾝｽｹ 岐阜県 TeamONO 1967 福井 猛 ﾌｸｲ ﾀｹｼ 滋賀県 すたいるF
1882 吉田 栄次 ﾖｼﾀﾞ ｴｲｼﾞ 大阪府 美萩野 1968 阪井 友崇 ｻｶｲ ﾄﾓﾀｶ 大阪府
1883 坪倉 良平 ﾂﾎﾞｸﾗ ﾘｮｳﾍｲ 愛知県 1969 倉林 和暢 ｸﾗﾊﾔｼ ｶｽﾞﾉﾌﾞ 愛知県 CRT風
1884 平尾 公⼀ ﾋﾗｵ ｺｳｲﾁ 東京都 SUBARU・C・C 1970 古木 大樹 ﾌﾙｷ ﾀｲｷ 大阪府 Quiero Bano
1885 椎橋 洋友 ｼｲﾊﾞｼ ﾋﾛﾄﾓ 愛知県 1971 弓場 隆成 ﾕﾐﾊﾞ ﾀｶｼｹﾞ 愛知県
1886 ⼩森 久敏 ｺﾓﾘ ﾋｻﾄｼ 群馬県 サイクルショップしんせき 1972 ⾼木 信明 ﾀｶｷﾞ ﾉﾌﾞｱｷ 愛知県 C.C.C.
1887 田中 佑⼀ ﾀﾅｶ ﾕｳｲﾁ 兵庫県 MRJ 1973 坂田 晃男 ｻｶﾀ ｱｷｵ 大阪府 OUMEDOS
1888 宇津⾒ 晋 ｳﾂﾐ ｽｽﾑ 兵庫県 MRJ 1974 上野 哲平 ｳｴﾉ ﾃｯﾍﾟｲ 大阪府 ちうちう山岳部
1889 遠城 哲也 ｴﾝｼﾞｮｳ ﾃﾂﾔ 滋賀県 1975 ⾼橋 正博 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾋﾛ 岐阜県 gcsc
1890 白川 努 ｼﾗｶﾜ ﾂﾄﾑ 滋賀県 1976 伊藤 広基 ｲﾄｳ ﾋﾛｷ 兵庫県
1891 原田 昌明 ﾊﾗﾀﾞ ﾏｻｱｷ 滋賀県 MOON bikes ⻯王店 1977 ⼾田 浩輔 ﾄﾀﾞ ｺｳｽｹ 兵庫県 上⾕サイクル愛好会
1892 相古 福待 ｿｳｺ ﾌｸﾏﾂ 滋賀県 MOON bikes ⻯王店 1978 藤澤 宏樹 ﾌｼﾞｻﾜ ﾋﾛｷ 愛知県
1893 鈴木 優 ｽｽﾞｷ ﾕｳ 三重県 チーム⻑⾕部 1979 中村 章博 ﾅｶﾑﾗ ｱｷﾋﾛ 大阪府 ムーンバイクス
1894 ⻑⾕部 聡 ﾊｾﾍﾞ ｿｳ 愛知県 チーム⻑⾕部 1980 ⼩祝 亮太郎 ｺｲﾜｲ ﾘｮｳﾀﾛｳ 愛知県
1895 宮村 聡⼀ ﾐﾔﾑﾗ ﾄｼｶｽﾞ 神奈川県 大井松田ＫＬ 1981 佐藤 大哉 ｻﾄｳ ﾀﾞｲｷ 大阪府
1896 丸山 伊知郎 ﾏﾙﾔﾏ ｲﾁﾛｳ 大阪府 1982 坪川 勝彦 ﾂﾎﾞｶﾜ ﾏｻﾋｺ 石川県
1897 湯⾕ 宗由 ﾕﾀﾆ ﾑﾈﾖｼ 兵庫県 チームKURYU 1983 岡本 浩仁 ｵｶﾓﾄ ﾋﾛﾋﾄ 大阪府
1898 廣瀬 ⾠哉 ﾋﾛｾ ﾀﾂﾔ 愛知県 1984 下地頭所 正寿 ｼﾓｼﾞﾄｳｼｮ ﾏｻﾄｼ 兵庫県
1899 細井 尚 ﾎｿｲ ﾀｶｼ 大阪府 違駄天 1985 伊藤 健⼀ ｲﾄｳ ｹﾝｲﾁ 京都府 こっちゃんず
1900 本山 靖人 ﾓﾄﾔﾏ ﾔｽﾋﾄ 愛知県 1986 佐藤 良⼆ ｻﾄｳ ﾘｮｳｼﾞ 大阪府
1901 山本 琢也 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｸﾔ 大阪府 1987 上⻄ 達也 ｳｴﾆｼ ﾀﾂﾔ 大阪府
1902 浅井 洋輔 ｱｻｲ ﾖｳｽｹ 愛知県 PULS ULTRA 1988 久保 充司 ｸﾎﾞ ﾐﾂｼﾞ 和歌山県 強⼒馬⼒⾃転⾞屋
1903 水⾕ 優 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾕｳ 愛知県 1989 清水 茂幸 ｼﾐｽﾞ ｼｹﾞﾕｷ 愛知県
1904 大平 士紋 ｵｵﾋﾗ ｼﾓﾝ 大阪府 1990 林 佑耶 ﾊﾔｼ ﾕｳﾔ 兵庫県
1905 秋山 容洋 ｱｷﾔﾏ ﾔｽﾋﾛ 兵庫県 Team Himeji 1991 山本 源藏 ﾔﾏﾓﾄ ｹﾞﾝｿﾞｳ 和歌山県 遊輪クラブ
1906 伊藤 寛規 ｲﾄｳ ﾋﾛﾉﾘ 徳島県 リベロ 1992 松下 拓郎 ﾏﾂｼﾀ ﾀｸﾛｳ 富山県 バルバクラブ タカオカ
1907 加納 広路 ｶﾉｳ ﾋﾛﾐﾁ 愛知県 TEAM光 1993 大東 賢英 ｵｵﾋｶﾞｼ ｹﾝｴｲ 京都府
1908 森上 武 ﾓﾘｶﾐ ﾀｹｼ 大阪府 1994 下方 翔 ｼﾓｶﾀ ｼｮｳ 大阪府 TEAM WHITE
1909 池田 佳之 ｲｹﾀﾞ ﾖｼﾕｷ 愛知県 1995 伊藤 三輝 ｲﾄｳ ﾐﾂﾃﾙ 三重県 ハッピーターンCC
1910 山北 敏明 ﾔﾏｷﾀ ﾄｼｱｷ 愛知県 山北フェニックス 1996 山崎 賢 ﾔﾏｻﾞｷ ﾏｻﾙ 滋賀県 MOON bikes⻯王
1911 松本 達哉 ﾏﾂﾓﾄ ﾀﾂﾔ 京都府 1997 山根 雄⼀郎 ﾔﾏﾈ ﾕｳｲﾁﾛｳ 富山県 エムテック
1912 川村 裕介 ｶﾜﾑﾗ ﾕｳｽｹ 兵庫県 チームFUJIBAYASHI 1998 齋藤 隆志 ｻｲﾄｳ ﾀｶｼ 三重県
1913 松本 祐輔 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳｽｹ 大阪府 1999 山崎 洋 ﾔﾏｻｷ ﾋﾛｼ 岐阜県
1914 大澤 哲也 ｵｵｻﾜ ﾃﾂﾔ 三重県 Wing-IT Racing 2000 水⾕ 亮介 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾘｮｳｽｹ 三重県 ハッピーターンCC
1915 佐藤 敏健 ｻﾄｳ ﾄｼﾀｹ 静岡県 おはようハマイチサイクリングチーム 2001 深田 巧美 ﾌｶﾀﾞ ﾀｸﾐ 滋賀県 大石サイクリングクラブ
1916 辻本 貴志 ﾂｼﾞﾓﾄ ﾀｶｼ 大阪府 Collina Z 2002 川野 知也 ｶﾜﾉ ﾄﾓﾔ 大阪府
1917 吉田 篤史 ﾖｼﾀﾞ ｱﾂｼ 石川県 2003 今藤 誠俊 ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾄｼ 兵庫県
1918 細坂 浩嗣 ﾎｿｻｶ ﾋﾛｼ 福井県 バルバクラブエチゼン 2004 仲野 嘉信 ﾅｶﾉ ﾖｼﾉﾌﾞ 京都府 Bダッシュ
1919 細田 将史 ﾎｿﾀﾞ ﾏｻｼ 滋賀県 SPT⾃転⾞同好会 2005 木村 陽仁 ｷﾑﾗ ｱｷﾋﾄ 愛知県
1920 ⼩塩 昭彦 ｵｼｵ ｱｷﾋｺ 滋賀県 SPT⾃転⾞同好会 2006 田代 崇 ﾀｼﾛ ﾀｶｼ 愛知県
1921 大原 壮史 ｵｵﾊﾗ ﾀｹｼ 京都府 SPT⾃転⾞同好会 2007 藤本 明久 ﾌｼﾞﾓﾄ ｱｷﾋｻ 兵庫県 シラサギサイクル
1922 八田 友成 ﾊｯﾀ ﾄﾓﾅﾘ 愛知県 2008 ⼩倉 寛史 ｵｸﾞﾗ ﾋﾛｼ 福井県 バルバクラブフクイ
1923 山下 康秋 ﾔﾏｼﾀ ﾔｽｱｷ 愛知県 2009 堀川 明彦 ﾎﾘｶﾜ ｱｷﾋｺ 福井県 バルバクラブフクイ
1924 岡本 ⼀幸 ｵｶﾓﾄ ｶｽﾞﾕｷ 愛知県 2010 笹岡 大悟 ｻｻｵｶ ﾀﾞｲｺﾞ 福井県 バルバクラブフクイ
1925 松川 周⼀ ﾏﾂｶﾜ ｼｭｳｲﾁ 岐阜県 Team ELMO 2011 齊藤 隆志 ｻｲﾄｳ ﾀｶｼ 愛知県
1926 仲 定宏 ﾅｶ ｻﾀﾞﾋﾛ 大阪府 サイクロトロンターゲッツ 2012 ⾼田 誠路 ﾀｶﾀ ｾｲｼﾞ 京都府 DENTISTARS
1927 宇佐美 俊之 ｳｻﾐ ﾄｼﾕｷ 三重県 Team DTK 2013 豊田 邦良 ﾄﾖﾀﾞ ｸﾆﾖｼ 大阪府 ラビットベイサイド
1928 宮田 匠 ﾐﾔﾀ ﾀｸﾐ 三重県 Team DTK 2014 日⾼ 建 ﾋﾀﾞｶ ﾀﾂﾙ 岐阜県 vitello
1929 鈴木 ⼀正 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾏｻ 愛知県 2015 ⼯藤 拓也 ｸﾄﾞｳ ﾀｸﾔ 愛知県 vitello
1930 川上 桂 ｶﾜｶﾐ ｶﾂﾗ 福井県 2016 Sandu Ionut ｻﾝﾄﾞｩ ﾖﾉﾂ 京都府 どすこい部屋＆Wolves
1931 池田 哲也 ｲｹﾀﾞ ﾃﾂﾔ 岐阜県 PUNK WORKS JAPAN 2017 ⽴松 俊洋 ﾀﾃﾏﾂ ﾄｼﾋﾛ 愛知県 テックスポーツ
1932 ⻑⾕部 ⼀朗 ﾊｾﾍﾞ ｲﾁﾛｳ 奈良県 CLOUD9ers 2018 ⼩林 真 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｺﾄ 大阪府 出前迅速
1933 開 純也 ﾋﾗｷ ｼﾞｭﾝﾔ 愛知県 2019 吉成 勇治 ﾖｼﾅﾘ ﾕｳｼﾞ 愛知県
1934 森 健太郎 ﾓﾘ ｹﾝﾀﾛｳ 京都府 イプ練 2020 村岡 広志 ﾑﾗｵｶ ﾋﾛｼ 大阪府
1935 元山 康弘 ﾓﾄﾔﾏ ﾔｽﾋﾛ 兵庫県 2021 飯塚 孝晴 ｲｲﾂﾞｶ ﾀｶﾊﾙ 福井県 Little Be Racing(飯塚モータース)
1936 久保田 幸雄 ｸﾎﾞﾀ ﾕｷｵ 愛知県 2022 表 祐輔 ｵﾓﾃ ﾕｳｽｹ 石川県 バルバクラブ　ハクサン
1937 吉村 典洋 ﾖｼﾑﾗ ﾉﾘﾋﾛ 愛知県 2023 ⾼畑 翔矢 ﾀｶﾊﾀ ｼｮｳﾔ 滋賀県
1938 松田 良則 ﾏﾂﾀﾞ ﾖｼﾉﾘ 奈良県 zozonga 2024 河村 恭弘 ｶﾜﾑﾗ ﾀｶﾋﾛ 愛知県
1939 ⾼野 祥 ﾀｶﾉ ｼｮｳ 兵庫県 sports crazy 2025 森 圭介 ﾓﾘ ｹｲｽｹ 愛知県
1940 荒木 俊雄 ｱﾗｷ ﾄｼｵ 愛知県 UACJ 2026 井上 裕之 ｲﾉｳｴ ﾋﾛﾕｷ 岐阜県
1941 稲山 哲史 ｲﾅﾔﾏ ｻﾄｼ 大阪府 本町クラブ堺 2027 伊藤 雄⼀郎 ｲﾄｳ ﾕｳｲﾁﾛｳ 愛知県
1942 庵地 孝緒 ｱﾝﾁ ﾀｶｵ 兵庫県 BSB×秋組 2028 坂東 正範 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾉﾘ 兵庫県
1943 武藤 隆 ﾑﾄｳ ﾀｶｼ 和歌山県 RC:Shirahama 2029 林 慎⼆ ﾊﾔｼ ｼﾝｼﾞ 香川県
1944 森園 武明 ﾓﾘｿﾞﾉ ﾀｹｱｷ 愛知県 CLUB Doing 2030 日比 淳夫 ﾋﾋﾞ ｱﾂｵ 滋賀県
1945 佐々木 聡 ｻｻｷ ｻﾄﾙ 滋賀県 2031 日比野 謙 ﾋﾋﾞﾉ ｹﾝ 愛知県 ねんねこにゃー
1946 関⾕ 光広 ｾｷﾔ ﾐﾂﾋﾛ 兵庫県 TUFFSTUFF タフスタッフ 2032 佐藤 貴志 ｻﾄｳ ﾀｶｼ 徳島県 UNIVERS
1947 寺澤 功朗 ﾃﾗｻﾜ ﾉﾘｱｷ 愛知県 2033 加藤 寛明 ｶﾄｳ ﾋﾛｱｷ 愛知県
1948 松村 康信 ﾏﾂﾑﾗ ﾔｽﾉﾌﾞ 愛知県 SPADE・ACE 2034 布目 倫康 ﾇﾉﾒ ﾄﾓﾐﾁ 富山県 バルバクラブトヤマ
1949 尾形 威明 ｵｶﾞﾀ ﾀｹﾋﾛ 大阪府 TeamG 2035 村瀬 大輔 ﾑﾗｾ ﾀﾞｲｽｹ 愛知県
1950 近藤 秀樹 ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾃﾞｷ 愛知県 2036 鈴木 豊大 ｽｽﾞｷ ﾄﾖﾋﾛ 徳島県
1951 山下 晃正 ﾔﾏｼﾀ ﾃﾙﾏｻ 大阪府 2037 佐々木 要 ｻｻｷ ｶﾅﾒ 静岡県
1952 松山 知裕 ﾏﾂﾔﾏ ﾁﾋﾛ 愛知県 2038 花田 岳彦 ﾊﾅﾀﾞ ﾀｹﾋｺ 愛知県
1953 ⾼山 貴裕 ﾀｶﾔﾏ ﾀｶﾋﾛ 滋賀県 山岳推進部 2039 道下 顕司 ﾐﾁｼﾀ ｹﾝｼﾞ 岐阜県 ⾼山市役所さるぼぼレーシング
1954 ⾶田 晋太郎 ﾋﾀﾞ ｼﾝﾀﾛｳ 滋賀県 Loko Racing 2040 ⾦川 佳樹 ｶﾅｶﾞﾜ ﾖｼｷ 和歌山県
1955 林 大樹 ﾊﾔｼ ﾋﾛｷ 三重県 Y.A.C.T.Yokkaichi 2041 渋⾕ 貴士 ｼﾌﾞﾔ ﾀｶｼ 京都府 放課後⾃主トレ部
1956 澤 智裕 ｻﾜ ﾄﾓﾋﾛ 大阪府 2042 牛田 智晴 ｳｼﾀﾞ ﾄﾓﾊﾙ 京都府 放課後⾃主トレ部
1957 大石 智之 ｵｵｲｼ ﾄﾓﾕｷ 兵庫県 Companio Kobe 2043 秋元 仁 ｱｷﾓﾄ ﾋﾄｼ 大阪府
1958 名和 秀樹 ﾅﾜ ﾋﾃﾞｷ 岐阜県 team.NAWAfamily 2044 野田 学 ﾉﾀﾞ ﾏﾅﾌﾞ 愛知県
1959 渡邉 匡 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻｼ 滋賀県 ぴよぴよ貧脚レーシング 2045 銅⼦ 大介 ﾄﾞｳｺ ﾀﾞｲｽｹ 京都府 洛和⾃転⾞クラブ
1960 福岡 清 ﾌｸｵｶ ｷﾖｼ 福井県 バルバクラブエチゼン 2046 大須賀 勇吾 ｵｵｽｶﾞ ﾕｳｺﾞ 神奈川県 アクアタイム
1961 桑嶋 直宏 ｸﾜｼﾞﾏ ﾅｵﾋﾛ 福井県 バルバクラブエチゼン 2047 鈴木 大介 ｽｽﾞｷ ﾀﾞｲｽｹ 愛知県 HRC
1962 鈴木 良和 ｽｽﾞｷ ﾖｼｶｽﾞ 愛知県 2048 ⾼畑 裕 ﾀｶﾊﾞﾀｹ ﾋﾛｼ 石川県 バルバクラブカナザワ
1963 木内 崇文 ｷｳﾁ ﾀｶﾌﾐ 京都府 山岳推進部 2049 佐藤 康夫 ｻﾄｳ ﾔｽｵ 兵庫県 KOBEROKKO
1964 若山 景亮 ﾜｶﾔﾏ ｹｲｽｹ 石川県 2050 野村 章洋 ﾉﾑﾗ ｱｷﾋﾛ 石川県 バルバクラブカナザワ
1965 星 育実 ﾎｼ ｲｸﾐ 三重県 2051 藤田 匠 ﾌｼﾞﾀ ﾀｸﾐ 大阪府 コマツサイクリング部(ティファニー朝食会)
1966 沖田 聡⼀郎 ｵｷﾀ ｿｳｲﾁﾛｳ 京都府 2052 榊原 輝昭 ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾃﾙｱｷ 愛知県



2053 石川 裕之 ｲｼｶﾜ ﾋﾛﾕｷ 愛知県 SIMIZU RACING 2143 柴田 雅之 ｼﾊﾞﾀ ﾏｻﾕｷ 滋賀県 T.S.K.Y
2054 福地 宏晃 ﾌｸﾁ ﾋﾛｱｷ 滋賀県 2144 天田 善信 ｱﾏﾀﾞ ﾖｼﾉﾌﾞ 兵庫県 チーム　ヴェルジェ
2055 中根 雅希 ﾅｶﾈ ﾏｻｷ 愛知県 C-Racer 2145 松波 靖 ﾏﾂﾅﾐ ﾔｽｼ 岐阜県 Team KOBATO
2056 ⼩門 貴 ｺﾓﾝ ﾀｶｼ 岐阜県 2146 栗山 和之 ｸﾘﾔﾏ ｶｽﾞﾕｷ 兵庫県 soleil de lʼest
2057 沼平 茂雄 ﾇﾏﾋﾗ ｼｹﾞｵ 奈良県 2147 大⻄ 康記 ｵｵﾆｼ ｺｳｷ 兵庫県
2058 杉浦 暁彦 ｽｷﾞｳﾗ ｱｷﾋｺ 愛知県 2148 伊藤 秀樹 ｲﾄｳ ﾋﾃﾞｷ 兵庫県 BlacK Sheep
2059 岡田 洋祐 ｵｶﾀﾞ ﾖｳｽｹ 愛知県 2149 橋本 英明 ﾊｼﾓﾄ ﾋﾃﾞｱｷ 香川県 cyclesize
2060 苗島 豊 ﾅｴｼﾏ ﾕﾀｶ 石川県 スイカ部 2150 河合 篤史 ｶﾜｲ ｱﾂｼ 京都府 PRESTO
2061 尾川 賢典 ｵｶﾞﾜ ｹﾝｽｹ 大阪府 2151 濱橋 ⼀⾏ ﾊﾏﾊｼ ｶｽﾞﾋﾛ 愛知県
2062 山崎 耕市 ﾔﾏｻｷ ｺｳｲﾁ 大阪府 2152 松岡 正洋 ﾏﾂｵｶ ﾏｻﾋﾛ 愛知県
2063 ⾼林 正人 ﾀｶﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾄ 愛知県 穂の国⾃転⾞愛好会 2153 ⼩出 和⾏ ｺｲﾃﾞ ｶｽﾞﾕｷ 愛知県 ぐるぐる⾃転⾞部
2064 柴田 将⾏ ｼﾊﾞﾀ ﾏｻﾕｷ 岐阜県 チームシバタ 2154 ⻄山 健太郎 ﾆｼﾔﾏ ｹﾝﾀﾛｳ 大阪府 DANCING DRUNKERS
2065 馬場 俊幸 ﾊﾞﾝﾊﾞ ﾄｼﾕｷ 京都府 2155 早川 周作 ﾊﾔｶﾜ ｼｭｳｻｸ 愛知県 クロスジョーカー
2066 大久保 直哉 ｵｵｸﾎﾞ ﾅｵﾔ 愛知県 僕はテラフォーマー 2156 富田 政也 ﾄﾐﾀ ﾏｻﾔ 愛知県
2067 名畑 崇 ﾅﾊﾞﾀ ﾀｶｼ 岐阜県 Uma 馬〜 2157 ⾚羽 正⾏ ｱｶﾊﾞﾈ ﾏｻﾕｷ 兵庫県 GENE BIKES
2068 奥田 浩之 ｵｸﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 京都府 2158 坂野 光俊 ﾊﾞﾝﾉ ﾐﾂﾄｼ 愛知県 クロスジョーカー
2069 清水 卓人 ｼﾐｽﾞ ﾀｸﾄ 石川県 草刈WORKS 2159 木村 和也 ｷﾑﾗ ｶｽﾞﾔ 大阪府 BLAST
2070 北洞 泰輔 ﾎｸﾄﾞｳ ﾀｲｽｹ 大阪府 X-TREMER RACING 2160 守分 佑介 ﾓﾘﾜｹ ﾕｳｽｹ 滋賀県 ビワONEメテオ
2071 竹村 伸宏 ﾀｹﾑﾗ ﾉﾌﾞﾋﾛ 奈良県 EURO-WORKS 2161 石川 敦雄 ｲｼｶﾜ ｱﾂｵ 愛知県
2072 松原 慎⼆ ﾏﾂﾊﾞﾗ ｼﾝｼﾞ 大阪府 2162 松田 賢⼀ ﾏﾂﾀﾞ ｹﾝｲﾁ 兵庫県 Companio Kobe
2073 ⾼田 誠路 ﾀｶﾀ ｾｲｼﾞ 京都府 DENTISTARS 2163 福田 良 ﾌｸﾀﾞ ﾘｮｳ 京都府 Jokerʼs cycling team
2074 ⻘木 芳教 ｱｵｷ ﾖｼﾉﾘ 岐阜県 2164 倉田 貴⽣ ｸﾗﾀ ﾀｶｵ 愛知県 竹田設計⼯業⾃転⾞部
2075 内藤 寛⼆ ﾅｲﾄｳ ｶﾝｼﾞ 京都府 トーヨーCT 2165 木田 龍弘 ｷﾀﾞ ﾀﾂﾋﾛ 愛知県
2076 豊嶋 章彦 ﾄﾖｼﾏ ｱｷﾋｺ 京都府 BLUE DRAGON 2166 木下 強 ｷﾉｼﾀ ﾂﾖｼ 滋賀県 ビワONEメテオ
2077 吉兼 政人 ﾖｼｶﾈ ﾏｻﾄ 愛知県 2167 河島 茂 ｶﾜｼﾏ ｼｹﾞﾙ 大阪府 ⾃転⾞⼯房エコー
2078 阿部 紀男 ｱﾍﾞ ﾉﾘｵ 岐阜県 2168 紀ノ国⾕ 直司 ｷﾉｸﾆﾔ ﾀﾀﾞｼ 兵庫県 GENE BIKES 2軍
2079 今⻄ 進也 ｲﾏﾆｼ ｼﾝﾔ 大阪府 2169 牧 友雄 ﾏｷ ﾄﾓｵ 大阪府 SNS
2080 弦川 ⻯ ﾂﾙｶﾜ ﾘｮｳ 大阪府 2170 中山 浩⼆ ﾅｶﾔﾏ ｺｳｼﾞ 岐阜県
2081 和田 吉弘 ﾜﾀﾞ ﾖｼﾋﾛ 愛知県 2171 中瀬 雄介 ﾅｶｾ ﾕｳｽｹ 神奈川県
2082 竹野 大樹 ﾀｹﾉ ﾋﾛｷ 京都府 2172 土井 健治 ﾄﾞｲ ｹﾝｼﾞ 愛知県
2083 渡會 佳司 ﾜﾀﾗｲ ｹｲｼﾞ 愛知県 ダヴァイ 2173 馬場 厚守 ﾊﾞﾊﾞ ｱﾂﾓﾘ 愛知県
2084 片野 和也 ｶﾀﾉ ｶｽﾞﾔ 兵庫県 2174 大川 修弘 ｵｵｶﾜ ﾉﾌﾞﾋﾛ 岐阜県
2085 南 繁雄 ﾐﾅﾐ ｼｹﾞｵ 大阪府 2175 塚野 英俊 ﾂｶﾉ ﾋﾃﾞﾄｼ 滋賀県
2086 本庄 康人 ﾎﾝｼﾞｮｳ ﾔｽﾋﾄ 京都府 2176 吉成 ⼀真 ﾖｼﾅﾘ ｶｽﾞﾏｻ 大阪府 ChaPlus
2087 辻林 誠 ﾂｼﾞﾊﾞﾔｼ ﾏｺﾄ 大阪府 BTC 2177 松川 亜利樹 ﾏﾂｶﾜ ｱﾘｷ 三重県 ブレイカーズ
2088 村上 学 ﾑﾗｶﾐ ﾏﾅﾌﾞ 京都府 2178 櫟本 誠 ｲﾁﾉﾓﾄ ﾏｺﾄ 大阪府
2089 宇佐美 達己 ｳｻﾐ ﾀﾂﾐ 三重県 2179 五百蔵 雅之 ｲｵﾛｲ ﾏｻﾕｷ 大阪府 つうばいつうR
2090 伊藤 義泰 ｲﾄｳ ﾖｼﾔｽ 愛知県 オタフク 2180 ⻤頭 靖明 ｷﾄｳ ﾔｽｱｷ 三重県 チームふなぴー
2091 瀧本 直之 ﾀｷﾓﾄ ﾅｵﾕｷ 京都府 DIRT 2181 清水 ⻯次 ｼﾐｽﾞ ﾘｭｳｼﾞ 三重県 オタフク
2092 松山 隆祐 ﾏﾂﾔﾏ ﾘｭｳｽｹ 愛知県 ⾛・⾏・棟 2182 折⼾ 克成 ｵﾘﾄ ｶﾂﾅﾘ 岐阜県
2093 綾 勇 ｱﾔ ﾕｳ 兵庫県 2183 ⼩木曽 寿人 ｺｷﾞｿ ﾋｻﾄ 愛知県 Liverty
2094 大崎 雅信 ｵｵｻﾞｷ ﾏｻﾉﾌﾞ 滋賀県 ストッラーダレーシング 2184 岡崎 ⼀弘 ｵｶｻﾞｷ ｶｽﾞﾋﾛ 兵庫県
2095 安田 大輔 ﾔｽﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 愛知県 2185 河野 君典 ｺｳﾉ ｷﾐﾉﾘ 大阪府
2096 今井 朝彦 ｲﾏｲ ﾄﾓﾋｺ 京都府 2186 岡 雅也 ｵｶ ﾏｻﾔ 愛知県 チームVAAM・SAVAS
2097 ⿊木 伸彦 ｸﾛｷ ﾉﾌﾞﾋｺ 愛知県 町畑ソフトメンホークス（クロス） 2187 延籐 直樹 ｴﾝﾄﾞｳ ﾅｵｷ 兵庫県
2098 伊藤 徹郎 ｲﾄｳ ﾃﾂﾛｳ 愛知県 町畑ソフトメンホークス 2188 竹内 淳 ﾀｹｳﾁ ｼﾞｭﾝ 福井県
2099 中越 太志 ﾅｶｺﾞｴ ﾀｲｼ 愛知県 SIMIZU RACING 2189 中川 亮平 ﾅｶｶﾞﾜ ﾘｮｳﾍｲ 大阪府 ペダリン部
2100 水野 篤志 ﾐｽﾞﾉ ｱﾂｼ 滋賀県 2190 花井 晶規 ﾊﾅｲ ｱｷﾉﾘ 愛知県 NUKNUK
2101 伊藤 宏司 ｲﾄｳ ｺｳｼﾞ 滋賀県 kcr =【kiyoshi cycle racing】 2191 末田 直之 ｽｴﾀﾞ ﾅｵﾕｷ 岐阜県 gcsc
2102 真田 幸利 ｻﾅﾀﾞ ﾕｷﾄｼ 大阪府 2192 水⼝ 徹 ﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾄｵﾙ 岐阜県 O- racing
2103 和田 智彦 ﾜﾀﾞ ﾄﾓﾋｺ 兵庫県 チーム秋月 2193 服部 豊土 ﾊｯﾄﾘ ﾄﾖﾄ 愛知県
2104 大角 修治 ｵｵｽﾐ ｼｭｳｼﾞ 岐阜県 2194 伊藤 ⼀哉 ｲﾄｳ ｶｽﾞﾔ 岐阜県  ⻄美濃PEDAL MONSTERS
2105 岡野 透 ｵｶﾉ ﾄｵﾙ 大阪府 2195 ⾕名 修⼀ ﾀﾆﾅ ｼｭｳｲﾁ 奈良県 チームTY
2106 五⼗嵐 慎治 ｲｶﾞﾗｼ ｼﾝｼﾞ 福井県 前⼯チャリ部 2196 ⻄村 正人 ﾆｼﾑﾗ ﾏｻﾄ 兵庫県
2107 岡島 ⼀晃 ｵｶｼﾞﾏ ｲｯｺｳ 大阪府 2197 岡田 孝⾏ ｵｶﾀﾞ ﾀｶﾕｷ 大阪府 tubi
2108 浅野 誠 ｱｻﾉ ﾏｺﾄ 岐阜県 2198 佐々木 康 ｻｻｷ ﾔｽｼ 愛知県 Tricolore Racing
2109 中根 由 ﾅｶﾈ ﾕｲ 愛知県 2199 加藤 祐哉 ｶﾄｳ ﾕｳﾔ 愛知県 穂ノ国⾃転⾞愛好会
2110 伊藤 弘明 ｲﾄｳ ﾋﾛｱｷ 三重県 おたふく 2200 ⻄條 文隆 ｻｲｼﾞｮｳ ﾌﾐﾀｶ 滋賀県 tsky

2201 東 ⾼宏 ｱｽﾞﾏ ﾀｶﾋﾛ 大阪府
2202 菊池 謙次 ｷｸﾁ ｹﾝｼﾞ 愛知県
2203 桃井 真樹 ﾓﾓｲ ﾏｻｷ 愛知県
2204 倉本 稔久 ｸﾗﾓﾄ ﾄｼﾋｻ 愛知県

6．男⼦E（40歳〜44歳） 458名 2205 米村 健児 ﾖﾈﾑﾗ ｹﾝｼﾞ 兵庫県 BaySonRacing
No. 氏名 フリガナ 都道府県 チーム名 2206 嶋崎 靖 ｼﾏｻﾞｷ ﾔｽｼ 岐阜県
2121 眞鍋 誠 ﾏﾅﾍﾞ ﾏｺﾄ 徳島県 チームリベロ 2207 加藤 武 ｶﾄｳ ﾀｹｼ 岐阜県 MFK Racing
2122 芝 武志 ｼﾊﾞ ﾀｹｼ 大阪府 2208 大沼 淳 ｵｵﾇﾏ ｼﾞｭﾝ 愛知県 日中⾃転⾞くらぶ
2123 松下 誠 ﾏﾂｼﾀ ﾏｺﾄ 徳島県 チームリベロ 2209 福田 隆宏 ﾌｸﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 京都府
2124 堀尾 茂央 ﾎﾘｵ ｼｹﾞｵ 愛知県 2210 林⼝ 健司 ﾊﾔｼｸﾞﾁ ｹﾝｼﾞ 滋賀県 チームレグルス
2125 富田 岳史 ﾄﾐﾀ ﾀｹｼ 石川県 トンデモクラブ 2211 能美 善彦 ﾉｳﾐ ﾖｼﾋｺ 愛知県 いとう内科クリニックRT
2126 阿部 智昭 ｱﾍﾞ ﾄﾓｱｷ 徳島県 モー堀ヒルクライム部 2212 植草 貴⾏ ｳｴｸｻ ﾀｶﾕｷ 愛知県
2127 斎藤 直哉 ｻｲﾄｳ ﾅｵﾔ 愛知県 チームサンリツ 2213 木塚 暁喜 ｷﾂﾞｶ ｱｷﾉﾌﾞ 大阪府
2128 今井 貴司 ｲﾏｲ ﾀｶｼ 愛知県 2214 大城 宗⽣ ｵｵｼﾛ ﾑﾈｵ 京都府 teamO
2129 加藤 亮 ｶﾄｳ ﾘｮｳ 愛知県 2215 大城 雄史 ｵｵｼﾛ ﾕｳｼﾞ 京都府 teamO
2130 村上 学 ﾑﾗｶﾐ ﾏﾅﾌﾞ 愛知県 FRぎじゅちゅぶ 2216 河野 覚 ｶﾜﾉ ｻﾄﾙ 愛知県
2131 野田 繕稔 ﾉﾀﾞ ﾖｼﾅﾘ 岐阜県 Team Kobato 2217 豊嶋 大輔 ﾄﾖｼﾏ ﾀﾞｲｽｹ 愛知県 Team Diagnosis
2132 大宅 悟朗 ｵｵﾔｹ ｺﾞﾛｳ 兵庫県 Bandits 2218 畠山 慎⼀ ﾊﾀｹﾔﾏ ｼﾝｲﾁ 大阪府 OUMEDOS
2133 石川 博基 ｲｼｶﾜ ﾋﾛｷ 岐阜県 2219 河崎 匡亮 ｶﾜｻｷ ﾏｻｱｷ 滋賀県 NCBC
2134 薦田 俊⼀ ｺﾓﾀﾞ ﾄｼｶｽﾞ 大阪府 サニーサイドBLAST 2220 鈴木 章久 ｽｽﾞｷ ｱｷﾋｻ 愛知県 PUKA Chari Club
2135 岩根 勝彦 ｲﾜﾈ ｶﾂﾋｺ 奈良県 2221 横山 晋也 ﾖｺﾔﾏ ｼﾝﾔ 京都府 月曜道上
2136 丸山 和人 ﾏﾙﾔﾏ ｶｽﾞﾄ 京都府 堀場製作所⾃転⾞倶楽部 2222 ⻄前 龍也 ﾆｼﾏｴ ﾀﾂﾔ 奈良県
2137 久保 累 ｸﾎﾞ ﾙｲ 京都府 堀場製作所⾃転⾞倶楽部 2223 嶋本 和彦 ｼﾏﾓﾄ ｶｽﾞﾋｺ 大阪府
2138 木村 弘嗣 ｷﾑﾗ ﾋﾛﾂｸﾞ 大阪府 白いキリン 2224 飯塚 洋司 ｲｲﾂﾞｶ ﾋﾛｼ 福井県 Little Be Racing (飯塚モータース）
2139 川上 賢⼀ ｶﾜｶﾐ ｹﾝｲﾁ 兵庫県 GENE BIKES 2225 平野 誠 ﾋﾗﾉ ﾏｺﾄ 富山県 Revolver
2140 森 正寿 ﾓﾘ ﾏｻﾄｼ 滋賀県 Moonbikes⻯王 2226 中⻄ ⼀郎 ﾅｶﾆｼ ｲﾁﾛｳ 和歌山県
2141 芝滝 雅之 ｼﾊﾞﾀｷ ﾏｻﾕｷ 大阪府 Ameちゃり 2227 岡村 昌敏 ｵｶﾑﾗ ﾏｻﾄｼ 岐阜県 関サイクリング同好会
2142 杉山 亨 ｽｷﾞﾔﾏ ﾄｵﾙ 岐阜県 Team Kobato 2228 清水 孝太郎 ｼﾐｽﾞ ｺｳﾀﾛｳ 大阪府



2229 ⼆之宮 洋平 ﾆﾉﾐﾔ ﾖｳﾍｲ 三重県 2315 矢野 修 ﾔﾉ ｵｻﾑ 愛知県
2230 塚本 憲治 ﾂｶﾓﾄ ｹﾝｼﾞ 愛知県 Crazy train R 2316 中村 幸博 ﾅｶﾑﾗ ﾕｷﾋﾛ 愛知県 k.z.h
2231 ⼆木 康氏 ﾌﾀｷﾞ ﾔｽｼ 岐阜県 gcsc 2317 内藤 正隆 ﾅｲﾄｳ ﾏｻﾀｶ 京都府
2232 ⼩野 武士 ｵﾉ ﾀｹｼ 大阪府 900レーシング 2318 松岡 幸雄 ﾏﾂｵｶ ﾕｷｵ 愛知県 おたふく
2233 佐藤 尚徳 ｻﾄｳ ﾀｶﾉﾘ 愛知県 2319 三村 裕⼆ ﾐﾑﾗ ﾕｳｼﾞ 岐阜県
2234 神田 武彦 ｶﾝﾀﾞ ﾀｹﾋｺ 岐阜県 チームヤマシゲ 2320 別曽 達也 ﾍﾞｯｿ ﾀﾂﾔ 兵庫県 MRJ
2235 ⻫藤 健治 ｻｲﾄｳ ｹﾝｼﾞ 福井県 GEBA GEBA 2321 ⾼柳 泰 ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾋﾛｼ 大阪府
2236 松尾 吉朗 ﾏﾂｵ ﾖｼﾛｳ 岐阜県 gcsc 2322 川本 貴宏 ｶﾜﾓﾄ ﾀｶﾋﾛ 岐阜県
2237 近田 浩 ﾁｶﾀﾞ ﾋﾛｼ 愛知県 BEANS RACING 2323 酒井 有悟 ｻｶｲ ﾕｳｺﾞ 滋賀県
2238 八木 伸明 ﾔｷﾞ ﾉﾌﾞｱｷ 大阪府 つうばいつうR 2324 丸⼦ 良太 ﾏﾙｺ ﾘｮｳﾀ 京都府 山岳推進部
2239 田中 盛雄 ﾀﾅｶ ﾓﾘｵ 京都府 ストラーダR 2325 網干 盛志 ｱﾎﾞｼ ｾｲｼﾞ 兵庫県 HRC
2240 下田 渉 ｼﾓﾀﾞ ﾜﾀﾙ 京都府 2326 萩原 秀之 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾋﾃﾞﾕｷ 静岡県
2241 佐橋 賢太郎 ｻﾊｼ ｹﾝﾀﾛｳ 滋賀県 FR2 2327 平井 宏治 ﾋﾗｲ ﾋﾛﾊﾙ 愛知県 山北フェニックス
2242 余語 英之 ﾖｺﾞ ﾋﾃﾞﾕｷ 愛知県 2328 服部 良 ﾊｯﾄﾘ ﾘｮｳ 三重県
2243 辻内 直樹 ﾂｼﾞｳﾁ ﾅｵｷ 滋賀県 2329 橋本 哲 ﾊｼﾓﾄ ｻﾄｼ 滋賀県 i-BILANCIA
2244 宮田 恵英 ﾐﾔﾀ ﾖｼﾋﾃﾞ 大阪府 ラビットストリートベイサイドモール 2330 後藤 博⼀ ｺﾞﾄｳ ﾋﾛｶｽﾞ 愛知県 チーム　cysil
2245 林 恭平 ﾊﾔｼ ｷｮｳﾍｲ 和歌山県 アバンギャルド 2331 安田 直記 ﾔｽﾀﾞ ﾅｵｷ 京都府 i-BILANCIA
2246 河合 邦育 ｶﾜｲ ｸﾆﾔｽ 岐阜県 2332 清水 尚志 ｼﾐｽﾞ ﾋｻｼ 大阪府 いちもくさん
2247 植田 敦尋 ｳｴﾀﾞ ｱﾂﾋﾛ 大阪府 team-JAD 2333 法常 博 ﾉﾘﾂﾈ ﾋﾛｼ 大阪府 Cycling Team 御路
2248 原 真吾 ﾊﾗ ｼﾝｺﾞ 愛知県 アピ シクリウムクルップ 2334 丹下 雅人 ﾀﾝｹﾞ ﾏｻﾄ 滋賀県 ダイハツ
2249 森川 典英 ﾓﾘｶﾜ ﾉﾘﾋﾃﾞ 奈良県 2335 水野 晃宏 ﾐｽﾞﾉ ｱｷﾋﾛ 福井県
2250 倉貫 弘務 ｸﾗﾇｷ ﾋﾛﾑ 京都府 PUNK WORKS JAPAN 2336 徳田 靖 ﾄｸﾀﾞ ﾔｽｼ 愛知県
2251 米田 昌治 ﾖﾈﾀﾞ ｼｮｳｼﾞ 大阪府 Team FRAT 2337 池⾒ 真⼀ ｲｹﾐ ｼﾝｲﾁ 石川県 獅⼦吼塾&幽霊部員
2252 吉川 朋伸 ﾖｼｶﾜ ﾄﾓﾉﾌﾞ 福井県 武丹本舗 2338 徳木 健⼆ ﾄｸｷﾞ ｹﾝｼﾞ 石川県 獅⼦吼塾&幽霊部員
2253 田中 真平 ﾀﾅｶ ｼﾝﾍﾟｲ 京都府 仏式チョッパーズ 2339 森脇 宏之 ﾓﾘﾜｷ ﾋﾛﾕｷ 大阪府 MegaHips
2254 上崎 勇也 ｺｳｻﾞｷ ﾕｳﾔ 和歌山県 TEAM SANREMO 2340 三浦 修 ﾐｳﾗ ｵｻﾑ 愛知県
2255 佐藤 徹也 ｻﾄｳ ﾃﾂﾔ 大阪府 2341 久野 嘉臣 ｸﾉ ﾖｼﾐ 愛知県
2256 中嶋 善貴 ﾅｶｼﾞﾏ ﾖｼｷ 京都府 2342 森下 育衛 ﾓﾘｼﾀ ｲｸｴ 愛知県
2257 益田 喬 ﾏｽﾀﾞ ﾀｶｼ 滋賀県 LOKO RACING 2343 若杉 武史 ﾜｶｽｷﾞ ﾀｹｼ 愛知県
2258 井⼝ 能隆 ｲｸﾞﾁ ﾖｼﾀｶ 大阪府 2344 杉浦 亮⼆ ｽｷﾞｳﾗ ﾘｮｳｼﾞ 愛知県
2259 奥川 夏弥 ｵｸｶﾞﾜ ﾅﾂﾔ 滋賀県 White Jack 2345 ⾼橋 陽介 ﾀｶﾊｼ ﾖｳｽｹ 大阪府 TEAM GUT'S
2260 山田 賢⼆ ﾔﾏﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 大阪府 2346 山下 拓 ﾔﾏｼﾀ ﾀｸ 兵庫県
2261 ⻑野 友明 ﾅｶﾞﾉ ﾄﾓｱｷ 大阪府 Bicycle color 2347 北田 誠 ｷﾀﾀﾞ ﾏｺﾄ 大阪府 Collina Z
2262 堅名 潔 ｹﾝﾅ ｷﾖｼ 滋賀県 D-RACING 2348 片岡 正也 ｶﾀｵｶ ﾏｻﾔ 大阪府
2263 浅野 義⾼ ｱｻﾉ ﾖｼﾀｶ 大阪府 2349 ⾼橋 宏典 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾉﾘ 大阪府 HCS
2264 松芝 和幸 ﾏﾂｼﾊﾞ ｶｽﾞﾕｷ 滋賀県 SUIRIN 2350 伊東 光明 ｲﾄｳ ｺｳﾒｲ 福井県
2265 松岡 紀夫 ﾏﾂｵｶ ﾉﾘｵ 京都府 2351 ⾼村 英志 ﾀｶﾑﾗ ﾋﾃﾞﾕｷ 富山県
2266 豊岡 良丞 ﾄﾖｵｶ ﾘｮｳｽｹ 愛知県 2352 山本 英⾏ ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾃﾞﾕｷ 兵庫県
2267 津野 幸松 ﾂﾉ ﾕｷﾏﾂ 愛知県 2353 佐藤 耕平 ｻﾄｳ ｺｳﾍｲ 京都府 サイクロトロン ターゲッツ
2268 松尾 俊彦 ﾏﾂｵ ﾄｼﾋｺ 兵庫県 TEAM KNP 2354 清水 哲朗 ｼﾐｽﾞ ﾃﾂﾛｳ 京都府 The☆whoo
2269 松崎 裕⼀ ﾏﾂｻﾞｷ ﾕｳｲﾁ 三重県 オタフク 2355 林 浩司 ﾊﾔｼ ｺｳｼﾞ 愛知県
2270 溝⼝ 誠⼆ ﾐｿﾞｸﾞﾁ ｾｲｼﾞ 大阪府 2356 杉本 啓樹 ｽｷﾞﾓﾄ ﾋﾛｷ 石川県 パワーキック
2271 新名 領⼀ ﾆｲﾅ ﾘｮｳｲﾁ 愛知県 RNRC 2357 清水 聡 ｼﾐｽﾞ ｻﾄｼ 岐阜県 APIシクリスムクルッブ
2272 塚本 創 ﾂｶﾓﾄ ﾊｼﾞﾒ 滋賀県 大会好きの貧脚 2358 内田 裕之 ｳﾁﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 三重県 Team DTK
2273 ⻑⾕川 文晃 ﾊｾｶﾞﾜ ﾌﾐｱｷ 愛知県 TCC 2359 ⽣野 耕平 ｲｸﾉ ｺｳﾍｲ 京都府
2274 山田 謙⼀ ﾔﾏﾀﾞ ｹﾝｲﾁ 兵庫県 2360 山崎 拓哉 ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｸﾔ 石川県 バルバクラブカナザワ
2275 水⾕ 秀和 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 三重県 2361 末永 信介 ｽｴﾅｶﾞ ｼﾝｽｹ 大阪府
2276 岡本 大介 ｵｶﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ 大阪府 ベッキーシクロクロス 2362 沖本 篤 ｵｷﾓﾄ ｱﾂｼ 大阪府 HRT
2277 井上 淳 ｲﾉｳｴ ｼﾞｭﾝ 岐阜県 2363 田中 雅人 ﾀﾅｶ ﾏｻﾄ 大阪府 ムーンバイクス
2278 保田 直哉 ﾔｽﾀﾞ ﾅｵﾔ 京都府 LOKO RACING 2364 内田 司 ｳﾁﾀﾞ ﾂｶｻ 三重県 WILSON CYCLE BLACK
2279 ⾼山 訓史 ﾀｶﾔﾏ ｻﾄｼ 大阪府 team sakatani 2365 ⼩椋 健太郎 ｵｸﾞﾗ ｹﾝﾀﾛｳ 岐阜県 TCS
2280 池垣 友崇 ｲｹｶﾞｷ ﾄﾓﾀｶ 大阪府 team sakatani 2366 ⻄浜 弘智 ﾆｼﾊﾏ ﾋﾛﾉﾘ 大阪府
2281 杉浦 秀紀 ｽｷﾞｳﾗ ﾋﾃﾞﾉﾘ 愛知県 2367 古市 邦夫 ﾌﾙｲﾁ ｸﾆｵ 富山県 バルバクラブトヤマ
2282 ⾜⽴ 雅則 ｱﾀﾞﾁ ﾏｻﾉﾘ 兵庫県 2368 川瀬 晃⼀ ｶﾜｾ ｺｳｲﾁ 大阪府 チームはるふゆ
2283 平シ也 成日召 ﾋﾗｲｹ ｼｹﾞｱｷ 大阪府 ナカガワRC・寝夜練 2369 ⾼岡 雅知 ﾀｶｵｶ ﾏｻﾄﾓ 大阪府 Rabbit Street あべの近鉄店
2284 山崎 直樹 ﾔﾏｻﾞｷ ﾅｵｷ 三重県 2370 河野 豊 ｺｳﾉ ﾕﾀｶ 奈良県
2285 糸井 重之 ｲﾄｲ ｼｹﾞﾕｷ 大阪府 2371 味⾕ 孝宏 ﾐﾔ ﾀｶﾋﾛ 大阪府
2286 梶原 靖友 ｶｼﾞﾊﾗ ﾔｽﾄﾓ 愛知県 クロモリ363 2372 鈴木 英徳 ｽｽﾞｷ ﾋﾃﾞﾉﾘ ⻑野県
2287 中嶋 貴 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｶｼ 愛知県 2373 ⻄澤 悟 ﾆｼｻﾞﾜ ｻﾄﾙ 愛知県
2288 五⼗川 真⼀ ｲｶｶﾞﾜ ｼﾝｲﾁ 岐阜県 ラマン 2374 大佐古 徹 ｵｵｻｺ ﾄｵﾙ 大阪府 TEAM  RSO racing 
2289 安田 真史 ﾔｽﾀﾞ ﾏｻｼ 石川県 2375 三浦 幹男 ﾐｳﾗ ﾐｷｵ 大阪府
2290 水井 健雄 ﾐｽﾞｲ ﾔｽｵ 兵庫県 みっちょ 2376 大原 健嗣 ｵｵﾊﾗ ｹﾝｼﾞ 愛知県 Wing foot
2291 ⼆宮 隆吉 ﾆﾉﾐﾔ ﾀｶﾖｼ 大阪府 2377 横川 最 ﾖｺｶﾞﾜ ﾕﾀｶ 愛知県 Wingfoot
2292 石橋 雄⼀郎 ｲｼﾊﾞｼ ﾕｳｲﾁﾛｳ 滋賀県 2378 鈴木 貴智 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾄﾓ 愛知県
2293 早瀬 由朗 ﾊﾔｾ ﾖｼﾛ 福井県 2379 木村 貴志 ｷﾑﾗ ﾀｶｼ 大阪府 TUFFSTUFF タフスタッフ
2294 澤田 寛人 ｻﾜﾀﾞ ﾋﾛﾄ 福井県 2380 弥田 和徳 ﾔﾀﾞ ｶｽﾞﾉﾘ 兵庫県 TUFFSTUFF タフスタッフ
2295 北野 裕司 ｷﾀﾉ ﾕｳｼﾞ 滋賀県 ＮＲＣ 2381 田中 大樹 ﾀﾅｶ ﾋﾛｷ 大阪府 TopField
2296 植田 武士 ｳｴﾀﾞ ﾀｹｼ 滋賀県 2382 森⼝ 和彦 ﾓﾘｸﾞﾁ ｶｽﾞﾋｺ 兵庫県
2297 栫井 大地 ｶｺｲ ﾀﾞｲﾁ 京都府 限界よろしく 2383 山⼝ 稔 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐﾉﾙ 愛知県
2298 井澤 龍平 ｲｻﾞﾜ ﾘｮｳﾍｲ 三重県 2384 愛清 仁 ｱｲｷﾖ ﾋﾄｼ 福井県 豊田⾃動織機ハムスターズ
2299 渋沢 篤志 ｼﾌﾞｻﾜ ｱﾂｼ 大阪府 2385 影井 宏⼀郎 ｶｹﾞｲ ｺｳｲﾁﾛｳ 愛知県
2300 竹村 健太朗 ﾀｹﾑﾗ ｹﾝﾀﾛｳ 大阪府 Team Via 2386 嘉数 昇太郎 ｶｶｽﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ 三重県 ターミネーターRT
2301 大橋 征幸 ｵｵﾊｼ ﾏｻﾕｷ 岐阜県 フットワークRC 2387 中野 直也 ﾅｶﾉ ﾅｵﾔ 兵庫県 ウオズミサイクル
2302 森田 隆太郎 ﾓﾘﾀ ﾘｭｳﾀﾛｳ 東京都 2388 森井 貴寛 ﾓﾘｲ ﾀｶﾋﾛ 福井県 前⼯チャリ部
2303 塚本 英⼆ ﾂｶﾓﾄ ｴｲｼﾞ 愛知県 TOTEC468 2389 ⾦崎 耕⼀郎 ｶﾅｻｷ ｺｳｲﾁﾛｳ 兵庫県 チーム　レッドパイン
2304 岡芹 弘幸 ｵｶｾﾘ ﾋﾛﾕｷ 東京都 O-Blood with Lagavulin 2390 中川 雅文 ﾅｶｶﾞﾜ ﾏｻﾌﾐ 滋賀県
2305 岸 洋平 ｷｼ ﾖｳﾍｲ 三重県 2391 柴田 栄治 ｼﾊﾞﾀ ｴｲｼﾞ 愛知県
2306 久原 弘士 ﾋｻﾊﾗ ﾋﾛｼ 兵庫県 2392 楢原 亮祐 ﾅﾗﾊﾗ ﾘｮｳｽｹ 兵庫県
2307 大内 忍 ｵｵｳﾁ ｼﾉﾌﾞ 兵庫県 いつセブ 2393 ⾼畑 巡 ﾀｶﾊﾀ ﾒｸﾞﾙ 静岡県 Team 月花水穂
2308 境 賢治 ｻｶｲ ｹﾝｼﾞ 兵庫県 2394 北條 慈応 ﾎｳｼﾞｮｳ ｼﾞｵｳ 奈良県 team Ragazzi
2309 三本 純平 ﾐﾓﾄ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 大阪府 2395 岩崎 幸太 ｲﾜｻｷ ｺｳﾀ 大阪府 Rabbit Street ﾍﾞｲｻｲﾄﾞﾓｰﾙ
2310 ⾜利 寧 ｱｼｶｶﾞ ﾔｽｼ 愛知県 2396 原 勝彦 ﾊﾗ ｶﾂﾋｺ 愛知県
2311 教野 友作 ｷｮｳﾉ ﾕｳｻｸ 滋賀県 ビワone メテオ 2397 山内 康司 ﾔﾏｳﾁ ｺｳｼﾞ 愛知県
2312 増田 宜浩 ﾏｽﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 愛知県 TEV TEN 2398 福井 英樹 ﾌｸｲ ﾋﾃﾞｷ 大阪府
2313 加藤 佳⾼ ｶﾄｳ ﾖｼﾀｶ 愛知県 2399 藤井 晋作 ﾌｼﾞｲ ｼﾝｻｸ 兵庫県
2314 前川 大輔 ﾏｴｶﾜ ﾀﾞｲｽｹ 大阪府 2400 宮⼝ 広志 ﾐﾔｸﾞﾁ ﾋﾛｼ 兵庫県 TEAM WHITE



2401 武田 有司 ﾀｹﾀﾞ ﾕｳｼﾞ 石川県 SAN-SYO TRACKS(三焦交通） 2487 柚木 伸介 ﾕﾉｷ ﾉﾌﾞﾕｷ 三重県
2402 飯田 豊 ｲｲﾀﾞ ﾕﾀｶ 愛知県 チーム殿ご乱心 2488 角水 洋 ｶｸｽｲ ﾋﾛｼ 滋賀県 フラットアウト
2403 植坂 岳治 ｳｴｻｶ ｶﾞｸｼﾞ 埼玉県 2489 佐藤 大輔 ｻﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ 岐阜県 てるてるタイガー
2404 田中 秀明 ﾀﾅｶ ﾋﾃﾞｱｷ 愛知県 2490 下地 健雄 ｼﾓｼﾞ ﾀｹｵ 愛知県 YHCC
2405 冨田 洋介 ﾄﾐﾀ ﾖｳｽｹ 兵庫県 2491 桐山 紀人 ｷﾘﾔﾏ ﾉﾘﾋﾄ 愛知県
2406 東 聖志 ｱｽﾞﾏ ｻﾄｼ 福井県 2492 ⻄尾 哲史 ﾆｼｵ ｻﾄｼ 兵庫県 サクラマチサイクル
2407 大槻 充 ｵｵﾂｷ ﾐﾂﾙ 大阪府 TEAM WHITE 2493 滋賀 景介 ｼｶﾞ ｹｲｽｹ 京都府
2408 山川 晃平 ﾔﾏｶﾜ ｺｳﾍｲ 兵庫県 2494 才川 眞幸 ｻｲｶﾞﾜ ﾏｻﾕｷ 滋賀県
2409 ⼩渕 琢 ｺﾌﾞﾁ ﾀｸﾏ 愛知県 ユーロード 2495 添田 将智 ｿｴﾀﾞ ﾏｻﾄﾓ 滋賀県
2410 櫻井 規善 ｻｸﾗｲ ｷﾖｼ ⻑野県 2496 佐倉 友和 ｻｸﾗ ﾄﾓｶｽﾞ 大阪府 A・P・C
2411 横田 佳洋 ﾖｺﾀ ﾖｼﾋﾛ 大阪府 チームポッポ 2497 木村 泰久 ｷﾑﾗ ﾔｽﾋｻ 京都府
2412 山際 賢三 ﾔﾏｷﾞﾜ ｹﾝｿﾞｳ 岐阜県 O-RACING 2498 彦坂 卓則 ﾋｺｻｶ ﾀｶﾉﾘ 愛知県
2413 安⽴ 昌司 ｱﾀﾞﾁ ﾏｻｼ 兵庫県 シラサギサイクル 2499 原田 匠 ﾊﾗﾀﾞ ﾀｸﾐ 滋賀県
2414 河合 司 ｶﾜｲ ﾂｶｻ 岐阜県 2500 岡崎 由幸 ｵｶｻﾞｷ ﾖｼﾕｷ 和歌山県  TEAM SANREMO
2415 日比野 健 ﾋﾋﾞﾉ ﾀｹｼ 滋賀県 2501 ⻄村 雄成 ﾆｼﾑﾗ ｵｻﾅ 三重県
2416 大橋 俊之 ｵｵﾊｼ ﾄｼﾉﾌﾞ 大阪府 2502 ⻑⾕川 誠 ﾊｾｶﾞﾜ ﾏｺﾄ 福井県 バルバクラブフクイ
2417 石田 正義 ｲｼﾀﾞ ﾏｻﾖｼ 静岡県 ｔｅａｍひょうちゃん 2503 千賀 悦志 ｾﾝｶﾞ ｴﾂｼ 大阪府
2418 表原 武史 ｵﾓﾃﾊﾗ ﾀｹｼ 徳島県 2504 松下 計介 ﾏﾂｼﾀ ｹｲｽｹ 京都府 たからくじ同好会
2419 山⼝ 隼人 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾔﾄ 愛知県 2505 池田 宏 ｲｹﾀﾞ ﾋﾛｼ 兵庫県 カンパニオ KOBE
2420 加藤 正⼀ ｶﾄｳ ﾏｻｶｽﾞ 大阪府 2506 井川 太郎 ｲｶﾜ ﾀﾛｳ 岐阜県 ＥＬＭＯ
2421 渡邊 卓哉 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｸﾔ 岐阜県 2507 吉岡 直樹 ﾖｼｵｶ ﾅｵｷ 京都府 BLUE DRAGON
2422 奥田 仁夢 ｵｸﾀﾞ ｼﾞﾝﾑ 大阪府 Salata　Bianca　Kobe 2508 天池 光士 ｱﾏｲｹ ﾐﾂｼ 岐阜県
2423 木村 元樹 ｷﾑﾗ ﾓﾄｷ 大阪府 PC豊⾥ 2509 ⼩浦方 義則 ｺｳﾗｶﾀ ﾖｼﾉﾘ 愛知県
2424 筧 昌也 ｶｹﾋ ﾏｻﾔ 岐阜県 2510 吉村 茂典 ﾖｼﾑﾗ ｼｹﾞﾉﾘ 奈良県 ラジスタ
2425 日吉 健⼀ ﾋﾖｼ ｹﾝｲﾁ 愛知県 リミテッドチーム846 2511 日置 雄策 ﾋｵｷ ﾕｳｻｸ 滋賀県
2426 鷲⾒ 博文 ｽﾐ ﾋﾛﾌﾐ 岐阜県 2512 鈴木 浩司 ｽｽﾞｷ ﾋﾛｼ 愛知県 テックスポーツカミハギ
2427 鈴木 宏彰 ｽｽﾞｷ ﾋﾛｱｷ 愛知県 Teamまるいち 2513 濱中 伸互 ﾊﾏﾅｶ ｼﾝｺﾞ 愛知県 Team☆ＭＳＳ
2428 渡邊 介 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｲ 兵庫県 2514 太田 周児 ｵｵﾀ ｼｭｳｼﾞ 愛知県
2429 安形 真 ｱｶﾞﾀ ﾏｺﾄ 愛知県 Baka Torque 2515 南 和宏 ﾐﾅﾐ ｶｽﾞﾋﾛ 大阪府 ベッキーファンライド
2430 河合 洋佑 ｶﾜｲ ﾖｳｽｹ 兵庫県 2516 山内 康司 ﾔﾏｳﾁ ｺｳｼﾞ 愛知県
2431 宮本 康弘 ﾐﾔﾓﾄ ﾔｽﾋﾛ 福井県 バルバクラブフクイ 2517 大⻄ 武史 ｵｵﾆｼ ﾀｹｼ 京都府 CLOUD9ers+KCT
2432 石⾕ 享之 ｲｼﾀﾆ ﾀｶﾕｷ 滋賀県 Velo de voyageurs 2518 松村 篤 ﾏﾂﾑﾗ ｱﾂｼ 京都府 KCT
2433 山本 諭 ﾔﾏﾓﾄ ｻﾄｼ 兵庫県 2519 森 義雄 ﾓﾘ ﾖｼｵ 岐阜県
2434 土田 大輔 ﾂﾁﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 京都府 2520 早川 昇司 ﾊﾔｶﾜ ｼｮｳｼﾞ 岐阜県 ⻄美濃PEDAL MONSTERS
2435 森岡 伸悦 ﾓﾘｵｶ ﾉﾌﾞﾖｼ 愛知県 2521 ⼩林 亨 ｺﾊﾞﾔｼ ﾄｵﾙ 大阪府
2436 牛田 成俊 ｳｼﾀﾞ ﾅﾙﾄｼ 愛知県 2522 山 武史 ﾔﾏ ﾀｹｼ 愛知県 チームぼてぽた
2437 佐々木 章 ｻｻｷ ｱｷﾗ 愛知県 2523 津田 正和 ﾂﾀﾞ ﾏｻｶｽﾞ 岐阜県
2438 田中 ⼀⾏ ﾀﾅｶ ｶｽﾞﾕｷ 大阪府 2524 増田 明浩 ﾏｽﾀﾞ ｱｷﾋﾛ 愛知県
2439 ⼩嶋 浩亨 ｺｼﾞﾏ ﾋﾛﾕｷ 奈良県 2525 柳本 達夫 ﾔﾅｷﾞﾓﾄ ﾀﾂｵ 滋賀県 Loko bicycle
2440 前川 智 ﾏｴｶﾜ ｻﾄｼ 愛知県 2526 大竹 ⻫ ｵｵﾀｹ ﾀﾀﾞｼ 兵庫県
2441 浅野 温 ｱｻﾉ ｱﾂｼ 愛知県 2527 浅川 敦史 ｱｻｶﾜ ｱﾂｼ 愛知県
2442 森本 哲 ﾓﾘﾓﾄ ｻﾄﾙ 愛知県 2528 ⾼橋 勇次 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｼﾞ 岐阜県 ダイセーエクスプレスシステム
2443 ⿊田 秀之 ｸﾛﾀﾞ ﾋﾃﾞﾕｷ 東京都 チーム　大月美人 2529 吉田 正也 ﾖｼﾀﾞ ﾏｻﾔ 兵庫県
2444 大場 徹也 ｵｵﾊﾞ ﾃﾂﾔ 愛知県 2530 ⻑⾕川 健⼀ ﾊｾｶﾞﾜ ｹﾝｲﾁ 愛知県 はせちゃん
2445 増本 卓 ﾏｽﾓﾄ ｽｸﾞﾙ 千葉県 チーム 大月美人 2531 久後 雅也 ｸｺﾞ ﾏｻﾔ 愛知県 JLL キャンピングクラブ
2446 大森 祐司 ｵｵﾓﾘ ﾕｳｼﾞ 滋賀県 Team　Mt　Nabe 2532 鈴木 友 ｽｽﾞｷ ﾄﾓ 三重県
2447 木田 敬信 ｷﾀﾞ ｹｲｼﾝ 石川県 バルバクラブ　ハクサン 2533 松原 光男 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾐﾂｵ 岐阜県 NSGP95
2448 鈴木 健⼀郎 ｽｽﾞｷ ｹﾝｲﾁﾛｳ 愛知県 2534 作田 修⼀ ｻｸﾀ ｼｭｳｲﾁ 愛知県
2449 中山 実 ﾅｶﾔﾏ ﾏｺﾄ 愛知県 武蔵野サイ研 2535 横井 敏幸 ﾖｺｲ ﾄｼﾕｷ 岐阜県 O☆RACING
2450 村上 真央 ﾑﾗｶﾐ ﾏｵ 福井県 MIVRO 2536 宮田 洋希 ﾐﾔﾀ ﾋﾛｷ 愛知県
2451 安東 基統 ｱﾝﾄﾞｳ ﾓﾄﾐﾁ 愛知県 2537 鶴⾕ 信之 ﾂﾙﾀﾆ ﾉﾌﾞﾕｷ 大阪府
2452 ⻄岡 義成 ﾆｼｵｶ ﾖｼﾅﾘ 兵庫県 2538 横田 ⼀朗 ﾖｺﾀ ｲﾁﾛｳ 滋賀県
2453 ⻄野 洋⼀ ﾆｼﾉ ﾖｳｲﾁ 岐阜県 2539 社納 真⼀郎 ｼｬﾉｳ ｼﾝｲﾁﾛｳ 大阪府 ＣＴＣ大阪⾃転⾞部
2454 溝部 純 ﾐｿﾞﾍﾞ ｼﾞｭﾝ 愛知県 ジュンチャン 2540 土肥 弘忠 ﾄﾞﾋ ﾋﾛﾀﾀﾞ 福井県 Little Be Racing (飯塚モータース)
2455 原 英樹 ﾊﾗ ﾋﾃﾞｷ 東京都 チーム維吹樹 2541 菊池 雅樹 ｷｸﾁ ﾏｻｷ 京都府
2456 Catt Adam ｷｬｯﾄ ｱﾀﾞﾑ 京都府 どすこい部屋＆Wolves 2542 ⻄田 洋志 ﾆｼﾀﾞ ﾋﾛｼ 兵庫県
2457 内山 栄⼀ ｳﾁﾔﾏ ｴｲｲﾁ 愛知県 konsinレーシング 2543 南平 喜代和 ﾅﾝﾍﾟｲ ｷﾖｶｽﾞ 滋賀県 ｋｃｒ＝ kiyoshi cycle racing
2458 苗村 正樹 ﾅﾑﾗ ﾏｻｷ 滋賀県 2544 川田 賢 ｶﾜﾀ ｹﾝ 滋賀県 ｋｃｒ＝ kiyoshi cycle racing
2459 北嶋 幸治 ｷﾀｼﾏ ｺｳｼﾞ 富山県 2545 中井 浩⼆ ﾅｶｲ ｺｳｼﾞ 滋賀県 ｋｃｒ＝ kiyoshi cycle racing
2460 木田 敏弘 ｷﾀﾞ ﾄｼﾋﾛ 大阪府 soleil de l'est 2546 牧草 亮輔 ﾏｷｸﾞｻ ﾘｮｳｽｹ 大阪府
2461 串田 保浩 ｸｼﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ 富山県 バルバクラブトヤマ 2547 藤井 隆 ﾌｼﾞｲ ﾀｶｼ 岐阜県
2462 唐澤 真⼀郎 ｶﾗｻﾜ ｼﾝｲﾁﾛｳ 大阪府 2548 林 正直 ﾊﾔｼ ﾏｻﾅｵ 京都府 まつゆきチャリダー
2463 ⻄岡 輝寿 ﾆｼｵｶ ﾃﾙﾄｼ 滋賀県 サムズスピード 2549 大⾕ 太⼀ ｵｵﾀﾆ ﾀｲﾁ 愛知県
2464 浅野 剛志 ｱｻﾉ ﾀｹｼ 京都府 2550 ⾼田 正男 ﾀｶﾀﾞ ﾏｻｵ 愛知県 岡崎繊維⻘年クラブ
2465 松本 吉貴 ﾏﾂﾓﾄ ﾖｼｷ 愛知県 2551 野又 崇 ﾉﾏﾀ ﾀｶｼ 大阪府
2466 大⻄ 智史 ｵｵﾆｼ ｻﾄｼ 大阪府 team スクアドラ 2552 岡 裕次郎 ｵｶ ﾕｳｼﾞﾛｳ 千葉県 前原ベース
2467 田中 晃⼀ ﾀﾅｶ ｺｳｲﾁ 石川県 バルバクラブ　ハクサン 2553 河田 憲吾 ｶﾜﾀ ｹﾝｺﾞ 千葉県 前原ベース
2468 富田 功⼀ ﾄﾐﾀ ｺｳｲﾁ 愛知県 2554 岡 賢太郎 ｵｶ ｹﾝﾀﾛｳ 東京都 前原ベース
2469 ⻄村 博衛 ﾆｼﾑﾗ ﾋﾛｴ 愛知県 2555 田仲 勇 ﾀﾅｶ ｲｻﾑ 京都府
2470 山本 貴央 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶｵ 岐阜県 ⾼山市役所さるぼぼレーシング 2556 ⻄川 洋司 ﾆｼｶﾜ ﾋﾛｼ 滋賀県
2471 杉本 泰仁 ｽｷﾞﾓﾄ ﾔｽﾋﾄ 京都府 2557 市川 賢⼆ ｲﾁｶﾜ ｹﾝｼﾞ 岐阜県
2472 牧野 貴文 ﾏｷﾉ ﾀｶﾌﾐ 京都府 2558 松田 実 ﾏﾂﾀﾞ ﾐﾉﾙ 愛知県 チームれお
2473 ⼩木曽 正規 ｵｷﾞｿ ﾏｻｷ 愛知県 2559 森田 鉄平 ﾓﾘﾀ ﾃｯﾍﾟｲ 福井県 森田鉄平
2474 中川 央 ﾅｶｶﾞﾜ ﾋｻｼ 滋賀県 2560 ⼩林 正明 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻｱｷ 京都府 kobamasa99
2475 北川 直孝 ｷﾀｶﾞﾜ ﾅｵﾀｶ 富山県 2561 ⼩林 正憲 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾉﾘ 愛知県
2476 山野 芳明 ﾔﾏﾉ ﾖｼｱｷ 滋賀県 2562 山⼝ 和範 ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｽﾞﾉﾘ 三重県 MAX SPEED 97
2477 木藤 秋晴 ｷﾄｳ ｱｷﾊﾙ 東京都 チーム大月美人 2563 片桐 健裕 ｶﾀｷﾞﾘ ﾀｹﾋﾛ 京都府
2478 鈴木 督和 ｽｽﾞｷ ﾏｻｶｽﾞ 愛知県 2564 東⾕ 宏明 ﾋｶﾞｼﾀﾆ ﾋﾛｱｷ 京都府
2479 若松 祐介 ﾜｶﾏﾂ ﾕｳｽｹ 徳島県 2565 北野 憲政 ｷﾀﾉ ﾉﾘﾏｻ 石川県 プリンスロード
2480 福崎 徹 ﾌｸｻﾞｷ ﾄｵﾙ 愛知県 2566 寺⼝ 直 ﾃﾗｸﾞﾁ ｽﾅｵ 栃木県
2481 安藤 太⼀ ｱﾝﾄﾞｳ ﾀｲﾁ 愛知県 2567 草光 智明 ｸｻﾐﾂ ﾄﾓｱｷ 兵庫県 ジーンバイクス
2482 ⼩田 和広 ｼｮｳﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 大阪府 2568 尾川 智彦 ｵｶﾞﾜ ﾄﾓﾋｺ 大阪府 THCrew Cycling
2483 窪 誠太 ｸﾎﾞ ｾｲﾀ 京都府 バルバエチゼン 2569 松山 淳也 ﾏﾂﾔﾏ ｼﾞｭﾝﾔ 大阪府
2484 寺本 智教 ﾃﾗﾓﾄ ﾄﾓﾉﾘ 滋賀県 2570 広兼 雅人 ﾋﾛｶﾈ ﾏｻﾄ 兵庫県 OUMEDOS
2485 苅田 誠 ｶﾘﾀ ﾏｺﾄ 京都府 2571 杉村 勝義 ｽｷﾞﾑﾗ ｶﾂﾖｼ 福井県 敦賀セメント（株）⾃転⾞部
2486 ⻘木 宣正 ｱｵｷ ｾﾝｼｮｳ 京都府 2572 佐上 尚史 ｻｶﾞﾐ ﾋｻｼ 福井県 敦賀セメント（株）⾃転⾞部



2573 土橋 忠良 ﾂﾁﾊｼ ﾀﾀﾞﾖｼ 大阪府 2667 林田 俊策 ﾊﾔｼﾀﾞ ｼｭﾝｻｸ 香川県 大人の⾃転⾞部
2574 宮本 三千麿 ﾐﾔﾓﾄ ﾐﾁﾏﾛ 福岡県 2668 岡芹 泰孝 ｵｶｾﾘ ﾔｽﾀｶ 静岡県 ポリプラスチックス　⾃転⾞部
2575 辻川 譲治 ﾂｼﾞｶﾜ ｼﾞｮｳｼﾞ 京都府 2669 加藤 博 ｶﾄｳ ﾋﾛｼ 愛知県 MSR
2576 ⾼田 博輝 ﾀｶﾀ ﾋﾛｷ 京都府 Yosa 2670 野上 浩⼆ ﾉｶﾞﾐ ｺｳｼﾞ 兵庫県
1015 隅田 和秀 ｽﾐﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾃﾞ 徳島県 2671 佐久間 敏史 ｻｸﾏ ｻﾄｼ 京都府
1113 河合 智孝 ｶﾜｲ ﾄﾓﾀｶ 愛知県 NIKO FACTORY 2672 浜崎 豊 ﾊﾏｻｷ ﾕﾀｶ 兵庫県 ＯＯＣチャリンコ部

2673 平田 義⼀ ﾋﾗﾀ ﾖｼｶｽﾞ 岐阜県 TEAM ELMO
2674 松本 祐⼆ ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳｼﾞ 愛知県

7．男⼦F（45歳〜49歳） 538名 2675 海田 ⼒ ｶｲﾀﾞ ﾂﾄﾑ 大阪府 Team  Sakatani
No. 氏名 フリガナ 都道府県 チーム名 2676 久保 仁 ｸﾎﾞ ﾋﾄｼ 京都府 京都ARU
2591 仲村 剛 ﾅｶﾑﾗ ﾂﾖｼ 三重県 2677 藤岡 ⼀成 ﾌｼﾞｵｶ ｶｽﾞﾅﾘ 愛知県 Team Erogestone
2592 奥野 成樹 ｵｸﾉ ｼｹﾞｷ 大阪府 2678 広瀬 公則 ﾋﾛｾ ｷﾐﾉﾘ 愛知県
2593 古川 浩介 ﾌﾙｶﾜ ｺｳｽｹ 石川県 2679 三上 進 ﾐｶﾐ ｽｽﾑ 愛知県
2594 ⾚坂 陽⼀ ｱｶｻｶ ﾖｳｲﾁ 大阪府 本町クラブ堺 2680 桶⾕ 伸也 ｵｹﾀﾆ ｼﾝﾔ 愛知県
2595 杉本 照美 ｽｷﾞﾓﾄ ﾃﾙﾐ 愛知県 猿投RISE 2681 竹内 克哉 ﾀｹｳﾁ ｶﾂﾔ 愛知県 Beans Racing
2596 鍛治⾕ 伸英 ｶｼﾞﾀﾆ ﾉﾌﾞﾋﾃﾞ 大阪府 ブラックTKG 2682 柴田 勝己 ｼﾊﾞﾀ ｶﾂﾐ 大阪府 GSJ
2597 石原 晃 ｲｼﾊﾗ ｱｷﾗ 愛知県 2683 新納 武 ﾆｲﾉ ﾀｹｼ 大阪府 dHK
2598 板垣 素 ｲﾀｶﾞｷ ﾓﾄ 兵庫県 PGBT x BSB x 秋組 2684 中村 善宏 ﾅｶﾑﾗ ﾖｼﾋﾛ 京都府 ダイキンレーシング
2599 石川 俊信 ｲｼｶﾜ ﾄｼﾉﾌﾞ 兵庫県 チームキヤノンボール 2685 白石 明 ｼﾗｲｼ ｱｷﾗ 大阪府
2600 ⻘野 純典 ｱｵﾉ ﾖｼﾉﾘ 徳島県 チームリベロ 2686 木野 雅夫 ｷﾉ ﾏｻｵ 三重県
2601 斎藤 泰成 ｻｲﾄｳ ﾋﾛｼｹﾞ 愛知県 チームサンリツ 2687 辻 成佳 ﾂｼﾞ ｼｹﾞﾖｼ 大阪府 OUMEDOS
2602 福田 浩之 ﾌｸﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 兵庫県 クライムＣＳ 2688 川田 秀史 ｶﾜﾀ ﾋﾃﾞﾌﾐ 香川県
2603 酒向 孝嗣 ｻｺｳ ﾀｶｼ 愛知県 朝⾛ろう団 2689 松塚 光弘 ﾏﾂﾂﾞｶ ﾐﾂﾋﾛ 三重県
2604 沢田 昭夫 ｻﾜﾀﾞ ｱｷｵ 神奈川県 YCC 2690 関 弘 ｾｷ ﾋﾛｼ 兵庫県 Team  ヴェル・ジェ
2605 武田 洋 ﾀｹﾀﾞ ﾋﾛｼ 大阪府 エコサイクル 2691 仲村 永志 ﾅｶﾑﾗ ｴｲｼﾞ 大阪府
2606 吉崎 三四呂 ﾖｼｻﾞｷ ｻﾝｼﾛｳ 京都府 2692 山川 健 ﾔﾏｶﾜ ﾀｹｼ 神奈川県 チームカギしっぽ
2607 辻 英資 ﾂｼﾞ ﾋﾃﾞｼ 京都府 ポッポ 2693 佐々木 雄⼀ ｻｻｷ ﾕｳｲﾁ 岐阜県
2608 ⾠⺒ 公司 ﾀﾂﾐ ｺｳｼﾞ 奈良県 ニッタ⾃転⾞部・多武峰朝練 2694 寺本 重⼀ ﾃﾗﾓﾄ ｼｹﾞｶｽﾞ 愛知県
2609 大橋 佳太 ｵｵﾊｼ ｹｲﾀ 三重県 2695 平林 靖久 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾔｽﾋｻ 大阪府
2610 井手 真⼀ ｲﾃ ｼﾝｲﾁ 大阪府 Bandits 2696 下⼝ 勝 ｼﾓｸﾞﾁ ﾏｻﾙ 愛知県 朝⾛ろう団
2611 室田 邦博 ﾑﾛﾀ ｸﾆﾋﾛ 大阪府 mook OSAKA 2697 伊藤 尚 ｲﾄｳ ﾋｻｼ 京都府 チームご近所
2612 森⼝ 剛成 ﾓﾘｸﾞﾁ ﾀｶﾅﾘ 大阪府 Bandits 2698 ⾦芳 勇⽣ ｶﾈﾖｼ ﾕｳｷ 兵庫県 TSKR
2613 轟 和則 ﾄﾄﾞﾛｷ ｶｽﾞﾉﾘ 京都府 2699 矢田 佳久 ﾔﾀﾞ ﾖｼﾋｻ 兵庫県
2614 橋本 耕太朗 ﾊｼﾓﾄ ｺｳﾀﾛｳ 大阪府 Team Sakatani 2700 新庄 直樹 ｼﾝｼﾞｮｳ ﾅｵｷ 滋賀県 ライフレーシングクラブ
2615 大塚 裕⼀ ｵｵﾂｶ ﾕｳｲﾁ 岐阜県 team que sera sera 2701 梅田 幸嗣 ｳﾒﾀﾞ ｺｳｼﾞ 兵庫県 Team Barca
2616 ⻄川 徹 ﾆｼｶﾜ ﾄｵﾙ 京都府 堀場製作所⾃転⾞倶楽部 2702 良本 政章 ﾘｮｳﾓﾄ ﾏｻｱｷ 兵庫県 Team Barca Racing
2617 吉文字 雅樹 ｷﾁﾓﾝｼﾞ ﾏｻｷ 大阪府 APEX PREDATOR 2703 川越 佳明 ｶﾜｺﾞｴ ﾖｼｱｷ 大阪府
2618 ⼩野 恭央 ｵﾉ ﾔｽｵ 愛知県 コレール 2704 石田 浩孝 ｲｼﾀﾞ ﾋﾛﾀｶ 岐阜県
2619 棚橋 宏⼀郎 ﾀﾅﾊｼ ｺｳｲﾁﾛｳ 岐阜県 2705 儘田 光和 ﾏﾏﾀﾞ ﾐﾂｶｽﾞ 京都府 BLUE DRAGON
2620 日比野 昌史 ﾋﾋﾞﾉ ﾏｻｼ 岐阜県 2706 山田 聖⼆ ﾔﾏﾀﾞ ｾｲｼﾞ 京都府 OUMEDOS
2621 天春 徹也 ｱﾏｶﾞｽ ﾃﾂﾔ 愛知県 2707 妹尾 典啓 ｾﾉｵ ﾖｼﾋﾛ 愛知県
2622 大城 定彦 ｵｵｼﾛ ｻﾀﾞﾋｺ 兵庫県 TEAM ASHIYA 2708 藤平 紀⼀ ﾌｼﾞﾋﾗ ﾉﾘｶｽﾞ 滋賀県 LOKOレーシング
2623 國分 健⼀郎 ｺｸﾌﾞ ｹﾝｲﾁﾛｳ 京都府 2709 浜⾕ 治 ﾊﾏﾀﾆ ｵｻﾑ 滋賀県
2624 智和 亨 ﾁﾜ ﾄｵﾙ 兵庫県 HM2T 2710 ⿊田 誠 ｸﾛﾀﾞ ﾏｺﾄ 兵庫県 TGR
2625 宇田 英徳 ｳﾀﾞ ﾋﾃﾞﾉﾘ 大阪府 つうばいつう 2711 ⾼川 剛 ﾀｶｶﾞﾜ ﾂﾖｼ 岐阜県
2626 山崎 岳志 ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｶｼ 大阪府 O.H.C. 2712 中岡 真⼀ ﾅｶｵｶ ｼﾝｲﾁ 愛知県
2627 俊 和憲 ｼｭﾝ ｶｽﾞﾉﾘ 大阪府 ＢＬＡＳＴ 2713 北林 幸治 ｷﾀﾊﾞﾔｼ ｺｳｼﾞ 愛知県
2628 神本 博勝 ｶﾐﾓﾄ ﾋﾛﾏｻ 兵庫県 Black Sheep 2714 ⾚松 潤⼀ ｱｶﾏﾂ ｼﾞｭﾝｲﾁ 兵庫県 ＰＯＷＥＲ　ＰＡＣＫ
2629 竹内 直人 ﾀｹｳﾁ ﾅｵﾄ 愛知県 東亞陸⾛部 2715 鈴木 靖治 ｽｽﾞｷ ﾔｽﾊﾙ 愛知県 チーム　ヤマシゲ
2630 ⾕⼝ 裕紀 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾔｽﾉﾘ 大阪府 チームＧＴＨ 2716 山本 良⼀ ﾔﾏﾓﾄ ﾘｮｳｲﾁ 兵庫県
2631 ⾼橋 栄司 ﾀｶﾊｼ ｴｲｼﾞ 滋賀県 ビワoneメテオ 2717 ⻑⾕川 裕規 ﾊｾｶﾞﾜ ﾋﾛﾉﾘ 大阪府
2632 岩佐 暢之 ｲﾜｻ ﾉﾌﾞﾕｷ 兵庫県 チーム闇⾛〜2018 2718 五⼗嵐 紀⽣ ｲｶﾞﾗｼ ﾉﾘｵ 福井県 GEBA GEBA
2633 神⾕ 秀典 ｶﾐﾔ ﾋﾃﾞﾉﾘ 愛知県 CREST 2719 菱田 政美 ﾋｼﾀﾞ ﾏｻﾐ 愛知県
2634 辻村 大造 ﾂｼﾞﾑﾗ ﾀﾞｲｿﾞｳ 滋賀県 ビワＯＮＥメテオ 2720 鈴木 修 ｽｽﾞｷ ｵｻﾑ 愛知県 日中⾃転⾞くらぶ
2635 大沼 英人 ｵｵﾇﾏ ﾋﾃﾞﾄ 三重県 Team DTK 2721 太田 毅 ｵｵﾀ ﾀｹｼ 大阪府
2636 宇野 亮 ｳﾉ ﾘｮｳ 大阪府 キャノンデール心斎橋 2722 太田 裕⼀郎 ｵｵﾀ ﾕｳｲﾁﾛｳ 愛知県 BEANS RACING
2637 ⾼岡 正勝 ﾀｶｵｶ ﾏｻｶﾂ 兵庫県 2723 岡本 純⼀ ｵｶﾓﾄ ｼﾞｭﾝｲﾁ 大阪府 整備⾃転⾞部
2638 結城 和央 ﾕｳｷ ｶｽﾞﾋｻ 大阪府 YCC 2724 不破 幸⼀ ﾌﾜ ｺｳｲﾁ 岐阜県 ⾃転⾞親⼦
2639 瀧山 正樹 ﾀｷﾔﾏ ﾏｻｷ 大阪府 KARASU 2725 浜田 修之 ﾊﾏﾀﾞ ﾉﾌﾞﾕｷ 京都府 PUNK WORKS JAPAhaaN
2640 北川 禎久 ｷﾀｶﾞﾜ ﾖｼﾋｻ 滋賀県 kcr (kiyoshi cycle racing) 2726 ⾕⼝ 佳久 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾖｼﾋｻ 和歌山県 RC:shirahama
2641 市川 豊 ｲﾁｶﾜ ﾕﾀｶ 滋賀県 大垣CSC 2727 野並 昭宏 ﾉﾅﾐ ｱｷﾋﾛ 岐阜県
2642 梅村 容⼀ ｳﾒﾑﾗ ﾖｳｲﾁ 愛知県 KSK 2728 水⾕ 剛 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾂﾖｼ 愛知県 ヤマシゲ⻲さん
2643 伊藤 貴志 ｲﾄｳ ﾀｶｼ 愛知県 日中⾃転⾞くらぶ 2729 ⼩林 紀明 ｺﾊﾞﾔｼ ﾉﾘｱｷ 京都府 ＫＣＴ
2644 ⼗持 圭⼀ ﾄﾓﾁ ｹｲｲﾁ 大阪府 Team KYAK 2730 籏野 ⼀仁 ﾊﾀﾉ ｶｽﾞﾋﾄ 愛知県 ZAKIOKA EXPRESS@PIT山岳部
2645 林 丈裕 ﾊﾔｼ ﾀｹﾋﾛ 兵庫県 2731 岡本 邦裕 ｵｶﾓﾄ ｸﾆﾋﾛ 大阪府
2646 成⼾ 良平 ﾅﾙﾄ ﾘｮｳﾍｲ 岐阜県 2732 ⻄川 桂司 ﾆｼｶﾜ ｹｲｼﾞ 愛知県
2647 山本 創 ﾔﾏﾓﾄ ﾊｼﾞﾒ 兵庫県 2733 烏野 浩⼀ ｳﾉ ｺｳｲﾁ 大阪府
2648 棚橋 利⾏ ﾀﾅﾊｼ ﾄｼﾕｷ 岐阜県 2734 廣瀬 伸次 ﾋﾛｾ ｼﾝｼﾞ 滋賀県
2649 松野 朗 ﾏﾂﾉ ｱｷﾗ 岐阜県 2735 吉田 稔 ﾖｼﾀﾞ ﾐﾉﾙ 京都府 Le Poisson Rouge
2650 川畑 康武 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾔｽﾀｹ 兵庫県 companio　kobe 2736 吉田 雅司 ﾖｼﾀﾞ ﾏｻｼ 大阪府 tubi
2651 依田 茂樹 ﾖﾘﾀ ｼｹﾞｷ 滋賀県 Big Lake 2737 石井 広喜 ｲｼｲ ﾋﾛｷ 大阪府
2652 伊藤 啓 ｲﾄｳ ｱｷﾗ 三重県 2738 田中 浩幸 ﾀﾅｶ ﾋﾛﾕｷ 岐阜県
2653 岩井 正⾏ ｲﾜｲ ﾏｻﾕｷ 奈良県 FRAT 2739 中山 貴史 ﾅｶﾔﾏ ﾀｶｼ 福井県 まんぷろ
2654 平林 隆芳 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾀｶﾖｼ 広島県 大人の⾃転⾞部 2740 川⼝ ⾼司 ｶﾜｸﾞﾁ ﾀｶｼ 愛知県 ひよこローディー
2655 ⼾根川 要 ﾄﾈｶﾞﾜ ｶﾅﾒ 愛知県 2741 山本 貴仁 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶﾋﾄ 愛知県 APM
2656 大石 文彦 ｵｵｲｼ ﾌﾐﾋｺ 京都府 2742 ⾚木 伸⾏ ｱｶｷﾞ ﾉﾌﾞﾕｷ 奈良県
2657 兵頭 健治 ﾋｮｳﾄﾞｳ ｹﾝｼﾞ 滋賀県 チームぽんちゃん 2743 濱田 雅⾏ ﾊﾏﾀﾞ ﾏｻﾕｷ 兵庫県
2658 上野 貴広 ｳｴﾉ ﾀｶﾋﾛ 大阪府 Sakatani 2744 板屋 克明 ｲﾀﾔ ｶﾂｱｷ 京都府
2659 吉武 孝⼆ ﾖｼﾀｹ ｺｳｼﾞ 大阪府 Team Sakatani 2745 池元 泰 ｲｹﾓﾄ ﾔｽｼ 奈良県
2660 萩森 郷太郎 ﾊｷﾞﾓﾘ ｺﾞｳﾀﾛｳ 大阪府 Team  Sakatani 2746 梅澤 俊之 ｳﾒｻﾞﾜ ﾄｼﾕｷ 大阪府 FRAT練
2661 三橋 正敏 ﾐﾂﾊｼ ﾏｻﾄｼ 滋賀県 LIFE RACING CLUB 2747 馬場 直哉 ﾊﾞﾊﾞ ﾅｵﾔ 滋賀県 NRC
2662 島本 浩司 ｼﾏﾓﾄ ｺｳｼﾞ 奈良県 ペダリン部 2748 中村 忠之 ﾅｶﾑﾗ ﾀﾀﾞｼ 滋賀県 NRC
2663 松葉 茂樹 ﾏﾂﾊﾞ ｼｹﾞｷ 大阪府 ペダリン部 2749 田村 正 ﾀﾑﾗ ﾀﾀﾞｼ 大阪府 Team Green Road
2664 川原 義孝 ｶﾜﾊﾗ ﾖｼﾀｶ 兵庫県 2750 今村 豪 ｲﾏﾑﾗ ﾂﾖｼ 大阪府
2665 古山 篤 ﾌﾙﾔﾏ ｱﾂｼ 大阪府 チームＧＴＨ 2751 藤田 響 ﾌｼﾞﾀ ｷｮｳ 京都府
2666 ⼩⾕ 和久 ｵﾀﾞﾆ ｶｽﾞﾋｻ 滋賀県 NCBC 2752 中村 光宏 ﾅｶﾑﾗ ﾐﾂﾋﾛ 京都府



2753 濱田 顕文 ﾊﾏﾀﾞ ｱｷﾉﾘ 兵庫県 2839 辻 ⻯太郎 ﾂｼﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ 大阪府 ＳＣＭＣ
2754 石崎 貴弘 ｲｼｻﾞｷ ﾀｶﾋﾛ 徳島県 2840 廣田 量久 ﾋﾛﾀ ｶｽﾞﾋｻ 兵庫県
2755 山内 ⼀登与 ﾔﾏｳﾁ ｶｽﾞﾄﾖ 滋賀県 ＮＲＣ 2841 ⼩池 和彦 ｺｲｹ ｶｽﾞﾋｺ 岐阜県
2756 八木 睦徳 ﾔｷﾞ ﾑﾂﾉﾘ 三重県 2842 福原 貴知 ﾌｸﾊﾗ ﾀｶﾄﾓ 奈良県 Bicycle Color Team Nidone 
2757 宮崎 守成 ﾐﾔｻｷ ﾓﾘﾐﾁ 京都府 KCT 2843 北川 貞大 ｷﾀｶﾞﾜ ｻﾀﾞﾋﾛ 京都府 京田辺アスリート会
2758 柴田 慎治 ｼﾊﾞﾀ ｼﾝｼﾞ 滋賀県 NRC 2844 濱田 隆雄 ﾊﾏﾀﾞ ﾀｶｵ 京都府 SPT⾃転⾞同好会
2759 ⻫藤 哲也 ｻｲﾄｳ ﾃﾂﾔ 静岡県 2845 藤田 隆宏 ﾌｼﾞﾀ ﾀｶﾋﾛ 大阪府
2760 山崎 豊 ﾔﾏｻﾞｷ ﾕﾀｶ 愛知県 アイレクスピカチュルリ 2846 松原 恒司 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｺｳｼﾞ 京都府 Cycling Team 御路
2761 辻 広治 ﾂｼﾞ ｺｳｼﾞ 大阪府 ひろちゃんPCサイクリングチーム 2847 宇田 雅志 ｳﾀﾞ ﾏｻｼ 大阪府 積水樹脂商事 陸上競技部
2762 ⼩川 陽⼀ ｵｶﾞﾜ ﾖｳｲﾁ 岐阜県 Crazy Train R 2848 山崎 秀人 ﾔﾏｻﾞｷ ﾋﾃﾞﾄ 静岡県 team JOY
2763 ⿊岩 侯⽣ ｸﾛｲﾜ ｺｳｾｲ 三重県 ブレイカーズ 2849 上野 ⻑和 ｳｴﾉ ﾅｶﾞｶｽﾞ 静岡県 team JOY
2764 市原 ツタヲ ｲﾁﾊﾗ ﾂﾀｦ 岐阜県 大垣ピストンズ 2850 今井 裕之 ｲﾏｲ ﾋﾛﾕｷ 岐阜県 クロスジョーカー
2765 村川 往欧 ﾑﾗｶﾜ ｲｸｵ 愛知県 FRCC 2851 ⻑⾕ 克己 ﾊｾ ｶﾂﾐ 富山県 アヴェル北陸
2766 渡部 邦彦 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｸﾆﾋｺ 岐阜県 2852 平沼 良夫 ﾋﾗﾇﾏ ﾖｼｵ 大阪府
2767 村瀬 晃史 ﾑﾗｾ ｺｳｼﾞ 京都府 京都新聞桂サイクリングチーム 2853 久保 哲哉 ｸﾎﾞ ﾃﾂﾔ 滋賀県
2768 大山 隆志 ｵｵﾔﾏ ﾀｶｼ 大阪府 2854 鈴木 裕之 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾕｷ 愛知県 team.joy
2769 波多野 ⼀隆 ﾊﾀﾉ ｶｽﾞﾀｶ 京都府 マジリング 2855 濱⼝ 直也 ﾊﾏｸﾞﾁ ﾅｵﾔ 大阪府
2770 永代 功⼆ ｴｲﾀﾞｲ ｺｳｼﾞ 徳島県 チームリベロ 2856 山⼝ 誠司 ﾔﾏｸﾞﾁ ｾｲｼﾞ 岐阜県
2771 葉武 俊明 ﾊﾀｹ ﾄｼｱｷ 滋賀県 2857 増田 浩⼆ ﾏｽﾀﾞ ｺｳｼﾞ 大阪府
2772 ⻘柳 茂晴 ｱｵﾔｷﾞ ｼｹﾞﾊﾙ 滋賀県 ＦＣＣサイクリングクラブ 2858 幸田 ⼒ ｺｳﾀﾞ ﾁｶﾗ 兵庫県
2773 岩田 浩介 ｲﾜﾀ ｺｳｽｹ 滋賀県 2859 山本 健 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｹｼ 兵庫県 播磨銀輪倶楽部
2774 笠原 勝宏 ｶｻﾊﾗ ｶﾂﾋﾛ 京都府 2860 樅山 大剛 ﾓﾐﾔﾏ ﾀﾞｲｺﾞｳ 愛知県 @23
2775 雑賀 正⾏ ｻｲｶ ﾏｻﾕｷ 和歌山県 TEAM  SANREMO 2861 石坂 洋⼀ ｲｼｻﾞｶ ﾖｳｲﾁ 愛知県 シミズサイクル
2776 川崎 正展 ｶﾜｻｷ ﾏｻﾉﾘ 京都府 2862 ⼩坂 悟 ｺｻｶ ｻﾄﾙ 富山県 KIZOK
2777 中神 誠⼀ ﾅｶｶﾞﾐ ｾｲｲﾁ 愛知県 2863 宮川 誠 ﾐﾔｶﾞﾜ ﾏｺﾄ 愛知県
2778 ⾼山 伸好 ﾀｶﾔﾏ ﾉﾌﾞﾖｼ 京都府 ロカカカ 2864 筒井 俊光 ﾂﾂｲ ﾄｼﾐﾂ 大阪府
2779 新羽 達也 ﾆﾜ ﾀﾂﾔ 大阪府 2865 相原 毅 ｱｲﾊﾗ ﾀｹｼ 三重県 Team DTK
2780 藤井 敏史 ﾌｼﾞｲ ｻﾄｼ 京都府 2866 水⾕ 浩明 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾋﾛｱｷ 三重県 Team DTK
2781 堀 宏明 ﾎﾘ ﾋﾛｱｷ 福井県 2867 山田 英司 ﾔﾏﾀﾞ ｴｲｼﾞ 愛知県
2782 山本 敬太 ﾔﾏﾓﾄ ｹｲﾀ 京都府 2868 杉本 達哉 ｽｷﾞﾓﾄ ﾀﾂﾔ 愛知県 シミズサイクル
2783 ⿊住 浩⼀ ｸﾛｽﾞﾐ ｺｳｲﾁ 奈良県 2869 森 亮⼆ ﾓﾘ ﾘｮｳｼﾞ 大阪府 tubi
2784 山田 雄宗 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｹﾋﾛ 兵庫県 宝塚市役所 2870 久留島 大輔 ｸﾙｼﾏ ﾀﾞｲｽｹ 岐阜県 gcsc
2785 糟⾕ 淳 ｶｽﾔ ﾏｺﾄ 愛知県 2871 市川 昌弘 ｲﾁｶﾜ ﾏｻﾋﾛ 愛知県
2786 沼野 ⻫ ﾇﾏﾉ ﾋﾄｼ 福島県 ENDLESS 2872 森 徹 ﾓﾘ ﾄｵﾙ 大阪府
2787 村瀬 文也 ﾑﾗｾ ﾌﾐﾅﾘ 岐阜県 なし 2873 梅田 英明 ｳﾒﾀﾞ ﾋﾃﾞｱｷ 三重県 DMGMORI
2788 林 邦男 ﾊﾔｼ ｸﾆｵ 愛知県 ユーロード 2874 佐藤 哲哉 ｻﾄｳ ﾃﾂﾔ 富山県 バルバクラブトヤマ
2789 平田 浩之 ﾋﾗﾀ ﾋﾛﾕｷ 愛知県 チームいかれポンチ 2875 能登 誠 ﾉﾄ ﾏｺﾄ 富山県 バルバクラブトヤマ
2790 多賀 良成 ﾀｶﾞ ﾖｼﾅﾘ 滋賀県 OGPピストンズ 2876 ⼩笠原 順也 ｵｶﾞｻﾜﾗ ｼﾞｭﾝﾔ 大阪府
2791 浦崎 宣宏 ｳﾗｻｷ ﾉﾌﾞﾋﾛ 奈良県 Euroworks Racing 2877 北村 悟 ｷﾀﾑﾗ ｻﾄﾙ 石川県 バルバカナザワ
2792 澤 光孝 ｻﾜ ﾐﾂﾀｶ 三重県 チーム かずいき 2878 濱田 健司 ﾊﾏﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 滋賀県
2793 山本 輝喜 ﾔﾏﾓﾄ ﾃﾙｷ 三重県 チームかずいき 2879 内藤 敬⼀ ﾅｲﾄｳ ｹｲｲﾁ 京都府
2794 田上 利彦 ﾀｶﾞﾐ ﾄｼﾋｺ 大阪府 2880 三宅 常晴 ﾐﾔｹ ﾂﾈﾊﾙ 岐阜県 ちーむえるも
2795 窪田 耕三 ｸﾎﾞﾀ ｺｳｿﾞｳ 愛知県 2881 奥⾕ 啓介 ｵｸﾀﾆ ｹｲｽｹ 岐阜県 ﾐﾂﾋﾞｼﾒｲﾕｳﾋｸﾐ
2796 島﨑 智 ｼﾏｻﾞｷ ｻﾄﾙ 大阪府 2882 中⻄ 武徳 ﾅｶﾆｼ ﾀｹﾉﾘ 愛知県 NW☆FC
2797 平井 良⼀ ﾋﾗｲ ﾘｮｳｲﾁ 大阪府 響⾃転⾞部 2883 島田 健⼆ ｼﾏﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 滋賀県
2798 牛山 剛⼀ ｳｼﾔﾏ ﾖｼｶｽﾞ 愛知県 日本通運ＣＣ 2884 岩本 勉 ｲﾜﾓﾄ ﾂﾄﾑ 愛知県
2799 石川 茂男 ｲｼｶﾜ ｼｹﾞｵ 兵庫県 クライム・サイクル・スポーツ 2885 加藤 充純 ｶﾄｳ ﾀｶｽﾞﾐ 愛知県 グランペール
2800 中原 由志貴 ﾅｶﾊﾗ ﾖｼﾀｶ 大阪府 LePoissonRouge 2886 臼田 邦夫 ｳｽﾀﾞ ｸﾆｵ 愛知県 cysil
2801 加藤 丈博 ｶﾄｳ ﾀｹﾋﾛ 京都府 TEAM OPENPRO RACING 2887 清水 拓也 ｼﾐｽﾞ ﾀｸﾔ 愛知県
2802 鞘本 誠⼆ ｻﾔﾓﾄ ｾｲｼﾞ 愛知県 KENZEN 1332Hz 2888 田中 悟 ﾀﾅｶ ｻﾄﾙ 滋賀県
2803 雨森 直樹 ｱﾒﾓﾘ ﾅｵｷ 福井県 2889 北野 元基 ｷﾀﾉ ﾓﾄﾉﾘ 兵庫県 MSC OSA
2804 大矢 祐⼆ ｵｵﾔ ﾕｳｼﾞ 滋賀県 モリノハタケ 2890 圓林 正順 ｴﾝﾘﾝ ﾏｻﾉﾘ 滋賀県 炎輪坊's
2805 栂野 彰男 ﾄｶﾞﾉ ｱｷｵ 愛知県 2891 古髙 俊彦 ﾌﾙﾀｶ ﾄｼﾋｺ 滋賀県 LOKO RACING
2806 五東 忍 ｺﾞﾄｳ ｼﾉﾌﾞ 滋賀県 2892 山⼝ 博章 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛｱｷ 滋賀県 1年2組53280
2807 河辺 浩幸 ｶﾜﾍﾞ ﾋﾛﾕｷ 愛知県 2893 ⾕澤 俊宏 ﾀﾆｻﾞﾜ ﾄｼﾋﾛ 京都府 The☆Whoo
2808 成田 佳永 ﾅﾘﾀ ﾖｼﾋｻ 和歌山県 RC:shirahama 2894 的場 勝仁 ﾏﾄﾊﾞ ｶﾂﾋﾄ 愛知県 TCC-SPEED通勤⾼速
2809 東島 弘茂 ﾋｶﾞｼｼﾞﾏ ﾋﾛｼｹﾞ 愛知県 ⼩野薬品⾃転⾞同好会 2895 木名瀬 良紀 ｷﾅｾ ﾖｼﾉﾘ 福井県 バルバクラブエチゼン
2810 志井 拓夫 ｼｲ ﾀｸｵ 大阪府 Pretty panda 2896 山⼝ 剛 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾂﾖｼ 愛知県
2811 北野 善文 ｷﾀﾉ ﾖｼﾌﾐ 兵庫県 姫路ツーリングクラブ 2897 ⻘木 聡 ｱｵｷ ｻﾄｼ 大阪府 ⾃転⾞⼯房エコー
2812 坪内 俊 ﾂﾎﾞｳﾁ ｼｭﾝ 岐阜県 弘文社 2898 木村 崇 ｷﾑﾗ ﾀｶｼ 大阪府 Cycling-gym
2813 山本 俊和 ﾔﾏﾓﾄ ﾄｼｶｽﾞ 京都府 ストラーダライダース 2899 田中 章史 ﾀﾅｶ ｱｷﾌﾐ 大阪府 Cycling-gym
2814 井藤 正人 ｲﾄｳ ﾏｻﾄ 岐阜県 Team-DADDY 2900 ⻄田 智也 ﾆｼﾀﾞ ﾄﾓﾔ 大阪府 Cycling-gym
2815 田中 愼 ﾀﾅｶ ﾏｺﾄ 兵庫県 大阪ヒルクライム同好会 2901 ⾼⻄ 訓 ﾀｶﾆｼ ｻﾄｼ 石川県 うさみっきーs
2816 加藤 良和 ｶﾄｳ ﾖｼｶｽﾞ 大阪府 2902 能⼾ 雄⼀ ﾉﾄ ﾕｳｲﾁ 大阪府 TEAM PRIMAVERA
2817 井上 薫 ｲﾉｳｴ ｶｵﾙ 愛知県 ⾃転⾞道　杣坂動物園 2903 石原 康之 ｲｼﾊﾗ ﾔｽﾕｷ 大阪府 TEAM PRIMAVERA
2818 永井 伸明 ﾅｶﾞｲ ﾉﾌﾞｱｷ 大阪府 SUNZOKU 2904 吉本 直記 ﾖｼﾓﾄ ﾅｵｷ 大阪府 TEAM PRIMAVERA
2819 山越 伸⾏ ﾔﾏｺｼ ﾉﾌﾞﾕｷ 三重県 2905 福成 忠 ﾌｸﾅﾘ ﾀﾀﾞｼ 兵庫県
2820 村田 善貴 ﾑﾗﾀ ﾖｼﾀｶ 岐阜県 2906 石神 義識 ｲｼｶﾞﾐ ﾖｼﾉﾘ 愛知県
2821 三宅 誠 ﾐﾔｹ ﾏｺﾄ 愛知県 Kon-do!ちゃり部 2907 荻野 享⼀ ｵｷﾞﾉ ｷｮｳｲﾁ 大阪府 チーム アイアンクロー
2822 中野 英幸 ﾅｶﾉ ﾋﾃﾞﾕｷ 愛知県 2908 本多 秀明 ﾎﾝﾀﾞ ﾋﾃﾞｱｷ 奈良県 まほロバRC
2823 中屋 昌平 ﾅｶﾔ ｼｮｳﾍｲ 和歌山県 SWEEP 2909 福原 茂 ﾌｸﾊﾗ ｼｹﾞﾙ 滋賀県 レジェンド木下憲治
2824 山本 達也 ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾂﾔ 愛知県 2910 鈴木 誠 ｽｽﾞｷ ﾏｺﾄ 岐阜県 垂井⾃転⾞倶楽部
2825 伊東 文彦 ｲﾄｳ ﾌﾐﾋｺ 滋賀県 2911 堀田 俊則 ﾎｯﾀ ﾄｼﾉﾘ 愛知県 ヤマアラシ
2826 上原 弘資 ｳｴﾊﾗ ﾋﾛｼ 愛知県 2912 関 清⼀郎 ｾｷ ｾｲｲﾁﾛｳ 京都府
2827 松下 隆 ﾏﾂｼﾀ ﾀｶｼ 大阪府 2913 馬場 ⼀ ﾊﾞﾊﾞ ﾏｺﾄ 岐阜県
2828 田屋 弘樹 ﾀﾔ ﾋﾛｷ 石川県 T-FACTORY 2914 水島 靖雄 ﾐｽﾞｼﾏ ﾔｽｵ 愛知県
2829 菊川 勉 ｷｸｶﾞﾜ ﾂﾄﾑ 三重県 2915 北園 貴雄 ｷﾀｿﾞﾉ ﾀｶｵ 愛知県 Pedarui
2830 山本 琢也 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｸﾔ 兵庫県 ヴェルジェ 2916 角田 久雄 ｶｸﾀ ﾋｻｵ 兵庫県
2831 今田 秀樹 ｲﾏﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ 滋賀県 2917 ⻄村 精児 ﾆｼﾑﾗ ｾｲｼﾞ 滋賀県
2832 中井 良樹 ﾅｶｲ ﾘｮｳｷ 富山県 2918 安井 浩 ﾔｽｲ ﾋﾛｼ 愛知県
2833 やまぐち じゅんいち ﾔﾏｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝｲﾁ 大阪府 サイクリングチーム御路 2919 江藤 洋⼀朗 ｴﾄｳ ﾖｳｲﾁﾛｳ 大阪府 TTmeister
2834 曽根 謙⼀ ｿﾈ ｹﾝｲﾁ 大阪府 2920 渡辺 こうじ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｼﾞ 岐阜県 フットワークRC
2835 樋⼝ 貢 ﾋｸﾞﾁ ﾐﾂｸﾞ 大阪府 いちもくさん 2921 間片 秀夫 ﾏｶﾞﾀ ﾋﾃﾞｵ 富山県
2836 佐々木 和実 ｻｻｷ ｶｽﾞﾐ 福井県 TEAM203 2922 木下 俊男 ｷﾉｼﾀ ﾄｼｵ 愛知県 クラブGiro
2837 春日 ⼆三夫 ｶｽｶﾞ ﾌﾐｵ 滋賀県 2923 島⾕ 吉⼀ ｼﾏﾀﾆ ﾖｼｶｽﾞ 和歌山県
2838 岩田 英司 ｲﾜﾀ ｴｲｼﾞ 岐阜県 2924 杉⾕ 善和 ｽｷﾞﾀﾆ ﾖｼｶｽﾞ 和歌山県 遊輪クラブ



2925 内田 晃央 ｳﾁﾀﾞ ｱｷｵ 兵庫県 KAZAMIDORI 3011 市村 博志 ｲﾁﾑﾗ ﾋﾛｼ 三重県 SAKAI★RACING
2926 宮尾 正彦 ﾐﾔｵ ﾏｻﾋｺ 愛知県 Team JOY 3012 渡邉 将⽣ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾉﾌﾞｵ 愛知県
2927 馬場 隆光 ﾊﾞﾊﾞ ﾀｶﾐﾂ 愛知県 3013 粟飯原 光広 ｱｲﾊﾞﾗ ﾐﾂﾋﾛ 千葉県
2928 井上 勝貴 ｲﾉｳｴ ﾏｻｷ 滋賀県 3014 中⻄ ⼀雄 ﾅｶﾆｼ ｶｽﾞｵ 福井県
2929 ⾕⼝ 司 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾂｶｻ 兵庫県 シラサギサイクル R.T 3015 稲田 定満 ｲﾅﾀﾞ ｻﾀﾞﾐﾂ 三重県
2930 佐野 貴紳 ｻﾉ ﾀｶﾉﾌﾞ 愛知県 3016 ⻄村 光明 ﾆｼﾑﾗ ﾐﾂｱｷ 岐阜県 DRONE
2931 池田 浩 ｲｹﾀﾞ ﾋﾛｼ 埼玉県 Team  GSC 3017 鏑木 浩 ｶﾌﾞﾗｷﾞ ﾋﾛｼ 埼玉県 理⼯事務機
2932 竹内 栄哉 ﾀｹｳﾁ ﾋﾃﾞﾔ 静岡県 NARO 3018 湯澤 啓介 ﾕｻﾞﾜ ｹｲｽｹ 愛知県
2933 八木橋 将男 ﾔｷﾞﾊｼ ﾉﾌﾞｵ 愛知県 八木橋 3019 山本 寛 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛｼ 和歌山県
2934 奥⻄ 文武 ｵｸﾆｼ ﾌﾐﾀｹ 大阪府 クボタ堺⾃転⾞部 3020 ⾼宮 崇 ﾀｶﾐﾔ ﾀｶｼ 愛知県 VCBA
2935 加藤 剛 ｶﾄｳ ｺﾞｳ 愛知県 3021 朝倉 裕右 ｱｻｸﾗ ﾕｳｽｹ 愛知県
2936 才野 篤 ｻｲﾉ ｱﾂｼ 滋賀県 MegaHips 3022 吉田 孝 ﾖｼﾀﾞ ﾀｶｼ 大阪府 team CREA
2937 石原 祥量 ｲｼﾊﾗ ﾖｼｶｽﾞ 徳島県 Beach 3023 山中 秀之 ﾔﾏﾅｶ ﾋﾃﾞﾕｷ 愛知県
2938 奥野 賢⼆ ｵｸﾉ ｹﾝｼﾞ 大阪府 3024 平石 健⼆ ﾋﾗｲｼ ｹﾝｼﾞ 大阪府 AVELアイアンクロー
2939 竹下 博文 ﾀｹｼﾀ ﾋﾛﾌﾐ 愛知県 朝ずば会 3025 安藤 悟 ｱﾝﾄﾞｳ ｻﾄﾙ 兵庫県 RTアプローズ
2940 藤川 敬 ﾌｼﾞｶﾜ ﾀｶｼ 滋賀県 藤川洋品店 3026 村井 義明 ﾑﾗｲ ﾖｼｱｷ 京都府 ペンギンレーシング
2941 池田 誠 ｲｹﾀﾞ ﾏｺﾄ 兵庫県 3027 影石 真⼀ ｶｹﾞｲｼ ｼﾝｲﾁ ⾼知県
2942 竹島 昭⼀ ﾀｹｼﾏ ｼｮｳｲﾁ 富山県 ADS2 3028 山城 哲也 山城 哲也 石川県 バルバクラブカナザワ
2943 三木 裕⼀ ﾐｷ ﾕｳｲﾁ 富山県 バルバクラブタカオカ 3029 ⼩川 正清 ｵｶﾞﾜ ﾏｻｷﾖ 石川県 バルバクラブカナザワ
2944 廣瀬 徹也 ﾋﾛｾ ﾃﾂﾔ 兵庫県 3030 東田 貢司 ﾋｶﾞｼﾀﾞ ｺｳｼﾞ 兵庫県 木蓮会
2945 三島 茂人 ﾐｼﾏ ｼｹﾞﾄ 愛知県 3031 中嶋 世紀 ﾅｶｼﾞﾏ ｾｲｷ 愛知県
2946 林 博⾏ ﾊﾔｼ ﾋﾛﾕｷ 鳥取県 shoLow's 3032 岩井 英則 ｲﾜｲ ﾋﾃﾞﾉﾘ 愛知県
2947 庄司 孝志 ｼｮｳｼﾞ ﾀｶｼ 滋賀県 NCBC 3033 増田 泰 ﾏｽﾀﾞ ﾔｽｼ 愛知県
2948 桑島 隆之 ｸﾜｼﾏ ﾀｶﾕｷ 愛知県 ぴっとレーシングチーム 3034 ベイカー デイビット ﾍﾞｲｶｰ ﾃﾞｲﾋﾞｯﾄ 岐阜県
2949 松葉 保男 ﾏﾂﾊﾞ ﾔｽｵ 奈良県 まほロバRC,多武峰朝練 3035 井⼝ 昭⼆ ｲｸﾞﾁ ｼｮｳｼﾞ 大阪府 岸和田ツーリング
2950 樫本 栄治 ｶｼﾓﾄ ｴｲｼﾞ 大阪府 スクアドラ 3036 井上 英亮 ｲﾉｳｴ ﾋﾃﾞｱｷ 愛知県
2951 倉貫 信仁 ｸﾗﾇｷ ﾉﾌﾞﾋﾄ 福井県 雀友会 3037 ⼩原 到 ｺﾊﾗ ｲﾀﾙ 岐阜県
2952 ⼩林 禎利 ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾀﾞﾄｼ 兵庫県 3038 鈴木 芳久 ｽｽﾞｷ ﾖｼﾋｻ 岐阜県 GTBC
2953 矢田 豪⼀ ﾔﾀ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 京都府 3039 森下 徹 ﾓﾘｼﾀ ﾄｵﾙ 大阪府
2954 竹中 徹 ﾀｹﾅｶ ﾄｵﾙ 滋賀県 ライフレーシングクラブ 3040 河野 暢 ｺｳﾉ ﾐﾂﾙ 滋賀県
2955 櫻井 賢志 ｻｸﾗｲ ﾀｶｼ 愛知県 3041 米良 建⼆ ﾒﾗ ｹﾝｼﾞ 滋賀県
2956 矢島 航 ﾔｼﾞﾏ ﾜﾀﾙ 滋賀県 FUKADAまじりんぐ 3042 奥野 康司 ｵｸﾉ ｺｳｼﾞ 京都府 LOKO RACING
2957 ⼩野 貴司 ｵﾉ ﾀｶｼ 大阪府 3043 冨田 剛 ﾄﾐﾀ ﾂﾖｼ 岐阜県 OGP
2958 大宅 卓 ｵｵﾀｸ ｽｸﾞﾙ 大阪府 ペダリン部 3044 浴本 年博 ｴｷﾓﾄ ﾄｼﾋﾛ 富山県 リボルバー
2959 大杉 和弘 ｵｵｽｷﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 京都府 3045 石井 秀明 ｲｼｲ ﾋﾃﾞｱｷ 大阪府 サニーサイド
2960 山⼝ 伸⼀ ﾔﾏｸﾞﾁ ｼﾝｲﾁ 福井県 ⾼野建具店 3046 舘沼 義範 ﾀﾃﾇﾏ ﾖｼﾉﾘ 兵庫県 TEAM ROCK
2961 ⼾津 和之 ﾄﾂ ｶｽﾞﾕｷ 愛知県 3047 矢野 亮 ﾔﾉ ﾘｮｳ 岐阜県 OOCちゃりんこ部
2962 ⼗河 隆 ｿｺﾞｳ ﾀｶｼ 大阪府 3048 宮川 健士 ﾐﾔｶﾞﾜ ｹﾝｼﾞ 奈良県
2963 田中 靖昭 ﾀﾅｶ ﾔｽｱｷ 愛知県 3049 岩田 典久 ｲﾜﾀ ﾉﾘﾋｻ 愛知県
2964 池田 康夫 ｲｹﾀﾞ ﾔｽｵ 大阪府 ぬるま湯 3050 ⼾⾕ 健太郎 ﾄﾀﾞﾆ ｹﾝﾀﾛｳ 愛知県
2965 池田 徹 ｲｹﾀﾞ ﾄｵﾙ 岐阜県 3051 田中 博之 ﾀﾅｶ ﾋﾛﾕｷ 兵庫県
2966 比留川 大悟 ﾋﾙｶﾜ ﾀﾞｲｺﾞ 愛知県 3052 山田 健爾 ﾔﾏﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 愛知県
2967 中井 康雄 ﾅｶｲ ﾔｽｵ 兵庫県 GENEBIKES 3053 ⼩島 ⼀訓 ｺｼﾞﾏ ｶｽﾞｸﾆ 京都府
2968 内海 利彦 ｳﾂﾐ ﾄｼﾋｺ 千葉県 3054 安藤 明百 ｱﾝﾄﾞｳ ｱｷｵ 兵庫県 Tomos Racing Family
2969 ⼗河 哲也 ｿｺﾞｳ ﾃﾂﾔ 大阪府 3055 多賀 敏⾏ ﾀｶﾞ ﾄｼﾕｷ 岐阜県 Crazy Train R
2970 ⽴川 博啓 ﾀﾁｶﾜ ﾋﾛｱｷ 奈良県 Bicyclecolor 3056 近藤 真実 ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾐ 愛知県
2971 岩井 和昭 ｲﾜｲ ｶｽﾞｱｷ 兵庫県 3057 南 真⼀ ﾐﾅﾐ ｼﾝｲﾁ 大阪府 花⾦テニスサークル
2972 栗波 博⾏ ｸﾘﾅﾐ ﾋﾛﾕｷ 福井県 バルバクラブフクイ 3058 服部 真⼆ ﾊｯﾄﾘ ｼﾝｼﾞ 三重県
2973 林 泉 ﾊﾔｼ ｲｽﾞﾐ 兵庫県 3059 水田 将広 ﾐｽﾞﾀ ﾏｻﾋﾛ 大阪府
2974 坂⼝ 彰 ｻｶｸﾞﾁ ｱｷﾗ 大阪府 どみぞう製作所⾃転⾞部 3060 片上 裕道 ｶﾀｶﾐ ﾋﾛﾐﾁ 大阪府 住化友輪会
2975 井上 知則 ｲﾉｳｴ ﾄﾓﾉﾘ 愛知県 3061 宮河 健 ﾐﾔｶﾞﾜ ｹﾝ 愛知県
2976 河合 ⾼志 ｶﾜｲ ﾀｶｼ 滋賀県 3062 豊福 恒平 ﾄﾖﾌｸ ｺｳﾍｲ 兵庫県
2977 牧野 直秀 ﾏｷﾉ ﾅｵﾋﾃﾞ 大阪府 TUFFSTUFFタフスタッフ 3063 木村 誓⼀ ｷﾑﾗ ｾｲｲﾁ 大阪府
2978 細田 秀樹 ｻｲﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ 大阪府 ラフ＆ロード北摂 3064 木村 達雄 ｷﾑﾗ ﾀﾂｵ 三重県 ブレイカーズ
2979 五味 真次 ｺﾞﾐ ｼﾝｼﾞ 大阪府 3065 ⼩松 知也 ｺﾏﾂ ﾄﾓﾔ 静岡県
2980 駒水 亘 ｺﾏﾐｽﾞ ﾜﾀﾙ 滋賀県 3066 渕田 泰士 ﾌﾁﾀ ﾀｲｼ 滋賀県
2981 徳岡 誠⼆ ﾄｸｵｶ ｾｲｼﾞ 岡山県 3067 松原 正典 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾏｻﾉﾘ 大阪府 チーム・ガチャピン
2982 後藤 聡 ｺﾞﾄｳ ｻﾄﾙ 愛知県 3068 山田 ⻯司 ﾔﾏﾀﾞ ﾘｭｳｼﾞ 岐阜県 アピシクリスムクルッブ
2983 伊藤 勝彦 ｲﾄｳ ｶﾂﾋｺ 愛知県 3069 木村 真⼀ ｷﾑﾗ ｼﾝｲﾁ 京都府 The☆whoo
2984 石⾕ ⾼宏 ｲｼﾀﾆ ﾀｶﾋﾛ 滋賀県 3070 荒木 晃治 ｱﾗｷ ｺｳｼﾞ 大阪府
2985 Geoffrey Grant ｼﾞｪﾌﾘｰ ｸﾞﾗﾝﾄｩ 滋賀県 どすこい部屋＆Wolves 3071 磯田  基治 ｲｿﾀﾞ ﾓﾄﾊﾙ 大阪府
2986 松浦 慶和 ﾏﾂｳﾗ ﾖｼｶｽﾞ 愛知県 カンピオーネ 3072 東 嘉宏 ｱｽﾞﾏ ﾖｼﾋﾛ 兵庫県 samu
2987 濱田 昭⼀ ﾊﾏﾀﾞ ｼｮｳｲﾁ 京都府 竹田⾃転⾞競技部 3073 神田 文男 ｶﾝﾀﾞ ﾌﾐｵ 大阪府 DRCC
2988 川村 勝久 ｶﾜﾑﾗ ｶﾂﾋｻ 大阪府 つうばいつうR 3074 森田 賢治 ﾓﾘﾀ ｹﾝｼﾞ 大阪府 サニーサイド
2989 安屋 宗仁 ﾔｽﾔ ﾑﾈﾖｼ 滋賀県 3075 下⾥ 元人 ｼﾓｻﾞﾄ ｹﾞﾝﾄ 兵庫県
2990 上ノ郷⾕ 守 ｶﾐﾉｺﾞｳﾔ ﾏﾓﾙ 大阪府 3076 渡瀬 智己 ﾜﾀｾ ﾄﾓｷ 大阪府 DRCC
2991 佐々木 仁 ｻｻｷ ﾏｻｼ 石川県 魁☆獅⼦吼塾 3077 本間 宗⼀ ﾎﾝﾏ ｿｳｲﾁ 愛知県 指笠RC
2992 竹嶋 由樹 ﾀｹｼﾏ ﾖｼｷ 愛知県 3078 内田 剛 ｳﾁﾀﾞ ｺﾞｳ 愛知県
2993 加納 知広 ｶﾉｳ ﾄﾓﾋﾛ 岐阜県 大垣ＣＳＣ 3079 佐村 昭⼆ ｻﾑﾗ ｼｮｳｼﾞ 岐阜県
2994 奥田 忠 ｵｸﾀﾞ ﾀﾀﾞｼ 大阪府 ＮＥＣＦ 3080 蓑島 貴則 ﾐﾉｼﾏ ﾀｶﾉﾘ 愛知県 尾張トライアスロンクラブ
2995 福田 正典 ﾌｸﾀﾞ ﾏｻﾉﾘ 群馬県 3081 今井 啓太 ｲﾏｲ ｹｲﾀ 大阪府
2996 斎藤 直 ｻｲﾄｳ ﾀﾀﾞｼ 静岡県 3082 ⻄浦 幸成 ﾆｼｳﾗ ﾕｷﾅﾘ 愛知県
2997 ⼩畑 茂史 ｺﾊﾞﾀ ｼｹﾞﾌﾐ 和歌山県 サンレモ 3083 ⼩野 貴章 ｵﾉ ﾀｶｱｷ 愛知県 NSGP95
2998 中井 秀治 ﾅｶｲ ｼｭｳｼﾞ 東京都 TEAM KYOTO FAS 3084 竹島 寛文 ﾀｹｼﾏ ﾋﾛﾌﾐ 富山県 REBEL
2999 田中 直樹 ﾀﾅｶ ﾅｵｷ 愛知県 3085 駒形 知彦 ｺﾏｶﾞﾀ ﾄﾓﾋｺ 京都府
3000 木本 貴徳 ｷﾓﾄ ﾀｶﾉﾘ 静岡県 MKU.BC 3086 岡本 壮⼀郎 ｵｶﾓﾄ ｿｳｲﾁﾛｳ 岐阜県
3001 ⻄村知也 ﾆｼﾑﾗﾄﾓﾔ 岐阜県 3087 松浦 潤 ﾏﾂｳﾗ ｼﾞｭﾝ 大阪府
3002 山田 寛臣 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛｵﾐ 岐阜県 ⾼山市役所さるぼぼレーシング 3088 永田 篤 ﾅｶﾞﾀ ｱﾂｼ 奈良県
3003 ⾕⼝ 雅人 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾏｻﾄ 京都府 3089 田中 洋 ﾀﾅｶ ﾋﾛｼ 大阪府 IEC関⻄運輸⽀店
3004 ⼩澤 祐⼆ ｵｻﾞﾜ ﾕｳｼﾞ 京都府 コマツ サイクリング部 3090 八田 繁⾏ ﾊｯﾀ ｼｹﾞﾕｷ 愛知県
3005 片山 真明 ｶﾀﾔﾏ ﾏｻﾊﾙ 京都府 3091 新原 純也 ﾆｲﾊﾞﾗ ｼﾞｭﾝﾔ 愛知県 わたすさん
3006 芝 比呂志 ｼﾊﾞ ﾋﾛｼ 愛知県 ユーロード 3092 ⻄田 基宏 ﾆｼﾀﾞ ﾓﾄﾋﾛ 滋賀県 上平木町⾃転⾞部（仮）
3007 久住 克宜 ｸｽﾐ ｶﾂﾉﾘ 三重県 3093 舘 栄太郎 ﾀﾁ ｴｲﾀﾛｳ 三重県 ブレイカーズ
3008 末永 和⽣ ｽｴﾅｶﾞ ｶｽﾞｵ 岐阜県 3094 正福寺 孫広 ｼｮｳﾌｸｼﾞ ﾏｺﾞﾋﾛ 愛知県
3009 佐藤 浩史 ｻﾄｳ ﾋﾛｼ 岐阜県 3095 勝井 達也 ｶﾂｲ ﾀﾂﾔ 京都府
3010 宇野 勉 ｳﾉ ﾂﾄﾑ 兵庫県 3096 木村 和裕 ｷﾑﾗ ｶｽﾞﾋﾛ 愛知県 ⾃由輪



3097 横田 純⼀ ﾖｺﾀ ｼﾞｭﾝｲﾁ 大阪府 3181 阪本 晃⼀ ｻｶﾓﾄ ｺｳｲﾁ 奈良県 まったり
3098 清水 敏雄 ｼﾐｽﾞ ﾄｼｵ 愛知県 3182 ⼀木 洋介 ｲﾁｷﾞ ﾖｳｽｹ 愛知県 OCA
3099 芦井 智史 ｱｼｲ ｻﾄｼ 大阪府 3183 稲葉 ⼀雄 ｲﾅﾊﾞ ｶｽﾞｵ 京都府 チームポッポ
3100 山本 順⼀ ﾔﾏﾓﾄ ｼﾞｭﾝｲﾁ 愛知県 岡崎繊維⻘年クラブ 3184 東出 吉晃 ﾋｶﾞｼﾃﾞ ﾖｼｱｷ 愛知県 ぴっとレーシング
3101 ⻄巻 祐吾 ﾆｼﾏｷ ﾕｳｺﾞ 愛知県 haguruma 3185 中村 泰 ﾅｶﾑﾗ ﾀｲ 三重県 team NCL
3102 大井 堅次 ｵｵｲ ｹﾝｼﾞ 岐阜県 ドライジーネ 3186 寺浦 正晃 ﾃﾗｳﾗ ﾏｻｱｷ 大阪府
3103 住 英年 ｽﾐ ﾋﾃﾞﾄｼ 岐阜県 Team ELMO 3187 和佐田 覚 ﾜｻﾀﾞ ﾏﾅﾌﾞ 愛知県 カンピオーネ
3104 伊東 祐史 ｲﾄｳ ｽｹﾌﾐ 滋賀県 HOSHIZAKI 3188 岩崎 弘志 ｲﾜｻｷ ﾋﾛｼ 愛知県
3105 奥田 健⼀ ｵｸﾀﾞ ｹﾝｲﾁ 岐阜県 COSMOS CYCLING倶楽部 3189 上田 幸司 ｳｴﾀﾞ ｺｳｼﾞ 京都府 kcr
3106 丸山 伸幸 ﾏﾙﾔﾏ ﾉﾌﾞﾕｷ 岐阜県 COSMOS CYCLING倶楽部 3190 四元 利憲 ﾖﾂﾓﾄ ｶｽﾞﾉﾘ 兵庫県 カワムラサイクルCC
3107 水野 強志 ﾐｽﾞﾉ ﾂﾖｼ 滋賀県 3191 米山 哲⼀朗 ﾖﾈﾔﾏ ﾃﾂｲﾁﾛｳ 兵庫県
3108 山⼝ 拓也 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｸﾔ 岐阜県 3192 木曽 泰隆 ｷｿ ﾔｽﾀｶ 愛知県
3109 ⼩山 晃弘 ｺﾔﾏ ｱｷﾋﾛ 愛知県 3193 福田 利之 ﾌｸﾀﾞ ﾄｼﾕｷ 愛知県 Team   NAGOYA
3110 福田 静良 ﾌｸﾀﾞ ｼｽﾞﾖｼ 大阪府 3194 伊達 秀⼆ ﾀﾞﾃ ｼｭｳｼﾞ 広島県 くごう鍼灸院
3111 市埜 吉孝 ｲﾁﾉ ﾖｼﾀｶ 福井県 ⾼野建具店 3195 福元 幸太郎 ﾌｸﾓﾄ ｺｳﾀﾛｳ 栃木県
3112 信本 広士 ﾉﾌﾞﾓﾄ ﾋﾛｼ 大阪府 3196 楠 健司 ｸｽﾉｷ ｹﾝｼﾞ 京都府 CLOUD9ers
3113 山本 ⾼義 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶﾖｼ 和歌山県 yuurinclub 3197 河田 武 ｶﾜﾀ ﾀｹｼ 三重県
3114 海端 孝治 ｳﾐﾊﾞﾀ ｺｳｼﾞ 滋賀県 敦賀セメント（株）⾃転⾞部 3198 川岸 光宏 ｶﾜｷﾞｼ ﾐﾂﾋﾛ 大阪府
3115 吉田 憲弘 ﾖｼﾀﾞ ﾉﾘﾋﾛ 福井県 敦賀セメント（株）⾃転⾞部 3199 安達 健児 ｱﾀﾞﾁ ｹﾝｼﾞ 滋賀県 Team Maekawa
3116 林 秀樹 ﾊﾔｼ ﾋﾃﾞｷ 滋賀県 velo de voyageurs 3200 三宅 貴男 ﾐﾔｹ ﾀｶｵ 兵庫県
3117 塚田 英樹 ﾂｶﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ 大阪府 3201 ⼩田 春彦 ｵﾀﾞﾊﾙﾋｺ 愛知県
3118 吉岡 雅朗 ﾖｼｵｶ ﾏｻﾛｳ 大阪府 3202 江⾥⼝ 喜浩 ｴﾘｸﾞﾁ ﾉﾌﾞﾋﾛ 京都府
3119 山下 聡 ﾔﾏｼﾀ ｻﾄｼ 滋賀県 3203 上川 芳弘 ｳｴｶﾜ ﾖｼﾋﾛ 三重県 ブレイカーズ
3120 善平 卓司 ｾﾞﾝﾋﾗ ﾀｶｼ 岐阜県 チームぜんひら 3204 河野 雅⾏ ｺｳﾉ ﾏｻﾕｷ 愛知県
3121 井家 誉介 ｲﾉｲｴ ﾖｳｽｹ 奈良県 Ｔｅａｍ　スクアドラ 3205 福井 芳博 ﾌｸｲ ﾖｼﾋﾛ 愛知県 朝⾛ろう団
3122 片岡 道雄 ｶﾀｵｶ ﾐﾁｵ 滋賀県 3206 井上 和司 ｲﾉｳｴ ｶｽﾞｼ 愛知県 AMGN794
3123 槌田 圭⼀郎 ﾂﾁﾀﾞ ｹｲｲﾁﾛｳ 京都府 3207 吉富 淳 ﾖｼﾄﾐ ｱﾂｼ 京都府
3124 森野 英範 ﾓﾘﾉ ﾋﾃﾞﾉﾘ 滋賀県 3208 猪⿅倉 靖博 ｲｶﾞｸﾗ ﾔｽﾋﾛ 愛知県
3125 伊藤 秀樹 ｲﾄｳ ﾋﾃﾞｷ 愛知県 BREZZA-KAMIHAGI 3209 寺川 信⼀ ﾃﾗｶﾜ ｼﾝｲﾁ 京都府 PRESTO
3126 上田 洋⾏ ｳｴﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 福井県 バルバクラブフクイ 3210 ⻫場 孝由 ｻｲﾊﾞ ﾀｶﾖｼ 愛知県 ドバッツ
3127 服部 静敏 ﾊｯﾄﾘ ｼｽﾞﾄｼ 岐阜県 La Finale 3211 木村 亮 ｷﾑﾗ ﾘｮｳ 奈良県 必死のパッチ（橿原WADO)
1008 田中 宣⾏ ﾀﾅｶ ﾉﾘﾕｷ 兵庫県 3212 岡田 克彦 ｵｶﾀﾞ ｶﾂﾋｺ 兵庫県

3213 岡本 浩⼀ ｵｶﾓﾄ ｺｳｲﾁ 東京都
3214 縄田 久仁夫 ﾅﾜﾀ ｸﾆｵ 愛知県 チーム加速装置

8．男⼦G（50歳〜59歳） 496名 3215 浦野 保雄 ｳﾗﾉ ﾔｽｵ 大阪府 ウィンドローバー
No. 氏名 フリガナ 都道府県 チーム名 3216 井上 浩孝 ｲﾉｳｴ ﾋﾛﾀｶ 静岡県
3131 村田 孝幸 ﾑﾗﾀ ﾀｶﾕｷ 大阪府 ベッキーシクロクロス 3217 安田 克己 ﾔｽﾀﾞ ｶﾂﾐ 三重県
3132 岸野 靖弘 ｷｼﾉ ﾔｽﾋﾛ 大阪府 Team Sakatani 3218 ⻫藤 順⼀ ｻｲﾄｳ ｼﾞｭﾝｲﾁ 滋賀県 LOKO RACING
3133 宮下 裕史 ﾐﾔｼﾀ ﾋﾛｼ 大阪府 3219 中 明雄 ﾅｶ ｱｷｵ 三重県
3134 大月 和夫 ｵｵﾂｷ ｶｽﾞｵ 大阪府 YCC,  ナカガワRC 3220 中津 信⼆ ﾅｶﾂ ｼﾝｼﾞ 大阪府 整備⾃転⾞部
3135 ⻘山 昌司 ｱｵﾔﾏ ﾏｻｼ 徳島県 チームリベロ 3221 京藤 伸弘 ｷｮｳﾄｳ ﾉﾌﾞﾋﾛ 京都府 GSユアサ
3136 田中 良⼆ ﾀﾅｶ ﾘｮｳｼﾞ 愛知県 朝⾛ろう団 3222 岩崎 修 ｲﾜｻｷ ｵｻﾑ 岐阜県
3137 秋元 輝之 ｱｷﾓﾄ ﾃﾙﾕｷ 滋賀県 チーム暴れん坊将軍 3223 柴田 仁志 ｼﾊﾞﾀ ﾋﾄｼ 岐阜県
3138 樋野 明宏 ﾋﾉ ｱｷﾋﾛ 大阪府 Team　Allegro　Vivace 3224 山下 典和 ﾔﾏｼﾀ ﾉﾘｶｽﾞ 福井県 TEAM ハル
3139 ⻄村 裕司 ﾆｼﾑﾗ ﾋﾛｼ 京都府 PRESTO 3225 野瀬 良樹 ﾉｾ ﾖｼｷ 大阪府 ＆more
3140 岩渕 淳 ｲﾜﾌﾞﾁ ｱﾂｼ 大阪府 Jokers 3226 ⻘山 滋 ｱｵﾔﾏ ｼｹﾞﾙ 滋賀県 こんにゃくの⻤
3141 柳 真 ﾔﾅｷﾞ ｼﾝ 岐阜県 3227 古川 政治 ﾌﾙｶﾜ ｾｲｼﾞ 岐阜県
3142 中根 裕⼀ ﾅｶﾈ ﾕｳｲﾁ 愛知県 朝⾛ろう団 3228 向井 久護 ﾑｶｲ ｷｭｳｺﾞ 大阪府 Chary Boo53
3143 寒川 広喜 ｶﾝｶﾞﾜ ﾋﾛｷ 大阪府 3229 横手 宏彰 ﾖｺﾃ ﾋﾛｱｷ 大阪府 チームi
3144 大野 匡司 ｵｵﾉ ﾏｻｼ 大阪府 3230 杉江 嘉蔵 ｽｷﾞｴ ﾖｼﾀﾀﾞ 滋賀県 au ventoux
3145 南垣内 実 ﾐﾅﾐｶﾞｲﾄ ﾐﾉﾙ 愛知県 3231 杉江 ⾼司 ｽｷﾞｴ ﾀｶｼ 滋賀県 au ventoux
3146 上田 寛 ｳｴﾀﾞ ﾋﾛｼ 徳島県 3232 池田 慶三 ｲｹﾀﾞ ｹｲｿﾞｳ 大阪府 出前迅速
3147 大澤 泰彦 ｵｵｻﾜ ﾔｽﾋｺ 京都府 チームポッポ 3233 宮崎 昭博 ﾐﾔｻﾞｷ ｱｷﾋﾛ 愛知県 azbil
3148 上野 君徳 ｳｴﾉ ｷﾐﾉﾘ 大阪府 3234 森 ⼀朗 ﾓﾘ ｲﾁﾛｳ 兵庫県 グランデパール播磨
3149 石原 タカオ ｲｼﾊﾗ ﾀｶｵ 岐阜県 3235 村井 ⼀幸 ﾑﾗｲ ｶｽﾞﾕｷ 滋賀県 NCBC
3150 渡邊 雅健 watanabe masatake 徳島県 チーム リベロ 3236 ⻄村 博 ﾆｼﾑﾗ ﾋﾛｼ 愛知県 だるま
3151 松岡 右典 ﾏﾂｵｶ ｱｷﾉﾘ 兵庫県 チーム闇⾛〜2018 3237 ⻑⾕川 善雄 ﾊｾｶﾞﾜ ﾖｼｵ 愛知県 Mexican Smile Racing
3152 藤原 広太郎 ﾌｼﾞﾜﾗ ｺｳﾀﾛｳ 大阪府 チームｉ 3238 百合 寛 ﾕﾘ ﾋﾛｼ 福井県
3153 木村 保 ｷﾑﾗ ﾀﾓﾂ 愛知県 LEGGERO 3239 上田 哲也 ｳｴﾀﾞ ﾃﾂﾔ 京都府 OPENPRO RACING
3154 岩田 想 ｲﾜﾀ ｿｳ 京都府 チームかえたろう 3240 坂本 靖 ｻｶﾓﾄ ｷﾖｼ 愛知県
3155 田中 祐⼀ ﾀﾅｶ ﾕｳｲﾁ 兵庫県 soleil de l'est 3241 ⻄川 幸伸 ﾆｼｶﾜ ﾕｷﾉﾌﾞ 三重県 Team　AE
3156 ⻄田 英樹 ﾆｼﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ 滋賀県 MOON bikes⻯王 3242 冨田 哲也 ﾄﾐﾀ ﾃﾂﾔ 大阪府 OUMEDOS
3157 ⻘木 善郎 ｱｵｷ ﾖｼｵ 大阪府 TRAP 3243 津坂 英司 ﾂｻｶ ｴｲｼﾞ 愛知県 STR
3158 平岡 秀樹 ﾋﾗｵｶ ﾋﾃﾞｷ 岐阜県 3244 吾妻 健夫 ｱﾂﾞﾏ ﾀｹｵ 京都府
3159 川⼝ 英樹 ｶﾜｸﾞﾁ ﾋﾃﾞｷ 神奈川県 3245 濱⼝ 敬治 ﾊﾏｸﾞﾁ ｹｲｼﾞ 三重県
3160 神山 亮 ｺｳﾔﾏ ﾘｮｳ 滋賀県 ダイキンレーシング 3246 濵田 靖彦 ﾊﾏﾀﾞ ﾔｽﾋｺ 三重県
3161 山本 克己 ﾔﾏﾓﾄ ｶﾂﾐ 愛知県 3247 安部 昌男 ｱﾍﾞ ﾏｻｵ 兵庫県
3162 松本 健也 ﾏﾂﾓﾄ ﾀｹｼ 愛知県 無所属 3248 山岡 秀樹 ﾔﾏｵｶ ﾋﾃﾞｷ 大阪府
3163 濱本 静夫 ﾊﾏﾓﾄ ｼｽﾞｵ 兵庫県 HM2T 3249 安田 雅章 ﾔｽﾀﾞ ﾏｻｱｷ 大阪府 クローバーサイクル
3164 木村 薫敏 ｷﾑﾗ ｼｹﾞﾄｼ 徳島県 3250 清水 裕之 ｼﾐｽﾞ ﾋﾛﾕｷ 大阪府 つうばいつうＲ
3165 竹田 豊 ﾀｹﾀﾞ ﾕﾀｶ 大阪府 つぅばぃつぅR 3251 ⻄山 正彦 ﾆｼﾔﾏ ﾏｻﾋｺ 愛知県 TEAM　ACCHITTO
3166 村上 悟 ﾑﾗｶﾐ ｻﾄﾙ 兵庫県 BJCなんどいやー 3252 増永 裕⼀朗 ﾏｽﾅｶﾞ ﾕｳｲﾁﾛｳ 福井県 GEBA GEBA
3167 坂⼝ 稔 ｻｶｸﾞﾁ ﾐﾉﾙ 愛知県 3253 玉置 卓志 ﾀﾏｵｷ ﾀｶﾕｷ 兵庫県
3168 紺 利宏 ｺﾝ ﾄｼﾋﾛ 滋賀県 サイクルロードエイト 3254 玉井 輝久 ﾀﾏｲ ﾃﾙﾋｻ 大阪府 tubi
3169 杉浦 正 ｽｷﾞｳﾗ ﾀﾀﾞｼ 愛知県 3255 田辺 徹 ﾀﾅﾍﾞ ﾄｵﾙ 大阪府 チームきゃうちゃん
3170 近藤 陽⼀ ｺﾝﾄﾞｳ ﾖｳｲﾁ 滋賀県 ビワoneメテオ 3256 川⼝ 伊智朗 ｶﾜｸﾞﾁ ｲﾁﾛｳ 和歌山県 RC:shirahama
3171 中河 義和 ﾅｶｶﾞﾜ ﾖｼｶｽﾞ 兵庫県 HM2T 3257 愛須 史郎 ｱｲｽ ｼﾛｳ 和歌山県 RC:shirahama
3172 草加 修司 ｸｻｶ ｼｭｳｼﾞ 滋賀県 ビワoneメテオ 3258 水野 敏⼀ ﾐｽﾞﾉ ﾄｼｶｽﾞ 愛知県
3173 海野 裕人 ｳﾝﾉ ﾋﾛﾄ 静岡県 3259 宮﨑 博久 ﾐﾔｻﾞｷ ﾋﾛﾋｻ 大阪府 ⾼齢者の会
3174 清水 公⼀ ｼﾐｽﾞ ｺｳｲﾁ 愛知県 3260 藤田 浩 ﾌｼﾞﾀ ﾋﾛｼ 愛媛県 TEAM LUPPI
3175 正木 陽介 ﾏｻｷ ﾖｳｽｹ 大阪府 チーム　i　 (アイ) 3261 川端 孝治 ｶﾜﾊﾞﾀ ｺｳｼﾞ 愛知県 ドドンパ
3176 ⻄本 尚弘 ﾆｼﾓﾄ ﾀｶﾋﾛ 京都府 La Tartaruga 3262 安達 裕⻑ ｱﾀﾞﾁ ﾋﾛﾅｶﾞ 岐阜県 ドドンパ
3177 阿部 晃士 ｱﾍﾞ ｺｳｼﾞ 兵庫県 GENE BIKES 3263 石崎 進 ｲｼｻｷ ｽｽﾑ 富山県 T-Wave
3178 櫻井 亮太 ｻｸﾗｲ ﾘｮｳﾀ 三重県 3264 静⾕ 公義 ｼｽﾞﾔ ﾀｶﾖｼ 愛知県 ヤマシゲ⻲さん
3179 石川 真広 ｲｼｶﾜ ﾏｻﾋﾛ 大阪府 3265 三宅 哲也 ﾐﾔｹ ﾃﾂﾔ 大阪府
3180 大橋 達也 ｵｵﾊｼ ﾀﾂﾔ 愛知県 3266 加藤 正史 ｶﾄｳ ﾏｻｼ 岐阜県 Talkers  RESIBON



3267 藏野 雅章 ｸﾗﾉ ﾏｻｱｷ 兵庫県 スミダイレーシング 3353 山本 裕之 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛﾕｷ 岐阜県 大垣CSC
3268 田中 善哉 ﾀﾅｶ ﾖｼﾔ 兵庫県 ⼀軒茶屋 3354 森下 恭⾏ ﾓﾘｼﾀ ﾔｽﾕｷ 和歌山県 強⼒馬⼒⾃転⾞屋
3269 加藤 勝裕 ｶﾄｳ ｶﾂﾋﾛ 静岡県 team naro 3355 寺嶋 伸幸 ﾃﾗｼﾏ ﾉﾌﾞﾕｷ 兵庫県
3270 廣田 俊夫 ﾋﾛﾀ ﾄｼｵ 岐阜県 フットワークRC 3356 河合 盾⼀郎 ｶﾜｲ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ 愛知県 sashikasaRC
3271 坂東 英⼀郎 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ｴｲｲﾁﾛｳ 京都府 The☆whoo 3357 大⻄ ⼀弘 ｵｵﾆｼ ｶｽﾞﾋﾛ 奈良県 EURO-WORKS Racing
3272 野⼝ 哲⽣ ﾉｸﾞﾁ ﾃﾂｵ 三重県 ニッタ⾃転⾞部 3358 松本 守人 ﾏﾂﾓﾄ ﾓﾘﾋﾄ 兵庫県 阿成棒端会
3273 宮田 勝嗣 ﾐﾔﾀ ｶﾂｼﾞ 和歌山県 TEAM SANREMO 3359 ⾠⺒ 嘉⼀ ﾀﾂﾐ ｶｲﾁ 奈良県 チーム  アスカ
3274 木津 敏仁 ｷﾂﾞ ﾄｼﾋﾄ 大阪府 3360 加野 毅真 ｶﾉ ﾀｹﾏ 奈良県 THE TEAM ASUKA
3275 栗田 和典 ｸﾘﾀ ｶﾂﾉﾘ 大阪府 abenova 3361 田中 繁雄 ﾀﾅｶ ｼｹﾞｵ 京都府 ACTON!
3276 天野 義孝 ｱﾏﾉ ﾖｼﾀｶ 奈良県 VCCB?ziers 3362 荒井 宣善 ｱﾗｲ ﾉﾘﾖｼ 愛知県 ⾃由輪倶楽部
3277 中元 浩⼆ ﾅｶﾓﾄ ｺｳｼﾞ 愛知県 3363 ⾚澤 和徳 ｱｶｻﾞﾜ ｶｽﾞﾉﾘ 岡山県 チームグランプッチ
3278 藤岡 篤 ﾌｼﾞｵｶ ｱﾂｼ 愛知県 3364 宮川 真史 ﾐﾔｶﾞﾜ ｼﾝｼﾞ 愛知県
3279 ⾕ 幸司 ﾀﾆ ｺｳｼﾞ 兵庫県 DD-GG 3365 加藤 洋之 ｶﾄｳ ﾋﾛﾕｷ 京都府 サメクジラ
3280 田辺 道⻑ ﾀﾅﾍﾞ ﾐﾁﾅｶﾞ 滋賀県 NRC 3366 半澤 勝浩 ﾊﾝｻﾞﾜ ｶﾂﾋﾛ 愛知県 DESTRA
3281 松並 孝至 ﾏﾂﾅﾐ ﾀｶｼ 奈良県 まほロバＲＣ 3367 平沼 宏⼀ ﾋﾗﾇﾏ ﾋﾛｶｽﾞ 大阪府
3282 坂本 眞徳 ｻｶﾓﾄ ﾏｻﾉﾘ 大阪府 Team Sakatani 3368 藤本 治 ﾌｼﾞﾓﾄ ｵｻﾑ 兵庫県
3283 宮脇 満 ﾐﾔﾜｷ ﾐﾂﾙ 愛知県 尾張トライアスロンクラブ 3369 今井 英也 ｲﾏｲ ﾋﾃﾞﾔ 京都府
3284 ⼩椋 正博 ｵｸﾞﾗ ﾏｻﾋﾛ 岐阜県 Azzurro 3370 芝⾕ 年康 ｼﾊﾞﾀﾆ ﾄｼﾔｽ 京都府
3285 ⾼橋 宏和 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛｶｽﾞ 愛知県 ヤマシゲ⻲さん 3371 ⻄沢 頼 ﾆｼｻﾞﾜ ﾀﾉﾑ 大阪府 Team Sakatani
3286 正山 旭 ｼｮｳﾔﾏ ｱｷﾗ 東京都 3372 牧草 次郎 ﾏｷｸﾞｻ ｼﾞﾛｳ 京都府
3287 駒居 茂之 ｺﾏｲ ｼｹﾞﾕｷ 京都府 3373 石原 巧 ｲｼﾊﾗ ﾀｸﾐ 滋賀県 SPT⾃転⾞同好会
3288 塚本 祐司 ﾂｶﾓﾄ ﾕｳｼﾞ 三重県 個人 3374 飯泉 仁美 ｲｲｽﾞﾐ ﾋﾄﾐ 京都府 SPT⾃転⾞同好会
3289 菊池 孝信 ｷｸﾁ ﾀｶﾉﾌﾞ 京都府 3375 大塚 真 ｵｵﾂｶ ﾏｺﾄ 兵庫県 Team POLPO
3290 今井 義信 ｲﾏｲ ﾖｼﾉﾌﾞ 岐阜県 大垣CSC 3376 藤森 靖夫 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾔｽｵ 大阪府
3291 大友 幹夫 ｵｵﾄﾓ ﾐｷｵ 岡山県 チーム 登るんじゃー 3377 脇田 守康 ﾜｷﾀﾞ ﾓﾘﾔｽ 愛知県
3292 清瀬 雅司 ｷﾖｾ ﾏｻｼ 岐阜県 3378 近藤 博 ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾛｼ 京都府
3293 紺屋 仁志 ｺﾝﾔ ﾋﾄｼ 大阪府 ACTON! 3379 鳥越 ⽣資 ﾄﾘｺﾞｴ ｾｲｼﾞ 兵庫県 CoolVelo
3294 ⻫藤 祐嗣 ｻｲﾄｳ ﾕｳｼﾞ 愛知県 3380 福地 祥晃 ﾌｸﾁ ﾖｼｱｷ 岐阜県 いびけん⾃転⾞部
3295 ⼆井 俊成 ﾆｲ ﾄｼﾅﾘ 兵庫県 3381 水野 繁夫 ﾐｽﾞﾉ ｼｹﾞｵ 福井県
3296 新美 浩史 ﾆｲﾐ ﾋﾛｼ 愛知県 DESTRA 3382 和田 守⽣ ﾜﾀﾞ ﾓﾘｵ 三重県
3297 大塚 章彦 ｵｵﾂｶ ｱｷﾋｺ 京都府 トーヨーレーシングチーム 3383 上坂 透 ｺｳｻｶ ﾄｵﾙ 滋賀県
3298 村瀬 啓治 ﾑﾗｾ ｹｲｼﾞ 三重県 3384 石原 裕康 ｲｼﾊﾗ ﾋﾛﾔｽ 愛知県 チームタフ
3299 川野 秀雄 ｶﾜﾉ ﾋﾃﾞｵ 大阪府 PCサイクルクラブひろちゃん 3385 藤平 克浩 ﾌｼﾞﾋﾗ ｶﾂﾋﾛ 大阪府 プントロッソ東京
3300 大野 啓介 ｵｵﾉ ｹｲｽｹ 三重県 3386 愛葉 祐司 ｱｲﾊﾞ ﾕｳｼﾞ 愛知県
3301 森田 弘喜 ﾓﾘﾀ ﾋﾛｷ 大阪府 3387 林 茂伸 ﾊﾔｼ ｼｹﾞﾉﾌﾞ 三重県 Team DTK
3302 横田 至 ﾖｺﾀ ｲﾀﾙ 滋賀県 Moon bikes ⻯王 3388 湯浅 敏正 ﾕｱｻ ﾄｼﾏｻ 石川県
3303 池田 ⼀則 ｲｹﾀﾞ ｶｽﾞﾉﾘ 愛知県 3389 衣川 登志之 ｷﾇｶﾜ ﾄｼﾕｷ 愛知県
3304 岡本 健太郎 ｵｶﾓﾄ ｹﾝﾀﾛｳ 愛知県 チーム ヤマシゲ 3390 岩本 広和 ｲﾜﾓﾄ ﾋﾛｶｽﾞ 愛知県 SIMIZU RACING
3305 前川 明男 ﾏｴｶﾞﾜ ｱｷｵ 三重県 3391 泉 隆久 ｲｽﾞﾐ ﾀｶﾋｻ 大阪府 箕面市
3306 上村 裕和 ｳｴﾑﾗ ﾋﾛｶｽﾞ 奈良県 キャノンデール心斎橋 3392 山下 範恭 ﾔﾏｼﾀ ﾉﾘﾔｽ 愛知県 チーム愛豊精機
3307 川北 泰臣 ｶﾜｷﾀ ﾔｽｵﾐ 富山県 バルバクラブタカオカ 3393 ⼆宮 茂光 ﾆﾉﾐﾔ ｼｹﾞﾐﾂ 愛知県 チームカモカモ
3308 柘植 稔久 ﾂｹﾞ ﾄｼﾋｻ 愛知県 3394 玉置 浩 ﾀﾏｷ ﾋﾛｼ 愛知県 ドバッツ
3309 依田 文彦 ﾖﾀﾞ ﾌﾐﾋｺ 愛知県 SKR 3395 倉⾒ 祐史 ｸﾗﾐ ﾕｳｼﾞ 愛知県 THG
3310 ⼆ッ木 雅之 ﾌﾀﾂｷﾞ ﾏｻﾕｷ 愛知県 3396 渡辺 達 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄｵﾙ 岐阜県 DAITRON チャリ部
3311 木下 卓哉 ｷﾉｼﾀ ﾀｸﾔ 兵庫県 AVEL utsubo 3397 森 由紀夫 ﾓﾘ ﾕｷｵ 大阪府
3312 酒巻 和彦 ｻｶﾏｷ ｶｽﾞﾋｺ 大阪府 3398 ⾦井 俊和 ｶﾅｲ ﾄｼｶｽﾞ 静岡県
3313 竹内 康人 ﾀｹｳﾁ ﾔｽﾋﾄ 愛知県 3399 平井 章夫 ﾋﾗｲ ﾌﾐｵ 奈良県 EURO WORKS 
3314 早崎 ⼀人 ﾊﾔｻｷ ｶｽﾞﾋﾄ 富山県 BBB.A 3400 坪井 誠 ﾂﾎﾞｲ ﾏｺﾄ 愛知県
3315 アシュリマン グレゴリー ｱｼｭﾘﾏﾝ ｸﾞﾚｺﾞﾘｰ 大阪府 3401 糸井 克成 ｲﾄｲ ｶﾂﾅﾘ 京都府
3316 伊藤 正彦 ｲﾄｳ ﾏｻﾋｺ 岐阜県 チームゴジラ 3402 平尾 ⼀師 ﾋﾗｵ ｶｽﾞﾉﾘ 滋賀県
3317 音川 誠⼀郎 ｵﾄｶﾜ ｾｲｲﾁﾛｳ 京都府 3403 ⾕⼝ 康 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾔｽｼ 愛知県 よもぎサイクリング
3318 林 孝英 ﾊﾔｼ ﾀｶﾋﾃﾞ 岐阜県 大垣ピストンズ 3404 石原 逸司 ｲｼﾊﾗ ｲﾂｼ 愛知県
3319 山岸 ⻯馬 ﾔﾏｷﾞｼ ﾘｭｳﾏ 愛知県 3405 達野 智史 ﾀﾂﾉ ｻﾄｼ 滋賀県 アヤハディオ　堅田店
3320 河合 政治 ｶﾜｲ ｾｲｼﾞ 愛知県 チームいかれポンチ 3406 ⼩原 欣也 ｵﾊﾗ ｷﾝﾔ 大阪府 あひるレーシング
3321 山代 しづお ﾔﾏｼﾛ ｼﾂﾞｵ 大阪府 ⾼齢者の会 3407 竹内 聡 ﾀｹｳﾁ ｻﾄｼ 愛知県 シミズサイクル
3322 梅田 善愛 ｳﾒﾀﾞ ﾖｼﾁｶ 京都府 大正池倶楽部 3408 成瀬 正幸 ﾅﾙｾ ﾀﾀﾞﾕｷ 愛知県
3323 石山 輝英 ｲｼﾔﾏ ﾃﾙﾋﾃﾞ 大阪府 3409 向井 弘 ﾑｶｲ ﾋﾛｼ 福井県 武丹本舗
3324 成瀬 豊 ﾅﾙｾ ﾕﾀｶ 愛知県 SQUADRA　CAMPANELLO 3410 ⾼木 大典 ﾀｶｷﾞ ﾀﾞｲｽｹ 大阪府 VC VELOCE PROSSIMO
3325 篁 雄⺒ ﾀｶﾑﾗ ﾕｳｼﾞ 京都府 スペリアーモ・イワイ 3411 牧野 ⼀登 ﾏｷﾉ ｶｽﾞﾄ 兵庫県 TUFFSTUFF タフスタッフ
3326 東 博 ﾋｶﾞｼ ﾋﾛｼ 兵庫県 3412 酒向 成彦 ｻｺｳ ﾅﾙﾋｺ 岐阜県
3327 石井 鉄也 ｲｼｲ ﾃﾂﾔ 岐阜県 チ－ムまふ 3413 木村 昇 ｷﾑﾗ ﾉﾎﾞﾙ 石川県 トンデモクラブ
3328 白石 浩⼀ ｼﾗｲｼ ｺｳｲﾁ 富山県 FBS100 3414 中尾 敦司 ﾅｶｵ ｱﾂｼ 岡山県 チームWave
3329 國保 克司 ｺｸﾎﾞ ｶﾂｼ 三重県 ザ・ブレイカーズ 3415 ⻄代 伸造 ﾆｼﾝﾀﾞｲ ｼﾝｿﾞｳ 兵庫県 トラクターRC 
3330 塚原 浩⼀ ﾂｶﾊﾗ ｺｳｲﾁ 兵庫県 こてっちゃん 3416 松田 庄平 ﾏﾂﾀﾞ ｼｮｳﾍｲ 愛知県 チーム幸寿司
3331 清水 勝也 ｼﾐｽﾞ ｶﾂﾔ 滋賀県 3417 浜⻄ 圭介 ﾊﾏﾆｼ ｹｲｽｹ 大阪府
3332 森 真⼀郎 ﾓﾘ ｼﾝｲﾁﾛｳ 兵庫県 3418 岩崎 秀紀 ｲﾜｻｷ ﾋﾃﾞｷ 三重県 S-ride cycling team
3333 池田 正之 ｲｹﾀﾞ ﾏｻﾕｷ 静岡県 BC.TIMERS 3419 荒 修 ｱﾗ ｵｻﾑ ⻑野県
3334 竹内 英⼆ ﾀｹｳﾁ ｴｲｼﾞ 大阪府 OUMEDOS 3420 岡田 直司 ｵｶﾀﾞ ﾅｵｼﾞ 愛知県
3335 秋元 健児 ｱｷﾓﾄ ｹﾝｼﾞ 大阪府 3421 鈴木 郁⼆ ｽｽﾞｷ ﾕｳｼﾞ 大阪府 チーム泥んこプロレス
3336 吉野 真治 ﾖｼﾉ ｼﾝｼﾞ 静岡県 Vivace掛川 3422 浅田 雅彦 ｱｻﾀﾞ ﾏｻﾋｺ 大阪府
3337 森 ⼀也 ﾓﾘ ｶｽﾞﾔ 和歌山県 RC:shirahama 3423 山田 修司 ﾔﾏﾀﾞ ｼｭｳｼﾞ 京都府
3338 山⼝ 睦雄 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾖｼｵ 大阪府 rabbitstream 3424 福地 幸雄 ﾌｸﾁ ﾕｷｵ 京都府
3339 今井 豊裕 ｲﾏｲ ﾄﾖﾋﾛ 滋賀県 kcr 3425 清瀬 健司 ｷﾖｾ ｹﾝｼﾞ 滋賀県 Rafale
3340 日川 和伸 ﾋｶﾜ ｶｽﾞﾉﾌﾞ 広島県 3426 ⻄江 修⼀ ﾆｼｴ ｼｭｳｲﾁ 石川県
3341 木村 治 ｷﾑﾗ ｵｻﾑ 奈良県 まほロバRC 3427 澤井 和男 ｻﾜｲ ｶｽﾞｵ 岐阜県 kouwa
3342 山⼝ 貴裕 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｶﾋﾛ 大阪府 ＰC．サイクルクラブひろちゃん 3428 盛岡 正男 ﾓﾘｵｶ ﾏｻｵ 福井県 アストリション
3343 作田 康久 ｻｸﾀﾞ ﾔｽﾋｻ 愛知県 3429 榎本 敦久 ｴﾉﾓﾄ ｱﾂﾋｻ 和歌山県 遊輪クラブ
3344 若杉 靖史 ﾜｶｽｷﾞ ﾔｽｼ 愛知県 ドバッツ 3430 山本 勝彦 ﾔﾏﾓﾄ ｶﾂﾋｺ 和歌山県
3345 勝田 賢⼀ ｶﾂﾀ ｹﾝｲﾁ 三重県 3431 岡田 隆 ｵｶﾀﾞ ﾀｶｼ 静岡県 浜松サイクリングクラブ
3346 杉山 ⼯ ｽｷﾞﾔﾏ ﾀｸﾐ 愛知県 3432 ⼩久保 正彦 ｺｸﾎﾞ ﾏｻﾋｺ 奈良県 まほロバRC
3347 森田 邦嗣 ﾓﾘﾀ ｸﾆﾂｸﾞ 愛知県 3433 野村 峯弘 ﾉﾑﾗ ﾐﾈﾋﾛ 石川県 バルバクラブ　ハクサン
3348 扇 健展 ｵｵｷﾞ ﾀｹﾉﾌﾞ 大阪府 3434 芳野 正裕 ﾎｳﾉ ﾏｻﾋﾛ 奈良県 FKD Racing
3349 ⾼橋 孝司 ﾀｶﾊｼ ｺｳｼﾞ 京都府 3435 水⾕ 英司 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾋﾃﾞｼ 愛知県
3350 ⾚井 信太郎 ｱｶｲ ｼﾝﾀﾛｳ 滋賀県 NRC 3436 坂⾒ 勝教 ｻｶﾐ ﾖｼﾉﾘ 兵庫県
3352 深瀬 康夫 ﾌｶｾ ﾔｽｵ 愛知県 3437 海田 孝⾏ ｶｲﾀﾞ ﾀｶﾕｷ 岐阜県

3438 倉内 友孝 ｸﾗｳﾁ ﾄﾓﾀｶ 大阪府



3439 秋田 和彦 ｱｷﾀ ｶｽﾞﾋｺ 愛知県 DENSO RACING 3525 芳野 博俊 ﾖｼﾉ ﾋﾛﾄｼ 兵庫県 チーム　ガナス
3440 ⼩林 裕幸 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾕｷ 兵庫県 ⻄播磨RoadGunz 3526 加藤 壽嗣 ｶﾄｳ ﾋｻﾂｸﾞ 京都府 違駄天
3441 ⼩原 正 ｵﾊﾞﾗ ﾀﾀﾞｼ 兵庫県 ⻄播磨Road-Gunz 3527 永田 富⼀ ﾅｶﾞﾀ ﾄﾐｶｽﾞ 京都府 The☆whoo
3442 濱田 雅和 ﾊﾏﾀﾞ ﾏｻｶｽﾞ 石川県 バルバワークス⾦沢 3528 森本 直之 ﾓﾘﾓﾄ ﾅｵﾕｷ 大阪府
3443 木⼾ 毅 ｷﾄﾞ ﾀｹｼ 大阪府 本町クラブ 3529 早田 篤司 ﾊﾔﾀ ｱﾂｼ 愛知県 YHCC
3444 水成 若夫 ﾐｽﾞﾅﾘ ﾜｶｵ 兵庫県 トラクターRC 3530 大坪 憲幸 ｵｵﾂﾎﾞ ﾉﾘﾕｷ 岐阜県
3445 岩井 巧 ｲﾜｲ ﾀｸﾐ 大阪府 チーム・サイクルショップイワ井 3531 若園 明裕 ﾜｶｿﾞﾉ ｱｷﾋﾛ 岐阜県 Footwork
3446 安江 尚人 ﾔｽｴ ﾅｵﾄ 愛知県 3532 桐山 弘樹 ｷﾘﾔﾏ ﾋﾛｷ 岐阜県
3447 山上 智史 ﾔﾏｶﾞﾐ ｻﾄｼ 愛知県 3533 吉岡 利幸 ﾖｼｵｶ ﾄｼﾕｷ 京都府
3448 山⼝ 勝 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｻﾙ 京都府 チームjamシニア 3534 ⻑嶋 伸夫 ﾅｶﾞｼﾏ ﾉﾌﾞｵ 京都府
3449 ⻄辻 潤 ﾆｼﾂｼﾞ ｼﾞｭﾝ 岐阜県 3535 松井 朋温 ﾏﾂｲ ﾄﾓｱﾂ 兵庫県 輪千レーシングチーム
3450 道券 宣浩 ﾄﾞｳｹﾝ ﾉﾘﾋﾛ 石川県 3536 山本 丈晴 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｹﾊﾙ 愛知県
3451 山田 美好 ﾔﾏﾀﾞ ﾐﾖｼ 岐阜県 なし 3537 橋本 尚志 ﾊｼﾓﾄ ﾅｵｼ 大阪府 Team 704
3452 松本 祥忠 ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾛﾀﾀﾞ 大阪府 3538 川⼝ 昇⼀ ｶﾜｸﾞﾁ ｼｮｳｲﾁ 岐阜県
3453 猪野 正視 ｲﾉ ﾏｻｼ 愛知県 3539 大島 俊文 ｵｵｼﾏ ﾄｼﾌﾐ 大阪府 to planning office
3454 森田 秀昭 ﾓﾘﾀ ﾋﾃﾞｱｷ 大阪府 3540 中井 健 ﾅｶｲ ｹﾝ 大阪府
3455 日野 毅 ﾋﾉ ﾀｹｼ 兵庫県 Team Hi 3541 山田 健⼀ ﾔﾏﾀﾞ ｹﾝｲﾁ 京都府 TheWhoo
3456 松川 洋治 ﾏﾂｶﾜ ﾖｳｼﾞ 福井県 バルバクラブフクイ 3542 木村 威 ｷﾑﾗ ﾀｹｼ 岐阜県 シバタ
3457 今垣 良三 ｲﾏｶﾞｷ ﾘｮｳｿﾞｳ 兵庫県 3543 堀 定⾏ ﾎﾘ ｻﾀﾞﾕｷ 滋賀県
3458 元井 和彦 ﾓﾄｲ ｶｽﾞﾋｺ 京都府 シャカリキ⾃転⾞部 3544 千田 昌人 ｾﾝﾀﾞ ﾏｻﾄ 愛知県
3459 松永 眞理⽣ ﾏﾂﾅｶﾞ ﾏﾘｵ 愛知県 アーリーモーニング 3545 三輪 幸史 ﾐﾜ ｺｳｼﾞ 大阪府
3460 樋⼝ 雄⼀ ﾋｸﾞﾁ ﾕｳｲﾁ 大阪府 TEAM    Hi 3546 平塚 康之 ﾋﾗﾂｶ ﾔｽﾕｷ 京都府 The☆whoo
3461 ⼩川 光章 ｵｶﾞﾜ ﾐﾂｱｷ 大阪府 大産大A.C.OB 3547 植田 賢司 ｳｴﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 大阪府 Team Fire Settsu
3462 吉村 元宏 ﾖｼﾑﾗ ﾓﾄﾋﾛ 京都府 3548 中井 忠徳 ﾅｶｲ ﾀﾀﾞﾉﾘ 愛知県
3463 相原 裕 ｱｲﾊﾗ ﾕﾀｶ 愛知県 DBエキスパートサイクリングチーム 3549 大橋 龍美 ｵｵﾊｼ ﾀﾂﾐ 岐阜県
3464 元川 清広 ﾓﾄｶﾜ ｷﾖﾋﾛ 大阪府 ラフ＆ロード北摂 3550 中村 干城 ﾅｶﾑﾗ ﾀﾃｷ 愛知県
3465 ⾼田 晋司 ﾀｶﾀﾞ ｼﾝｼﾞ 愛知県 3551 古田 克典 ﾌﾙﾀ ｶﾂﾉﾘ 愛知県
3466 有馬 譲 ｱﾘﾏ ﾕｽﾞﾙ 兵庫県 シラサギサイクル 3552 重田 博文 ｼｹﾞﾀ ﾋﾛﾌﾐ 愛知県 DTC
3467 田島 ⼀成 ﾀｼﾞﾏ ｶｽﾞﾅﾘ 愛知県 3553 横川 治久 ﾖｺｶﾜ ﾊﾙﾋｻ 岐阜県
3468 宮崎 泉 ﾐﾔｻﾞｷ ｲｽﾞﾐ 大阪府 3554 江頭 元 ｴｶﾞｼﾗ ﾊｼﾞﾒ 愛知県 Bakatorque
3469 柏木 正人 ｶｼﾜｷﾞ ﾏｻﾄ 大阪府 3555 桐村 聡司 ｷﾘﾑﾗ ｻﾄｼ 滋賀県
3470 村上 治 ﾑﾗｶﾐ ｵｻﾑ 京都府 PASSIONE 3556 齋藤 泰丈 ｻｲﾄｳ ﾖｼﾀｹ 京都府
3471 河村 浩之 ｶﾜﾑﾗ ﾋﾛﾕｷ 静岡県 3557 檜山 聡 ﾋﾔﾏ ｻﾄｼ 大阪府 Presto
3472 池野 忠洋 ｲｹﾉ ﾀﾀﾞﾋﾛ 滋賀県 3558 ⾜⽴ 考司 ｱﾀﾞﾁ ﾀｶｼ 大阪府
3473 大竹 吉彦 ｵｵﾀｹ ﾖｼﾋｺ 愛知県 天狗党 3559 萩原 祥⾏ ﾊｷﾞﾜﾗ ﾖｼﾕｷ 滋賀県
3474 徳田 省⼆ ﾄｸﾀﾞ ｼｮｳｼﾞ 千葉県 FUKADAまじりんぐ 3560 近藤 親雄 ｺﾝﾄﾞｳ ﾁｶｵ 愛知県
3475 ⼩山 桂⼀ ｺﾔﾏ ｹｲｲﾁ 愛知県 c.r.t風 3561 布田 光久 ﾌﾀ ﾐﾂﾋｻ 岐阜県 チーム養⽼
3476 角⾕ 昌浩 ｶｸﾀﾆ ﾏｻﾋﾛ 大阪府 出前迅速 3562 庄司 識人 ｼｮｳｼﾞ ﾉﾘﾋﾄ 愛知県
3477 坂根 敏之 ｻｶﾈ ﾄｼﾕｷ 京都府 blue dragon 3563 安田 昌範 ﾔｽﾀﾞ ﾏｻﾉﾘ 愛知県
3478 井上 久雄 ｲﾉｳｴ ﾋｻｵ 岐阜県 Mazak  OCC 3564 畑田 記秀 ﾊﾀﾀﾞ ﾉﾘﾋﾃﾞ 京都府 ＶＣ　ＶＥＬＯＣＥ　ｐｒｏｓｓｉｍｏ
3479 南本 政司 ﾐﾅﾐﾓﾄ ﾏｻｼ 福井県 前田⼯繊チャリ部 3565 江原 勝幸 ｴﾊﾞﾗ ｶﾂﾕｷ 静岡県 静岡県⽴短大
3480 大沢 賢⼆ ｵｵｻﾜ ｹﾝｼﾞ 岐阜県 talkers t-redcross 3566 満岡 毅 ﾐﾂｵｶ ﾂﾖｼ 京都府
3481 栗山 茂 ｸﾘﾔﾏ ｼｹﾞﾙ 岐阜県 フットワークRC 3567 前田 ⻯五 ﾏｴﾀﾞ ﾘｭｳｺﾞ 京都府 The whoo
3482 安井 秀昭 ﾔｽｲ ﾋﾃﾞｱｷ 愛知県 チームスパスパ 3568 井上 嘉彦 ｲﾉｳｴ ﾖｼﾋｺ 滋賀県
3483 阿部 繁 ｱﾍﾞ ｼｹﾞﾙ 静岡県 霧ヶ峰 3569 武藤 政広 ﾑﾄｳ ﾏｻﾋﾛ 愛知県 チームTSI
3484 ⼩塚 滋久 ｺﾂﾞｶ ｼｹﾞﾋｻ 愛知県 3570 内田 弘毅 ｳﾁﾀﾞ ｺｳｷ 大阪府
3485 後藤 秀徳 ｺﾞﾄｳ ﾋﾃﾞﾉﾘ 兵庫県 GENE 3571 ⼩林 吉広 ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｼﾋﾛ 滋賀県 バナナ食べ放題。
3486 澤田 剛 ｻﾜﾀﾞ ﾂﾖｼ 石川県 バルバクラブカナザワ 3572 田嶋 良宏 ﾀｼﾞﾏ ﾖｼﾋﾛ ⻑野県
3487 有竹 伸夫 ｱﾘﾀｹ ﾉﾌﾞｵ 奈良県 3573 カツベ アツシ ｶﾂﾍﾞｱﾂｼ ｶﾂﾍﾞｱﾂｼ 京都府 好き勝手サイクリンググラブ
3488 ⻑⾕川 康尚 ﾊｾｶﾞﾜ ﾔｽﾅｵ 兵庫県 ＫＡZ A MID ORI 3574 堀川 泰⼀ ﾎﾘｶﾜ ﾔｽｲﾁ 和歌山県 遊輪クラブ
3489 渡辺健司 ﾜﾀﾅﾍﾞｹﾝｼﾞ 京都府 エンドルフィン2 3575 木村 浩⼆郎 ｷﾑﾗ ｺｳｼﾞﾛｳ 滋賀県 神風
3490 家田 豊 ｲｴﾀﾞ ﾕﾀｶ 愛知県 3576 ⾼橋 邦夫 ﾀｶﾊｼ ｸﾆｵ 兵庫県
3491 山田 博 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛｼ 大阪府 つうばいつうR 3577 答島 豊 ｺﾀｼﾞﾏ ﾕﾀｶ 徳島県
3492 ⻑⾕川 昌彦 ﾊｾｶﾞﾜ ﾏｻﾋｺ 愛知県 Footwork RC 3578 ⾼橋 秀直 ﾀｶﾊｼ ﾋﾃﾞﾅｵ 愛知県
3493 佐橋 ⽴美 ｻﾊﾞｼ ﾀﾂﾐ 岐阜県 3579 後藤 英之 ｺﾞﾄｳ ﾋﾃﾞﾕｷ 愛知県 チームみずがめ
3494 浜田 邦裕 ﾊﾏﾀﾞ ｸﾆﾋﾛ 京都府 3580 安藤 康志 ｱﾝﾄﾞｳ ｺｳｼﾞ 愛知県
3495 安藤 渉⼆ ｱﾝﾄﾞｳ ｼｮｳｼﾞ 愛知県 ansho57 3581 大⻄ 利実 ｵｵﾆｼ ﾄｼﾐ 三重県 臨時漕会
3496 脇坂 佳成 ﾜｷｻｶ ﾖｼﾅﾘ 愛媛県 焼鳥山鳥レーシング 3582 上人 正 ｼﾞｮｳﾆﾝ ﾀﾀﾞｼ 大阪府 岸和田ツーリングクラブ
3497 三輪 章 ﾐﾜ ｱｷﾗ 三重県 3583 曽束 紀夫 ｿﾂｶ ﾉﾘｵ 岡山県
3498 河⻄ 敬祐 ｶﾜﾆｼ ｹｲｽｹ 京都府 SMCC 3584 角田 哲郎 ｽﾐﾀ ﾃﾂﾛｳ 愛知県 NSGP95
3499 水野 直文 ﾐｽﾞﾉ ﾅｵﾌﾐ 神奈川県 アクアタイム 3585 佐藤 浩司 ｻﾄｳ ｺｳｼﾞ 愛知県 NSGP95
3500 ⻑澤 達男 ﾅｶﾞｻﾜ ﾀﾂｵ 大阪府 飯盛山サイクリングクラブ 3586 ⽴木 昌幸 ﾂｲｷ ﾏｻﾕｷ 岐阜県
3501 増田 秀紀 ﾏｽﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ 福井県 バルバクラブエチゼン 3587 中島 裕 ﾅｶｼﾏ ﾕﾀｶ 富山県 ＲＥＢＥＬ
3502 大阪 英児 ｵｵｻｶ ｴｲｼﾞ 大阪府 たろうズ 3588 ⻄川 達夫 ﾆｼｶﾜ ﾀﾂｵ 愛知県
3503 張間 通孝 ﾊﾘﾏ ﾐﾁﾀｶ 兵庫県 3589 中⾕ 秀樹 ﾅｶﾀﾆ ﾋﾃﾞｷ 東京都
3504 藤本 武司 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾀｹｼ 奈良県 3590 岡田 幸裕 ｵｶﾀﾞ ﾕｷﾋﾛ 愛知県 ぴっとレーシングチーム
3505 ⾦田 誠次 ｶﾅﾀ ｾｲｼﾞ 京都府 Rise-RT 3591 岩田 聡 ｲﾜﾀ ｻﾄｼ 愛知県 竹田設計⼯業⾃転⾞部
3506 村木 康男 ﾑﾗｷ ﾔｽｵ 大阪府 Team Sakatani 3592 久馬 逸志 ｷｭｳﾏ ｲﾂｼ 京都府 今日も押しますs
3507 稲吉 裕章 ｲﾅﾖｼ ﾋﾛｱｷ 愛知県 サイクルマスター 3593 新宮 秀美 ｼﾝｸﾞｳ ﾋﾃﾞﾐ 京都府
3508 外山 和彦 ﾄﾔﾏ ｶｽﾞﾋｺ 静岡県 ＦＲＤ 3594 佐伯 仁之 ｻｲｷ ﾋﾄﾕｷ 京都府
3509 永井 久司 ﾅｶﾞｲ ﾋｻｼ 富山県 BBB.A 3595 ⾕ 昭司 ﾀﾆ ｼｮｳｼﾞ 岐阜県 セラクラフト
3510 楢原 良和 ﾅﾗﾊﾗ ﾖｼｶｽﾞ 兵庫県 3596 杉山 泰典 ｽｷﾞﾔﾏ ﾔｽﾉﾘ 岐阜県
3511 渡邊 正弘 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾋﾛ 愛知県 3597 鈴木 幹雄 ｽｽﾞｷ ﾐｷｵ 愛知県
3512 丸田 幹穂 ﾏﾙﾀ ﾐｷﾎ 大阪府 3598 安田 輝 ﾔｽﾀﾞ ｱｷﾗ 東京都
3513 中 隆之 ﾅｶ ﾀｶﾕｷ 愛知県 3599 齋藤 昌宏 ｻｲﾄｳ ﾏｻﾋﾛ 奈良県 THE TEAM ASUKA
3514 氏原 貴久男 ｳｼﾞﾊﾗ ｷｸｵ 愛知県 3600 野村 光伸 ﾉﾑﾗ ﾐﾂﾉﾌﾞ 京都府 ＣＳＹ
3515 木村 育郎 ｷﾑﾗ ｲｸｵ 京都府 矢田太⼀レーシング 3601 森崎 憲太郎 ﾓﾘｻｷ ｹﾝﾀﾛｳ 滋賀県
3516 Flanagan John Vincent Flanagan John VincentJapan Pedalforth Fitting 3602 中川 雄介 ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳｽｹ 京都府 京都中部総合医療センター　⾃転⾞部
3517 伊藤 賢⼆ ｲﾄｳ ｹﾝｼﾞ 岐阜県 3603 津田 徹 ﾂﾀﾞ ﾄｵﾙ 兵庫県
3518 溝⼝ 敦士 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ｱﾂｼ 京都府 3604 伊澤 秀樹 ｲｻﾞﾜ ﾋﾃﾞｷ 愛知県 雷鳥
3519 真鍋 武夫 ﾏﾅﾍﾞ ﾀｹｵ 岐阜県 3605 鈴木 政輝 ｽｽﾞｷ ﾏｻｷ 愛知県
3520 ⼩山 聡 ｺﾔﾏ ｻﾄｼ 滋賀県 3606 日沖 純⼀ ﾋｵｷ ｼﾞｭﾝｲﾁ 愛知県 ⾃由輪倶楽部
3521 村上 義典 ﾑﾗｶﾐ ﾖｼﾉﾘ 兵庫県 3607 坂井 裕人 ｻｶｲ ﾋﾛﾄ 滋賀県 ｋｃｒ＝ kiyoshi cycle racing
3522 吉田 要 ﾖｼﾀﾞ ｶﾅﾒ 大阪府 ラビットストリート 3608 松村 賢 ﾏﾂﾑﾗ ｹﾝ 滋賀県 ｋｃｒ＝ kiyoshi cycle racing
3523 坂上 啓 ｻｶﾉｳｴ ｹｲ 東京都 3609 藤原 成人 ﾌｼﾞﾊﾗ ﾅﾙﾄ 滋賀県 ｋｃｒ＝ kiyoshi cycle racing
3524 前田 勝清 ﾏｴﾀﾞ ｶﾂｷﾖ 兵庫県 3610 石川 琢也 ｲｼｶﾜ ﾀｸﾔ 岐阜県



3611 吉嶺 秀人 ﾖｼﾐﾈ ﾋﾃﾞﾄ 大阪府 3695 杉浦 芳樹 ｽｷﾞｳﾗ ﾖｼｷ 愛知県 SLEEP
3612 鳥居 厚夫 ﾄﾘｲ ｱﾂｵ 愛知県 とりちゃんず 3696 橋岡 由男 ﾊｼｵｶ ﾖｼｵ 滋賀県
3613 木多 淳公 ｷﾀ ｱﾂﾏｻ 兵庫県 Ease Cafe Cycling Club 3697 大久保 嘉雄 ｵｵｸﾎﾞ ﾖｼｵ 福井県 福井陸水⽣物研究会
3614 井田 純 ｲﾀﾞ ｼﾞｭﾝ 京都府 トーヨーレーシング 3698 安田 健治 ﾔｽﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 滋賀県
3615 川⼝ 歩 ｶﾜｸﾞﾁ ｱﾕﾑ 愛知県 3699 平野 博⾏ ﾋﾗﾉ ﾋﾛﾕｷ 滋賀県 SAMZ SPEED
3616 前田 学 ﾏｴﾀﾞ ﾏﾅﾌﾞ 京都府 3700 加藤 喜丈 ｶﾄｳ ﾖｼﾀｹ 大阪府 Team スクアドラ
3617 野田 富⽣ ﾉﾀﾞ ﾄﾐｵ 京都府 3701 尾崎 勝⾒ ｵｻﾞｷ ｶﾂﾐ 兵庫県
3618 ⾜⽴ 靖彦 ｱﾀﾞﾁ ﾔｽﾋｺ 滋賀県 Bonbon 3702 ⼩⾕ 進 ｵﾀﾞﾆ ｽｽﾑ 石川県
3619 辻村 善暢 ﾂｼﾞﾑﾗ ﾖｼﾉﾌﾞ 滋賀県 NCBC 3703 岩佐 博文 ｲﾜｻ ﾋﾛﾌﾐ 岐阜県
3620 梅本 久貴 ｳﾒﾓﾄ ﾋｻﾀｶ 和歌山県 Yuurinclub 3704 寺田 賢三 ﾃﾗﾀﾞ ｹﾝｿﾞｳ 滋賀県 Fukadaまじりんぐ
3621 篠原 雅嗣 ｼﾉﾊﾗ ﾏｻﾂｸﾞ 大阪府 Teamスクアドラ 3705 岩田 修 ｲﾜﾀ ｵｻﾑ 滋賀県 FUKADA マジリング
3622 樋⼝ 和寿 ﾋｸﾞﾁ ｶｽﾞﾋｻ 奈良県 Team Hi 3706 鈴木 徹 ｽｽﾞｷ ﾄｵﾙ 大阪府 ナカガワRC  OHC
3623 寺井 義和 ﾃﾗｲ ﾖｼｶｽﾞ 大阪府 3707 ⻄田 芳 ﾆｼﾀ ｶｵﾙ 石川県
3624 奥田 充裕 ｵｸﾀﾞ ﾐﾁﾋﾛ 福井県 敦賀セメント（株）⾃転⾞部 3708 中⻄ 正彦 ﾅｶﾆｼ ﾏｻﾋｺ 兵庫県
3625 三浦 哲雄 ﾐｳﾗ ﾃﾂｵ 滋賀県 BAMBINO 3709 ⻑嶺 悟 ﾅｶﾞﾐﾈ ｻﾄﾙ 愛知県
3626 瀬⼾ 紀夫 ｾﾄ ﾉﾘｵ 福井県 バルバクラブフクイ 3710 村山 篤人 ﾑﾗﾔﾏ ｱﾂﾄ 愛知県
1021 加藤 茂樹 ｶﾄｳ ｼｹﾞｷ 愛知県 GOKISO 3711 杉本 苗佳 ｽｷﾞﾓﾄ ﾐﾁﾖｼ 愛知県 チーム・タフ

3712 ⾼坂 智彦 ｺｳｻｶ ﾄﾓﾋｺ 兵庫県 チームKOUSAKA
3713 名和 英⼀ ﾅﾜ ｴｲｲﾁ 岐阜県 team.NAWAfamily
3714 丹羽 道夫 ﾆﾜ ﾐﾁｵ 愛知県 美⾥⼯業

9．男⼦H（60歳以上） 129名 3715 中武 佳史 ﾅｶﾀｹ ﾖｼﾌﾐ 奈良県 鉄人くらわんか
No. 氏名 フリガナ 都道府県 チーム名 3716 有本 博光 ｱﾘﾓﾄ ﾋﾛﾐﾂ 大阪府 ベッキー　　Becky
3631 吉田 光廣 ﾖｼﾀﾞ ﾐﾂﾋﾛ 愛知県 RISE 3717 日下部 敏美 ｸｻｶﾍﾞ ﾄｼﾐ 岐阜県
3632 伊藤 孝 ｲﾄｳ ﾀｶｼ 大阪府 がに股倶楽部 3718 清水 良則 ｼﾐｽﾞ ﾖｼﾉﾘ 奈良県
3633 五⼗嵐 久夫 ｲｶﾞﾗｼ ﾋｻｵ 京都府 3719 植田 勝己 ｳｴﾀﾞ ｶﾂﾐ 兵庫県 かざみどり
3634 ⼩野 博 ｵﾉ ﾋﾛｼ 滋賀県 3720 ⽴花 敬次 ﾀﾁﾊﾞﾅ ｹｲｼﾞ 滋賀県
3635 川瀬 孝彦 ｶﾜｾ ﾀｶﾋｺ 和歌山県 3721 尾崎 保弘 ｵｻﾞｷ ﾔｽﾋﾛ 愛知県 チーム　まるいち
3636 ⾼山 信⾏ ﾀｶﾔﾏ ﾉﾌﾞﾕｷ 神奈川県 トライアスロンチームSUB3 3722 牧野 冨⼀ ﾏｷﾉ ﾄﾐｶｽﾞ 大阪府 TUFFSTUFFタフスタッフ
3637 細川 浩司 ﾎｿｶﾜ ｺｳｼ 京都府 堀場製作所⾃転⾞倶楽部 3723 池田 秀雄 ｲｹﾀﾞ ﾋﾃﾞｵ 東京都 なし
3638 木下 正敏 ｷﾉｼﾀ ﾏｻﾄｼ 愛知県 3724 ⾼田 開治 ﾀｶﾀ ｶｲｼﾞ 岡山県
3639 前田 敏彦 ﾏｴﾀﾞ ﾄｼﾋｺ 大阪府 チーム　i　（アイ） 3725 井元 敏雄 ｲﾓﾄ ﾄｼｵ 滋賀県
3640 ⼩松 繁司 ｺﾏﾂ ｼｹﾞｼﾞ 滋賀県 3726 滝波 範男 ﾀｷﾅﾐ ﾉﾘｵ 福井県 バルバクラブ
3641 ⽴川 久夫 ﾀﾁｶﾜ ﾋｻｵ 三重県 3727 下田 勝幸 ｼﾓﾀﾞ ｶﾂﾕｷ 愛知県
3642 安江 潔 ﾔｽｴ ｷﾖｼ 愛知県 3728 藤岡 敏式 ﾌｼﾞｵｶ ﾄｼﾉﾘ 滋賀県
3643 田中 末雄 ﾀﾅｶ ｽｴｵ 京都府 チームポッポ 3729 加藤 巌 ｶﾄｳ ｲﾜｵ 愛知県
3644 杉本 幸⼀ ｽｷﾞﾓﾄ ｺｳｲﾁ 滋賀県 ビワONEメテオ 3730 吉崎 晃久 ﾖｼｻﾞｷ ｱｷﾋｻ 大阪府
3645 松久 仁夫 ﾏﾂﾋｻ ｷﾐｵ 愛知県 3731 松林 英樹 ﾏﾂﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞｷ 京都府
3646 藤原 正康 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾏｻﾔｽ 静岡県 3732 若松 桜男 ﾜｶﾏﾂ ｻｸﾗｵ 東京都 まちさがフレンド
3647 佐藤 広志 ｻﾄｳ ﾋﾛｼ 愛知県 3733 瀧澤 正彦 ﾀｷｻﾞﾜ ﾏｻﾋｺ 石川県 パワーキック
3648 河野 勝人 ｶﾜﾉ ｶﾂﾄ 岐阜県 アクトアーミー 3734 村松 義規 ﾑﾗﾏﾂ ﾖｼﾉﾘ 石川県 パワーキック
3649 名定 博 ﾅｻﾀﾞ ﾋﾛｼ 兵庫県 ⻄神⼾サイクル 3735 丸田 良則 ﾏﾙﾀ ﾖｼﾉﾘ 滋賀県
3650 岡田 久幸 ｵｶﾀﾞ ﾋｻﾕｷ 静岡県 3736 ⻄原 敏夫 ﾆｼﾊﾗ ﾄｼｵ 滋賀県
3651 松原 弘典 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｺｳｽｹ 奈良県 Euro-works 3737 ⾜⽴ 貞⾏ ｱﾀﾞﾁ ｻﾀﾞﾕｷ 愛知県 クラブGiro
3652 野田 和夫 ﾉﾀﾞ ｶｽﾞｵ 愛知県 チームヤマシゲ 3738 田丸 修 ﾀﾏﾙ ｵｻﾑ 京都府 ストラーダーレーシング
3653 松本 昭雄 ﾏﾂﾓﾄ ｱｷｵ 三重県 3739 籔下 富⽣ ﾔﾌﾞｼﾀ ﾄﾐｵ 京都府 SPT⾃転⾞同好会
3654 梅田 望 ｳﾒﾀﾞ ﾉｿﾞﾑ 岐阜県 3740 内山 邦夫 ｳﾁﾔﾏ ｸﾆｵ 兵庫県
3655 山崎 武美 ﾔﾏｻｷ ﾀｹﾐ 兵庫県 3741 浅井 清 ｱｻｲ ｷﾖｼ 福井県
3656 久保田 正彦 ｸﾎﾞﾀ ﾏｻﾋｺ 岐阜県 3742 大同 毅 ﾀﾞｲﾄﾞｳ ﾀｹｼ 京都府 KCT
3657 堀田 雅昭 ﾎｯﾀ ﾏｻｱｷ 奈良県 奈良ディアーズ 3743 加藤 敏雄 ｶﾄｳ ﾄｼｵ 愛知県 サイクルショップ　ポパイ
3658 宮本 光則 ﾐﾔﾓﾄ ﾐﾂﾉﾘ 石川県 ネイバーズ 3744 渡邊 修市 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭｳｲﾁ 愛知県 GFR
3659 本田 日出男 ﾎﾝﾀﾞ ﾋﾃﾞｵ 大阪府 つうばいつう 3745 ⾚嶺 直樹 ｱｶﾐﾈ ﾅｵｷ 岐阜県
3660 木場 亨 ｺﾊﾞ ﾄｵﾙ 広島県 広島市消防局サイクリングクラブ 3746 今井 勝徳 ｲﾏｲ ｶﾂﾉﾘ 愛知県
3661 中川 達哉 ﾅｶｶﾞﾜ ﾀﾂﾔ 大阪府 KCT 3747 ⼩島 久直 ｺｼﾞﾏ ﾋｻﾅｵ 愛知県
3662 望月 正明 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾏｻｱｷ 滋賀県 FUKADAまじりんぐ 3748 橋本 恵司 ﾊｼﾓﾄ ｹｲｼﾞ 愛知県 TCC
3663 畝田 良⼀ ｳﾈﾀﾞ ﾘｮｳｲﾁ 大阪府 ⾃転⾞百哩⾛大王 3749 ⾕澤 信三 ﾀﾆｻﾞﾜ ｼﾝｿﾞｳ 滋賀県 孤⾼のライダー
3664 深田 宏 ﾌｶﾀﾞ ﾋﾛｼ 滋賀県 fukadaまじりんぐ 3750 木下 雅彦 ｷﾉｼﾀ ﾏｻﾋｺ 愛知県 ＯＴＣ
3665 ⿊田 吉弘 ｸﾛﾀﾞ ﾖｼﾋﾛ 京都府 3751 中嶋 直人 ﾅｶｼﾏ ﾅｵﾄ 岐阜県
3666 大槻 道久 ｵｵﾂｷ ﾐﾁﾋｻ 京都府 3752 福田 ⼀男 ﾌｸﾀﾞ ｶｽﾞｵ 兵庫県
3667 徳留 順⼀ ﾄｸﾄﾞﾒ ｼﾞｭﾝｲﾁ ⿅児島県 R.226 3753 猪平 正春 ｲﾉﾋﾗ ﾏｻﾊﾙ 兵庫県 チームイノヒラ
3668 古田 ⼀徳 ﾌﾙﾀ ｶｽﾞﾉﾘ 岐阜県 3754 湯浅 俊治 ﾕｱｻ ｼｭﾝｼﾞ 兵庫県
3669 水⾕ 優 ﾐｽﾞﾀﾆ ｽｸﾞﾙ 三重県 個人 3755 大永 徳彦 ｵｵﾅｶﾞ ﾉﾘﾋｺ 兵庫県 トラクターRC
3670 後藤 豊 ｺﾞﾄｳ ﾕﾀｶ 愛知県 ぴっとレーシングチーム 3756 佐藤 哲郎 ｻﾄｳ ﾃﾂﾛｳ 愛知県 target
3671 榊 輝明 ｻｶｷ ﾃﾙｱｷ 三重県 3757 涌本 幸志 ﾜｸﾓﾄ ｺｳｼ 大阪府 sqadra
3672 栢本 隆博 ｶﾔﾓﾄ ﾀｶﾋﾛ 奈良県 3758 森 弘 ﾓﾘ ﾋﾛｼ 愛知県
3673 落 雅美 ｵﾁ ﾏｻﾐ 東京都 武蔵 1022 近藤 信夫 ｺﾝﾄﾞｳ ﾉﾌﾞｵ 愛知県 GOKISO
3674 ⾼野 繁樹 ﾀｶﾉ ｼｹﾞｷ 滋賀県 FUKADAまじりんぐ
3675 牧井 三郎 ﾏｷｲ ｻﾌﾞﾛｳ 福井県 ちーむ　とと
3676 後藤 清⼀ ｺﾞﾄｳ ｾｲｲﾁ 奈良県
3677 井上 秀之 ｲﾉｳｴ ﾋﾃﾞﾕｷ 京都府 10．フェミニン 156名
3678 ⻑屋 義隆 ﾅｶﾞﾔ ﾖｼﾀｶ 岐阜県 IWR No. 氏名 フリガナ 都道府県 チーム名
3679 飯田 益也 ｲｲﾀﾞ ﾏｽﾔ 愛知県 3771 岸野 理恵 ｷｼﾉ ﾘｴ 大阪府 Team Sakatani
3680 ⼩柳津 龍男 ｵﾔｲﾂﾞ ﾀﾂｵ 愛知県 天狗党 3772 杉本 智⼦ ｽｷﾞﾓﾄ ﾄﾓｺ 京都府 ブラックTKG
3681 浅野 博 ｱｻﾉ ﾋﾛｼ 愛知県 トップギア 3773 岩下 恭⼦ ｲﾜｼﾀ ﾔｽｺ 愛知県
3682 蓑島 靖 ﾐﾉｼﾏ ﾔｽｼ 三重県 3774 室田 茜 ﾑﾛﾀ ｱｶﾈ 大阪府 mook OSAKA
3683 樋野 満 ﾋﾉ ﾐﾂﾙ 大阪府 c.t. いちもくさん 3775 大宅 幸代 ｵｵﾔｹ ﾕｷﾖ 兵庫県 Bandits
3684 渡邊 宇⼀ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｳｲﾁ 兵庫県 でんでん虫 3776 尾崎 春菜 ｵｻﾞｷ ﾊﾙﾅ 大阪府
3685 河合 隆司 ｶﾜｲ ﾀｶｼ 大阪府 レバンサイクル RT 3777 森本 保乃花 ﾓﾘﾓﾄ ﾎﾉｶ 大阪府 TEAM WHITE
3686 和田 保 ﾜﾀﾞ ﾀﾓﾂ 滋賀県 3778 田島 よしこ ﾀｼﾞﾏ ﾖｼｺ 大阪府
3687 陶山 芳⼀ ｽﾔﾏ ﾖｼｶｽﾞ 京都府 アラーキーの挑戦 3779 杉元 かおり ｽｷﾞﾓﾄ ｶｵﾘ 大阪府
3688 三村 友男 ﾐﾑﾗ ﾄﾓｵ 福井県 前⼯チャリ部 3780 岩松 裕⼦ ｲﾜﾏﾂ ﾕｳｺ 兵庫県
3689 福岡 克 ﾌｸｵｶ ｶﾂ 愛知県 de laosso 3781 大野 琴美 ｵｵﾉ ｺﾄﾐ 岐阜県 Liberta
3690 岡本 浩 ｵｶﾓﾄ ﾋﾛｼ 大阪府 BC.ANELLO 3782 岡 聖⼦ ｵｶ ｾｲｺ 兵庫県 姫路ツーリングクラブ
3691 唐澤 健 ｶﾗｻﾜ ｹﾝ 兵庫県 ⻄神⼾サイクル 3783 堀田 麻衣⼦ ﾎﾘﾀ ﾏｲｺ 石川県 パワーキック
3692 横江 孝⼀ ﾖｺｴ ｺｳｲﾁ 滋賀県 3784 芝田 涼⼦ ｼﾊﾞﾀ ﾘｮｳｺ 大阪府
3693 玉石 与志雄 ﾀﾏｲｼ ﾖｼｵ 大阪府 3785 ⼩林 忠江 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾀﾞｴ 岐阜県
3694 中井 晃 ﾅｶｲ ｱｷﾗ 愛知県 3786 田久世 奈々⼦ ﾀｸｾ ﾅﾅｺ 兵庫県



3787 浅山 絵⾥⼦ ｱｻﾔﾏ ｴﾘｺ 兵庫県 クライムサイクルスポーツ 3873 久保⾒ 佳奈 ｸﾎﾞﾐ ｶﾅ 京都府
3788 釜山 彩 ｶﾏﾔﾏ ｱﾔ 大阪府 3874 浦東 直⼦ ｳﾗﾋｶﾞｼ ﾅｵｺ 滋賀県
3789 河合 善江 ｶﾜｲ ﾖｼｴ 大阪府 響⾃転⾞部 3875 瀧野 紀美⼦ ﾀｷﾉ ｷﾐｺ 滋賀県
3790 ⽴岩 真衣 ﾀﾃｲﾜ ﾏｲ 兵庫県 3876 ⼩林 由佳 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｶ 福井県 バルバクラブエチゼン
3791 今津 梨香 ｲﾏﾂﾞ ﾘｶ 大阪府 3877 三味 美帆⼦ ｼｬﾐ ﾐﾎｺ 石川県 ＳＰＩＲＩＴ
3792 田嶋 美幸 ﾀｼﾞﾏ ﾐﾕｷ 大阪府 OUMEDOS 3878 村井 和佳⼦ ﾑﾗｲ ﾜｶｺ 岐阜県 名岐ベンド
3793 ⾕名 正代 ﾀﾆﾅ ﾏｻﾖ 奈良県 チームTY 3879 今井 美和 ｲﾏｲ ﾐﾜ 石川県 バルバクラブ　ハクサン
3794 丹羽 知香 ﾆﾜ ﾁｶ 三重県 まほロバ 3880 野村 るみ⼦ ﾉﾑﾗ ﾙﾐｺ 石川県 バルバクラブ　ハクサン
3795 佐々木 多恵⼦ ｻｻｷ ﾀｴｺ 愛知県 Tricolore Racing 3881 芝原 妙⼦ ｼﾊﾞﾊﾗ ﾀｴｺ 京都府 Presto
3796 洞⼝ 智美 ﾎﾗｸﾞﾁ ﾄﾓﾐ 愛知県 Team Erogestone 3882 花井 佑⼦ ﾊﾅｲ ﾕｳｺ 京都府 Cycling Do!Jo!
3797 藤原 ⾥絵⼦ ﾌｼﾞﾜﾗ ﾘｴｺ 石川県 3883 ⾦代 理美 ｶﾅｼﾛ ｻﾄﾐ 愛知県
3798 ⻑瀬 あさ美 ﾅｶﾞｾ ｱｻﾐ 愛知県 ＣＨＡＰＴＥＲ０８（チャプターエイト） 3884 皆川 真紀 ﾐﾅｶﾞﾜ ﾏｷ 大阪府
3799 ⼾崎 ありさ ﾄｻｷ ｱﾘｻ 愛知県 3885 荻野 摩美 ｵｷﾞﾉ ﾏﾐ 京都府 Blue Dragon
3800 坂東 由香 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾕｶ 大阪府 OUMEDOS 3886 林 菜穂 ﾊﾔｼ ﾅｵ 兵庫県
3801 岡田 祥⼦ ｵｶﾀﾞ ｼｮｳｺ 京都府 チームポッポ 3887 坂本 麻紀 ｻｶﾓﾄ ﾏｷ 兵庫県
3802 本庄 恵 ﾎﾝｼﾞｮｳ ﾒｸﾞﾐ 東京都 BLUE DRAGON 3888 山根 あまね ﾔﾏﾈ ｱﾏﾈ 富山県 エムテック
3803 岩藤 安幾⼦ ｲﾜﾄｳ ｱｷｺ 大阪府 3889 原田 友美 ﾊﾗﾀﾞ ﾄﾓﾐ 滋賀県
3804 関 このみ ｾｷ ｺﾉﾐ 愛知県 Tokai Potenza 3890 定政 千加⼦ ｻﾀﾞﾏｻ ﾁｶｺ 福井県
3805 宮下 朋⼦ ﾐﾔｼﾀ ﾄﾓｺ 愛知県 TWOCYCLE/袴田塾/OKADAJAPAN 3891 蒲⾕ 真世 ｶﾏﾀﾆ ﾏﾖ 大阪府
3806 岩月 梓 ｲﾜﾂｷ ｱｽﾞｻ 愛知県 3892 富川 美也⼦ ﾄﾐｶﾜ ﾐﾔｺ 愛知県
3807 駒澤 江利⼦ ｺﾏｻﾞﾜ ｴﾘｺ 福井県 GEBA GEBA 3893 平木 聡深 ﾋﾗｷ ｻﾄﾐ 福井県 バルバクラブフクイ
3808 富 淳⼦ ﾄﾐ ｼﾞｭﾝｺ 京都府 3894 辻新 明美 ﾂｼﾞｼﾝ ｱｹﾐ 福井県 バルバクラブフクイ
3809 岡井 彩香 ｵｶｲ ｱﾔｶ 京都府 3895 中山 奏 ﾅｶﾔﾏ ｶﾅ 福井県 バルバクラブフクイ
3810 辻内 真知⼦ ﾂｼﾞｳﾁ ﾏﾁｺ 滋賀県 3896 鈴木 典⼦ ｽｽﾞｷ ﾉﾘｺ 滋賀県
3811 田中 楓希 ﾀﾅｶ ﾌｳｷ 愛知県 SWR 3897 牧野 郁⼦ ﾏｷﾉ ｲｸｺ 大阪府 TUFFSTUFFタフスタッフ
3812 吉田 鈴 ﾖｼﾀﾞ ﾘﾝ 奈良県 VCCB?ziers 3898 豊岡 多恵 ﾄﾖｵｶ ﾀｴ 福井県 バルバクラブフクイ
3813 李 美佐⼦ ﾘ ﾐｻｺ 滋賀県 リー・マッコイ＆エイサホイサーズ 3899 井上 寿⾥ ｲﾉｳｴ ｼﾞｭﾘ 愛知県
3814 徳留 春美 ﾄｸﾄﾞﾒ ﾊﾙﾐ ⿅児島県 R.226 3900 市原 裕美 ｲﾁﾊﾗ ﾋﾛﾐ 大阪府
3815 大村 誠⼦ ｵｵﾑﾗ ｾｲｺ 愛知県 ⾃転⾞道 3901 北⻄ 世津⼦ ｷﾀﾆｼ ｾﾂｺ 石川県 spirit
3816 溝⼝ 倫⼦ ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾄﾓｺ 大阪府 3902 橋本 知香 ﾊｼﾓﾄ ﾁｶ 京都府
3817 阪⼝ 公美⼦ ｻｶｸﾞﾁ ｸﾐｺ 大阪府 ちうちう山岳部 3903 喜多 珠紀 ｷﾀ ﾀﾏｷ 神奈川県
3818 新名 真理弥 ﾆｲﾅ ﾏﾘﾔ 愛知県 RNRC 3904 奥村 弥⽣ ｵｸﾑﾗ ﾔﾖｲ 愛知県 エキップあづみの
3819 村松 陽⼦ ﾑﾗﾏﾂ ﾖｳｺ 京都府 The☆whoo 3905 吉田 亜紀 ﾖｼﾀﾞ ｱｷ 愛知県
3820 大友 裕⼦ ｵｵﾄﾓ ﾕｳｺ 岡山県 チーム 登るんじゃー 3906 伊⾼ ⾥佳⼦ ｲﾀﾞｶ ﾘｶｺ 愛知県
3821 岡村 こず恵 ｵｶﾑﾗ ｺｽﾞｴ 京都府 ACTON! 3907 尾澤 千恵⼦ ｵｻﾞﾜ ﾁｴｺ 岐阜県 O-Racing　イチゴ味
3822 吉原 朋江 ﾖｼﾊﾗ ﾄﾓｴ 石川県 3908 北嶋 幸恵 ｷﾀｼﾞﾏ ｻﾁｴ 石川県 スイカ部
3823 濱田 祐⼦ ﾊﾏﾀﾞ ﾕｳｺ 大阪府 3909 村上 弥⽣ ﾑﾗｶﾐ ﾔﾖｲ 石川県 スイカ部
3824 近藤 麻理⼦ ｺﾝﾄﾞｳ ﾏﾘｺ 愛知県 3910 サック 笑舞 ｻｯｸ ｴﾏ 愛知県 Team Vegan
3825 木村 千枝⼦ ｷﾑﾗ ﾁｴｺ 岐阜県 3911 上圓 さつき ｼﾞｮｳｴﾝ ｻﾂｷ 福井県 ⾼野建具店
3826 糸井 美紀 ｲﾄｲ ﾐｷ 大阪府 3912 日吉 愛華 ﾋﾖｼ ｱｲｶ 愛知県 リミテッドチーム846
3827 片山 春菜 ｶﾀﾔﾏ ﾊﾙﾅ 愛知県 3913 中村 かおり ﾅｶﾑﾗ ｶｵﾘ 愛知県
3828 林 明美 ﾊﾔｼ 明美 岐阜県 大垣ピストンズ 3914 塚田 紀⼦ ﾂｶﾀ ﾉﾘｺ 京都府 KCT
3829 木村 亜希⼦ ｷﾑﾗ ｱｷｺ 富山県 3915 横畠 康⼦ ﾖｺﾊﾀ ﾔｽｺ 京都府 The☆whoo
3830 多田 莉⼦ ﾀﾀﾞ ﾘｺ 京都府 PRESTO 3916 遠松 純⼦ ﾄｵﾏﾂ ｼﾞｭﾝｺ 愛知県 DESTRA
3831 田⼝ 真理 ﾀｸﾞﾁ ﾏﾘ 京都府 3917 柴田 ⾥美 ｼﾊﾞﾀ ｻﾄﾐ 愛知県 ホットギア⼥⼦会
3832 ⾜⽴ リカ ｱﾀﾞﾁ ﾘｶ 愛知県 ぴっとレーシング 3918 三輪 和⼦ ﾐﾜ ｶｽﾞｺ 愛知県
3833 棚橋 奈菜 ﾀﾅﾊｼ ﾅﾅ 愛知県 3919 村橋 恵⼦ ﾑﾗﾊｼ ｹｲｺ 愛知県
3834 佐野 歩 ｻﾉ ｱﾕﾐ 大阪府 Team Green Road 3920 平野 友恵 ﾋﾗﾉ ﾄﾓｴ 岐阜県 ﾌｯﾄﾜｰｸRC
3835 成瀬 まさ⼦ ﾅﾙｾ ﾏｻｺ 愛知県 SQUADRA　CAMPANELLO 3921 伊藤 久枝 ｲﾄｳ ﾋｻｴ 愛知県
3836 奥野 理恵 ｵｸﾉ ﾘｴ 兵庫県 3922 深⾒ 智⼦ ﾌｶﾐ ｻﾄｺ 京都府
3837 森下 沙穂 ﾓﾘｼﾀ ｻﾎ 三重県 cyclife 3923 馬渕 弘美 ﾏﾌﾞﾁ ﾋﾛﾐ 岐阜県 大垣ピストンズ
3838 山本 恵⼦ ﾔﾏﾓﾄ ｹｲｺ 大阪府 team nekochan's 3924 辻之内 真理 ﾂｼﾞﾉｳﾁ ﾏﾘ 奈良県 ZOZONGA
3839 渡邊 恵美⼦ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｴﾐｺ 兵庫県 でんでん虫 3925 ふるやいなや ﾌﾙﾔｲﾅﾔ 東京都 チャリダー★
3840 ⼾松 朋⼦ ﾄﾏﾂ ﾄﾓｺ 愛知県 3926 チャリダー★ウーマン ﾁｬﾘﾀﾞｰｳｰﾏﾝ 東京都
3841 田中 智津⼦ ﾀﾅｶ ﾁﾂﾞｺ 兵庫県 MRJ
3842 今井 美恵 ｲﾏｲ ﾐｴ 愛知県
3843 宮崎 文恵 ﾐﾔｻﾞｷ ﾌﾐｴ 兵庫県 11．MTBクラス 36名
3844 中屋 菜緒 ﾅｶﾔ ﾅｵ 和歌山県 SWEEP No. 氏名 フリガナ 都道府県 チーム名
3845 ⾕⼝ 彩香 ﾀﾆｸﾞﾁ ｻﾔｶ 兵庫県 soleil de lʼest 3931 熊田 哲久 ｸﾏﾀﾞ ﾃﾂﾋｻ 愛知県 チームB.B
3846 福田 和歌⼦ ﾌｸﾀﾞ ﾜｶｺ 石川県 T-FACTORY 3932 野田 昭⾏ ﾉﾀﾞ ｱｷﾕｷ 大阪府
3847 中川 圭⼦ ﾅｶｶﾞﾜ ｹｲｺ 滋賀県 SAMS  SPEED 3933 畑中 祐人 ﾊﾀﾅｶ ﾏｻﾄ 愛知県 おちんぎんレーシング
3848 廣澤 真由 ﾋﾛｻﾜ ﾏﾕ 京都府 Cha?Plus 3934 井上 健⼀郎 ｲﾉｳｴ ｹﾝｲﾁﾛｳ 大阪府 Team-NR
3849 ⻑⾕川 朋⼦ ﾊｾｶﾞﾜ ﾄﾓｺ 大阪府 ラビットストリート 3935 後藤 誠 ｺﾞﾄｳ ﾏｺﾄ 兵庫県
3850 柳澤 麗絵 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾘｴ 京都府 teamTKG 3936 真銅 申⼀ ｼﾝﾄﾞｳ ｼﾝｲﾁ 大阪府
3851 曽我部 和⼦ ｿｶﾞﾍﾞ ｶｽﾞｺ 大阪府 Rabbit Street 3937 山田 昌寛 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 愛知県
3852 吉田 幸代 ﾖｼﾀﾞ ｻﾁﾖ 石川県 トンデモクラブ 3938 柳沢 直樹 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾅｵｷ 三重県
3853 佐藤 有加 ｻﾄｳ ﾕｶ 和歌山県 Rabbit Street 3939 笠原 聡志 ｶｻﾊﾗ ｻﾄｼ 愛知県 ストラーダレーシング
3854 嶋田 美貴⼦ ｼﾏﾀﾞ ﾐｷｺ 大阪府 3940 中⾕ 誠 ﾅｶﾀﾆ ﾏｺﾄ 大阪府 SUNZOKU
3855 原 由加 ﾊﾗ ﾕｶ 愛知県 3941 ⻑尾 宣治 ﾅｶﾞｵ ﾉﾌﾞﾊﾙ 愛知県 PLUS ULTRA
3856 坪倉 理美 ﾂﾎﾞｸﾗ ｻﾄﾐ 京都府 The☆whoo 3942 ⻄ 忠夫 ﾆｼ ﾀﾀﾞｵ 大阪府 つうばいつうレーシング
3857 室石 まどか ﾑﾛｲｼ ﾏﾄﾞｶ 愛知県 チーム・ダヴァイ 3943 渡部 昌⾏ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾕｷ 兵庫県
3858 宅間 晴香 ﾀｸﾏ ﾊﾙｶ 滋賀県 SPT⾃転⾞同好会 3944 杉浦 友規 ｽｷﾞｳﾗ ﾄﾓﾉﾘ 愛知県
3859 井上 きよ枝 ｲﾉｳｴ ｷﾖｴ 大阪府 エコー 3945 武智 渉 ﾀｹﾁ ﾜﾀﾙ 愛知県 シミズサイクル
3860 林 裕美⼦ ﾊﾔｼ ﾕﾐｺ 福井県 武丹本舗 3946 石村 佑樹 ｲｼﾑﾗ ﾕｳｷ 大阪府
3861 吉田 絵美⼦ ﾖｼﾀﾞ ｴﾐｺ 福井県 team203 3947 加治木 寛之 ｶｼﾞｷ ﾋﾛﾕｷ 岐阜県
3862 香月 晶 ｶﾂｷ ｱｷﾗ 大阪府 Rabbit Streetあべの近鉄店 3948 ⾼橋 芳明 ﾀｶﾊｼ ﾖｼｱｷ 岐阜県
3863 ⾦井 美穂 ｶﾅｲ ﾐﾎ 静岡県 3949 ⼩北 陽介 ｺｷﾀ ﾖｳｽｹ 滋賀県
3864 細井 靖⼦ ﾎｿｲ ﾔｽｺ 京都府 3950 橋本 隆⼆ ﾊｼﾓﾄ ﾘｭｳｼﾞ 大阪府 本町クラブ
3865 北田 実穂利 ｷﾀﾀﾞ ﾐﾎﾘ 京都府 3951 角屋 裕 ｶﾄﾞﾔ ﾕﾀｶ 大阪府 つうばいつうＲ
3866 ⾼木 房恵 ﾀｶｷﾞ ﾌｻｴ 大阪府 VC VELOCE PROSSIMO 3952 角屋 由香⾥ ｶﾄﾞﾔ ﾕｶﾘ 大阪府 つうばいつうＲ
3867 山川 幸江 ﾔﾏｶﾜ ｻﾁｴ 兵庫県 TUFFSTUFF タフスタッフ 3953 山本 康則 ﾔﾏﾓﾄ ﾔｽﾉﾘ 大阪府
3868 辻野 純⼦ ﾂｼﾞﾉ ｼﾞｭﾝｺ 大阪府 Team スクアドラ 3954 ⻫藤 和哉 ｻｲﾄｳ ｶｽﾞﾔ 兵庫県 シルクロード
3869 中川 由美 ﾅｶｶﾞﾜ ﾕﾐ 大阪府 3955 平山 健⼀郎 ﾋﾗﾔﾏ ｹﾝｲﾁﾛｳ 愛知県
3870 田⼝ 真理⼦ ﾀｸﾞﾁ ﾏﾘｺ 愛知県 TRN 3956 山田 修弘 ﾔﾏﾀﾞ ﾉﾌﾞﾋﾛ 大阪府 SUNZOKU
3871 佐藤 未歩 ｻﾄｳ ﾐﾎ 大阪府 3958 津田 洋志 ﾂﾀﾞ ﾋﾛｼ 滋賀県 山猿MTB　JAPAN
3872 籠 菜央 ｶｺﾞ ﾅｵ 福井県 バルバクラブエチゼン



3959 五百蔵 博之 ｲｵﾛｲ ﾋﾛﾕｷ 大阪府 つうばいつうR
3960 菅原 清太 ｽｶﾞﾜﾗ ｾｲﾀ 愛知県 Limited Team 846
3961 矢島 俊秀 ﾔｼﾞﾏ ﾄｼﾋﾃﾞ 愛知県 ロンリーアロー
3962 久世 王海 ｸｾﾞ ﾀｶﾐ 岐阜県
3963 ⻄田 広 ﾆｼﾀﾞ ﾋﾛｼ 岐阜県 サイクルショップ　ポパイ　OTC
3964 野添 研治 ﾉｿﾞｴ ｹﾝｼﾞ 福井県
3965 ⾼橋 博之 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾕｷ 滋賀県 SNTC
3966 福田 利秀 ﾌｸﾀﾞ ﾄｼﾋﾃﾞ 滋賀県 SNTC
3967 冨士川 史郎 ﾌｼﾞｶﾜ ｼﾛｳ 滋賀県 SNTC


