
cat name namef area team tt 500mTT ke 200ftt sc el
R3(U10） 川添 千瑛 かわぞえ ちあき 大阪 EURO-WORKS Racing 500tt KE 200ftt
R3(U10） 川添 力 かわぞえ ちから 大阪 EURO-WORKS Racing 500tt KE 200ftt
TM 吉本 昭 よしもと あきら 京都 TT KE
TM 新井 宏昭 あらい ひろあき 和歌山 レバンサイクルRT TT KE 200ftt EL
TM 有山 朋男 ありやま ともお 兵庫 三菱電機姫路ZERO TT 200ftt SC
R3(U10） 有山 怜恩 ありやま れおん 兵庫 三菱電機姫路ZERO 500tt KE 200ftt
R1 井海 義久 いかいよしひさ 京都 レグルス KE SC EL
R1 生駒 茂 いこま しげる 兵庫 ステラシルベスト TT KE 200ftt EL
R2 石橋 征司 いしばし せいじ 大阪 ネクストリーム・うどん棒 TT KE 200ftt
T1 石丸 兼司 いしまる けんじ 大阪 大阪経済大学 TT SC
TM 板崎 寿一 いたざき としかず 三重 Aoyama　Rockets　RT TT KE 200ftt EL
T2 一和 貴之 いちわ たかし 福井 Ｒｉｓｅ－ＲＴ TT KE 200ftt
T2 今村 有亨 いまむら ありみち 京都 ＰＲＴ　ＫＯＳＥＫＩ KE 200ftt EL
T2 上田 晃史 うえだ あきふみ 大阪 エキップリオン TT KE 200ftt
R3(U10） 上田 真太郎 うえだ しんたろう 大阪 プレザント 500tt KE 200ftt
TM 上野 昭夫 うえの あきお 大阪 hakusei TT KE 200ftt
T1 宇佐美 元基 うさみ もとき 兵庫 同志社大学 TT KE 200ftt
R3(U10） 内田  樂 うちだ  がく 愛知 美山サイクリングクラブ 500tt KE SC
R3（U14） 内田  凛 うちだ  りん 愛知 美山サイクリングクラブ 500tt KE SC
R2 宇野 剛史 うの つよし 大阪 TT SC
R2 梅田 弘之 うめだ ひろゆき 愛知 TT KE 200ftt
T1 大井 優茉 おおい ゆうま 京都 TT KE 200ftt
R1 大川 友久 おおかわ ともひさ 京都 BESTPLAY RACING TT KE 200ftt
T2 太田 大地 おおた だいち 京都 k@2 TT SC EL
T2 大谷 悠巴 おおたに ゆうは 京都 京都大学 KE SC EL
T2 大塚 昇平 おおつか しょうへい 大阪 Team Mt.Nabe KE SC
T1 大西 晃平 おおにし こうへい 大阪 大阪経済大学 TT 200ftt SC EL
TM 大森 寛幸 おおもり ひろゆき 奈良 ユーロワークス TT KE
TM 小川 洸 おがわひかる 京都 クラブ　シルベスト KE SC EL
T2 荻野 俊太郎 おぎの しゅんたろう 京都 同志社大学自転車競技部 TT
T2 奥田 剛大 おくだ たけひろ 大阪 きゅうべえsports TT KE 200ftt
TL 奥平 厚子 おくだいら あつこ 兵庫 500tt KE 200ftt SC
TM 小田 一仁 おだ かずひと 兵庫 西神戸サイクル明石店 KE 200ftt SC EL
TM 尾上 政宏 おのえ まさひろ 奈良 EURO-WORKS Racing TT KE 200ftt EL
T1 小原 洋未 おはら ひろみ 兵庫 TT KE 200ftt
T2 重谷 陽一 おもたに よういち 兵庫 Teamスクアドラ TT 200ftt
TM 梶 宣昭 かじ のぶあき 石川 TT KE 200ftt
T2 樫尾 一知 かしお いっち 兵庫 三菱電機UNO TT KE
R1 片桐 健 かたぎり たけし 大阪 自転車で暴れ倒し KE SC EL
T2 片山 和彦 かたやま かずひこ 奈良 EURO-WORKS Racing KE 200ftt SC
R3（U14） 片山 国拓 かたやま くにひろ 奈良 EURO-WORKS Racing 500tt KE 200ftt
R1 勝水 拓也 かつみず たくや 奈良 EURO-WORKS Racing TT 200ftt SC EL
T1 金井 克磨 かないかつま 静岡 大阪経済大学自転車競技部 TT SC EL
T1 金西竜太郎 かねにしりゅうたろう 大阪 大阪経済大学 TT 200ftt SC
R1 狩野 大吾 かの だいご 静岡 Ikuser TT KE SC
T2 狩野 大吾 かの だいご（Wエントリー） 静岡 Ikuser KE EL
R3（女性） 河合 愛実 かわい まなみ 京都 京都大学 TT SC
T2 川上 松五郎 かわかみ まつごろう 大阪 ドゥールース TT 200ftt
R3（男性） 川嶋 隆史 かわしま たかし 兵庫 500tt KE 200ftt
R1 川嶋 祐紀 かわしま ゆうき 和歌山 MONTAGNE TT KE SC
R2 川添 浩司 かわぞえ こうじ 大阪 　EURO-WORKS Racing TT SC
T2 川田  尚輝 かわだ  なおき 大阪 Coraggio Kawanishi Cycling Team Junior Youth TT KE 200ftt EL
R3（男性） 河村 仁 かわむら ひとし 大阪 TT 200ftt SC
TM 北川 太郎 きたがわ たろう 兵庫 ステラシルベスト KE
T2 鬼頭 拓也 きとう たくや 大阪 TT 200ftt SC EL
R2 木下 泰一 きのした たいち 大阪 北摂すからと〜れ TT KE SC
T1 木下 正季 きのした まさき 大阪 エキップリオン TT KE 200ftt SC
R1 桐野 一道 きりの かずみち 京都 VCFukuoka・サイクルフリーダム TT KE 200ftt SC
T1 久乗 捷吾 くのり しょうご 京都 大阪工業大学 TT KE 200ftt
T1 栗田 龍之介 くりたりゅうのすけ 大阪 大阪経済大学 TT KE 200ftt SC
R2 芥子 孝満 けし たかみつ 大阪 KE 200ftt SC
TM 小出 浩雅 こいで ひろまさ 三重 m&m cyclefactory TT KE 200ftt
R2 駒崎 洋太 こまさき ひろたか 京都 日本ろう自転車競技協会 KE SC EL
T2 近藤 靖矩 こんどうやすのり 大阪 TT 200ftt
T1 佐藤  大我 さとう   たいが 京都 京都産業大学自転車競技部 TT KE 200ftt
T2 島 奨乃 しま しょうの 大阪 ドゥールース TT KE 200ftt
T1 嶌田 吉成 しまだ よしなり 大阪 ステラシルベスト TT KE SC
R2 島袋 陽子 しまぶくろ ようこ 兵庫 エキップリオン KE SC
TL 島袋 陽子 しまぶくろ ようこ 兵庫 エキップリオン TT 500tt 200ftt
T2 清水 洋佑 しみず ようすけ 京都 じぴぞータイガー TT 200ftt SC EL
T2 下島 海人 しもじま かいと 兵庫 Coraggio Kawanishi Cycling Team Junior Youth TT KE 200ftt EL
R1 新開 隆人 しんかい りゅうじ 兵庫 Coraggio Kawanishi Cycling Team Junior Youth TT 200ftt SC EL
R3(U10） 杉江 希姫 すぎえ きき 大阪 CWASP Ravitaillment 500tt KE 200ftt
T1 杉江 茂樹 すぎえ しげき 大阪 CWASP Ravitaillment TT KE 200ftt
R3(U10） 杉江 大樹 すぎえ だいき 大阪 CWASP Ravitaillment 500tt KE 200ftt
R3（男性） 鈴木 南 すずき みなみ 京都 500tt KE
TM 鈴木 ただし すずきただし 京都 KE 200ftt EL
R2 高木 英行 たかぎ 英行 京都 PRT KOSEKI TT 200ftt SC EL
R1 高丸 禎浩 たかまる よしひろ 大阪 エキップリオン KE SC EL
R3（U14） 竹中 希春 たけなか きはる 京都 500tt KE 200ftt SC
R3(U10） 竹中 珠央 たけなか たまお 京都 500tt 200ftt
R2 竹中 弘 たけなか ひろし 大阪 エキップリオン KE SC
R2 竹村 伸宏 たけむら のぶひろ 奈良 EURO WORKS RACING TT 200ftt SC
TM 辰巳 裕次郎 たつみ、ゆうじろう 滋賀 KE SC EL
R3（男性） 田中 隆年 たなか たかとし 大阪 BikeTeam回転木馬 TT
TM 田中 紀尋 たなか としひろ 大阪 TT KE 200ftt
T2 田村 健人 たむら けんと 大阪 Coraggio Kawanishi Cycling Team Junior Youth TT 200ftt SC EL
T2 月岡 高文 つきおか たかふみ 京都 奈良競輪愛好会 TT 200ftt
R2 出口 将之 でぐち まさゆき 大阪 TT KE 200ftt SC
TM 得津 公義 とくつ きみよし 大阪 北摂すからとーれ KE 200ftt SC
T1 土橋 勇斗 どばしゆうと 大阪 大阪産業大学 TT EL
T1 冨嶋 奎太 とみしま けいた 京都 同志社 200ftt SC
R2 中川 裕行 なかがわ ひろゆき 京都 TT 200ftt
T1 中野 瑞基 なかの みずき 奈良 大阪経済大学 TT KE 200ftt



T2 中原 知映 なかはらのりあき 京都 TT KE 200ftt
T2 鍋山 聡 なべやま さとし 大阪 Team Mt.Nabe KE 200ftt EL
T1 根田  裕司 ねだ ゆうじ 大阪 ネクストリームうどん棒 TT KE 200ftt SC
T1 野島 遊 のじま ゆう 大阪 TEAM AMUSE KE 200ftt SC
R3（U14） 橋本 のこ はしもと のこ 愛知 エキップあづみの 500tt KE 200ftt SC
R3（U14） 橋本 歩久玄 はしもと ほくげん 愛知 ラブニールあづみの 500tt KE 200ftt SC
T2 波多野 正大 はたの まさひろ 京都 KE EL
TM 服部 和成 はっとり かずなり 京都 トーヨーRT TT 200ftt SC EL
TM 濱中 康志 はまなか やすし 兵庫 CWASP　Ravitaillement KE SC EL
T1 疋田 峻一 ひきだ しゅんいち 大阪 大阪経済大学 KE 200ftt
R2 樋口 貢 ひぐち みつぐ 大阪 いちもくさん TT KE 200ftt SC
T1 姫野 正志 ひめの まさし 兵庫 Team Polpo TT KE 200ftt
T1 福留 康介 ふくどめ こうすけ 岡山 イナーメ TT KE 200ftt SC EL
T1 福元 啓太 ふくもと けいた 大阪 関西大学自転車部 TT KE 200ftt SC EL
TM 藤田 季之 ふじた としゆき 大阪 ドゥールース TT KE 200ftt
R1 藤田 耕志 ふじたたかし 標語 イナーメ信濃山形 TT KE SC
R2 藤田 桃花 ふじたももか 兵庫 500tt KE SC
T2 藤原 禎之 ふじわら よしゆき 兵庫 Coraggio Kawanishi Cycling Team  Junior Youth TT 200ftt SC EL
T1 松下 綾馬 まつした りょうま 鳥取 京都産業大学 TT 200ftt SC
T1 松田 麿城 まつだ ましろ 京都 TT 500tt 200ftt
R2 松本 昭雄 まつもと あきお 三重 TT KE
R2 萬木 啓介 まんき けいすけ 大阪 TT SC
T1 水本 凌 みずもと りょう 京都 同志社大学自転車競技部 TT 200ftt
R2 三成 巧 みつなり たくみ 大阪 大阪工業大学 TT SC
T1 南 知拓 みなみ ともひろ 京都 同志社大学 TT SC
T2 箕形 彰芳 みのがた あきよし 三重 エキップリオン 200ftt SC EL
TL 箕形 和代 みのがた かずよ 三重 エキップリオン 500tt 200ftt
R2 味村 大 みむら ひろし 和歌山 北摂すからと〜れ KE SC EL
R3（女性） 三本 千歳 みもと ちとせ 京都 プロジェクトK@2 500tt SC
T2 森 達哉 もり たつや 京都 同志社大学自転車競技部 TT 200ftt
T2 森 俊文 もり としふみ 愛知 ミズタニ自転車 KE 200ftt EL
T1 山神 海晴 やまがみ かいせい 大阪 関西大学 TT KE 200ftt SC EL
R2 山崎 諭 やまざき さとし 愛知 KE SC EL
T1 山崎 翼 やまざき つばさ 大阪 大阪産業大学 KE 200ftt SC EL
T2 湯本 孔明 ゆもと よしあき 大阪 TEAM Speed SC EL
T1 善本 航平 よしもと こうへい 京都 TT KE
T2 渡辺 恭位 わたなべ やすのり 京都 京都大学 TT SC



2016#3Nara 関西トラックフェスタ2016/6/26

2016#3Naraタイムスケジュール

Ⅰ 受 付 7:30 ～

Ⅱ 試 走 7:15～7:45(トラック)、7:45～8：15(ロード) 7:15 ～ 8:15

Ⅳ 競 技 人数/組数
１． FTT 決 勝 86人 8:30 ～ 10:10

２． ケイリン 予 選 11組 10:10 ～ 11:21

３． スクラッチ 決 勝 6組 11:21 ～ 12:33

４． 昼休み 12:33 ～ 13:03

５． エリミネーション 決 勝 4組 13:03 ～ 13:51

６． TT（1km：82名　500m：20名） 決 勝 102名 13:51 ～ 15:36

７． ケイリン 決 勝 14組 15:36 ～ 17:00

８． 団体種目 決 勝 17:00 ～ 17:12

９． 表彰随時



2016#3nara 関西トラックフェスタ2016/6/26奈良

T１ ２００ｍFTT
№ 氏名 ふりがな 府県 所属 タイム 順位

1 水本 凌 みずもと りょう 京都 同志社大学自転車競技部

2 野島 遊 のじま ゆう 大阪 TEAM AMUSE
3 松田 麿城 まつだ ましろ 京都
4 中野 瑞基 なかの みずき 奈良 大阪経済大学
5 木下 正季 きのした まさき 大阪 エキップリオン
6 疋田 峻一 ひきだ しゅんいち 大阪 大阪経済大学
7 山崎 翼 やまざき つばさ 大阪 大阪産業大学
9 福留 康介 ふくどめ こうすけ 岡山 イナーメ

10 大西 晃平 おおにし こうへい 大阪 大阪経済大学
11 大井 優茉 おおい ゆうま 京都
14 久乗 捷吾 くのり しょうご 京都 大阪工業大学
16 根田  裕司 ねだ ゆうじ 大阪 ネクストリームうどん棒
17 姫野 正志 ひめの まさし 兵庫 Team Polpo
18 栗田 龍之介 くりたりゅうのすけ 大阪 大阪経済大学
19 福元 啓太 ふくもと けいた 大阪 関西大学自転車部
22 杉江 茂樹 すぎえ しげき 大阪 CWASP Ravitaillment
23 金西竜太郎 かねにしりゅうたろう 大阪 大阪経済大学
24 冨嶋 奎太 とみしま けいた 京都 同志社
25 山神 海晴 やまがみ かいせい 大阪 関西大学
26 小原 洋未 おはら ひろみ 兵庫
27 松下 綾馬 まつした りょうま 鳥取 京都産業大学
28 佐藤  大我 さとう   たいが 京都 京都産業大学自転車競技部
29 宇佐美 元基 うさみ もとき 兵庫 同志社大学

T２　２００ｍFTT
№ 氏名 ふりがな 所属 タイム 順位

30 中原 知映 なかはらのりあき 京都

32 上田 晃史 うえだ あきふみ 大阪 エキップリオン
33 田村 健人 たむら けんと 大阪 Coraggio Kawanishi Cycling Team Junior Youth

34 一和 貴之 いちわ たかし 福井 Ｒｉｓｅ－ＲＴ
35 重谷 陽一 おもたに よういち 兵庫 Teamスクアドラ
36 箕形 彰芳 みのがた あきよし 三重 エキップリオン
37 森 達哉 もり たつや 京都 同志社大学自転車競技部
38 近藤 靖矩 こんどうやすのり 大阪
39 下島 海人 しもじま かいと 兵庫 Coraggio Kawanishi Cycling Team Junior Youth

40 鍋山 聡 なべやま さとし 大阪 Team Mt.Nabe
42 島 奨乃 しま しょうの 大阪 ドゥールース
44 清水 洋佑 しみず ようすけ 京都 じぴぞータイガー
45 片山 和彦 かたやま かずひこ 奈良 EURO-WORKS Racing
47 今村 有亨 いまむら ありみち 京都 ＰＲＴ　ＫＯＳＥＫＩ
48 藤原 禎之 ふじわら よしゆき 兵庫 Coraggio Kawanishi Cycling Team  Junior Youth 

49 奥田 剛大 おくだ たけひろ 大阪 きゅうべえsports
52 川田  尚輝 かわだ  なおき 大阪 Coraggio Kawanishi Cycling Team Junior Youth

54 川上 松五郎 かわかみ まつごろう 大阪 ドゥールース
55 鬼頭 拓也 きとう たくや 大阪
57 月岡 高文 つきおか たかふみ 京都 奈良競輪愛好会
59 森 俊文 もり としふみ 愛知 ミズタニ自転車

1／2 200FTT



2016#3nara 関西トラックフェスタ2016/6/26奈良

TＭ　２００mFTT
№ 氏名 ふりがな 所属 タイム 順位

61 梶 宣昭 かじ のぶあき 石川

62 得津 公義 とくつ きみよし 大阪 北摂すからとーれ
63 服部 和成 はっとり かずなり 京都 トーヨーRT
64 上野 昭夫 うえの あきお 大阪 hakusei
65 小田 一仁 おだ かずひと 兵庫 西神戸サイクル明石店
68 鈴木 ただし すずきただし 京都
69 田中 紀尋 たなか としひろ 大阪
71 尾上 政宏 おのえ まさひろ 奈良 EURO-WORKS Racing
73 藤田 季之 ふじた としゆき 大阪 ドゥールース
74 有山 朋男 ありやま ともお 兵庫 三菱電機姫路ZERO
76 小出 浩雅 こいで ひろまさ 三重 m&m cyclefactory
77 新井 宏昭 あらい ひろあき 和歌山 レバンサイクルRT
78 板崎 寿一 いたざき としかず 三重 Aoyama　Rockets　RT

L1　200mFTT
№ 氏名 ふりがな 所属 タイム 順位

79 奥平 厚子 おくだいら あつこ 兵庫

80 島袋 陽子 しまぶくろ ようこ 兵庫 エキップリオン
81 箕形 和代 みのがた かずよ 三重 エキップリオン

R1　200mFTT
№ 氏名 ふりがな 所属 タイム 順位

82 新開 隆人 しんかい りゅうじ 兵庫 Coraggio Kawanishi Cycling Team Junior Youth

83 勝水 拓也 かつみず たくや 奈良 EURO-WORKS Racing
88 生駒 茂 いこま しげる 兵庫 ステラシルベスト
91 大川 友久 おおかわ ともひさ 京都 BESTPLAY RACING
92 桐野 一道 きりの かずみち 京都 VCFukuoka・サイクルフリーダム

R2　200mFTT
№ 氏名 ふりがな 所属 タイム 順位

93 出口 将之 でぐち まさゆき 大阪

97 芥子 孝満 けし たかみつ 大阪
98 竹村 伸宏 たけむら のぶひろ 奈良 EURO WORKS RACING

101 梅田 弘之 うめだ ひろゆき 愛知
107 高木 英行 たかぎ 英行 京都 PRT KOSEKI
108 中川 裕行 なかがわ ひろゆき 京都
109 樋口 貢 ひぐち みつぐ 大阪 いちもくさん
112 石橋 征司 いしばし せいじ 大阪 ネクストリーム・うどん棒

R3  200mFTT
№ 氏名 ふりがな 所属 タイム 順位
115 河村 仁 かわむら ひとし 大阪

117 川嶋 隆史 かわしま たかし 兵庫
119 杉江 希姫 すぎえ きき 大阪 CWASP Ravitaillment U10
120 杉江 大樹 すぎえ だいき 大阪 CWASP Ravitaillment U10
121 竹中 珠央 たけなか たまお 京都 U10
122 川添 千瑛 かわぞえ ちあき 大阪 EURO-WORKS Racing U10
123 川添 力 かわぞえ ちから 大阪 EURO-WORKS Racing U10
124 有山 怜恩 ありやま れおん 兵庫 三菱電機姫路ZERO U10
126 上田 真太郎 うえだ しんたろう 大阪 プレザント U10
128 片山 国拓 かたやま くにひろ 奈良 EURO-WORKS Racing U14
129 橋本 のこ はしもと のこ 愛知 エキップあづみの U14
130 竹中 希春 たけなか きはる 京都 U14
131 橋本 歩久玄 はしもと ほくげん 愛知 ラブニールあづみの U14

2／2 200FTT



2016#3NARA 関西トラックフェスタ2016/6/26

T1 ケイリン予選１組  各組１-２位は決勝、３－４位以下は選抜、５位以下は特選
cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 タイム 順位
１．白 2 野島 遊 のじま ゆう 大阪 TEAM AMUSE

２．黒 6 疋田 峻一 ひきだ しゅんいち 大阪 大阪経済大学
３．赤 9 福留 康介 ふくどめ こうすけ 岡山 イナーメ
４．青 16 根田  裕司 ねだ ゆうじ 大阪 ネクストリームうどん棒
５．黄 19 福元 啓太 ふくもと けいた 大阪 関西大学自転車部
６．白黒 25 山神 海晴 やまがみ かいせい 大阪 関西大学
Ｔ１ ケイリン予選２組  各組１-２位は決勝、３－４位以下は選抜、５位以下は特選
cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 タイム 順位
１．白 4 中野 瑞基 なかの みずき 奈良 大阪経済大学

２．黒 7 山崎 翼 やまざき つばさ 大阪 大阪産業大学
３．赤 11 大井 優茉 おおい ゆうま 京都
４．青 17 姫野 正志 ひめの まさし 兵庫 Team Polpo
５．黄 21 嶌田 吉成 しまだ よしなり 大阪 ステラシルベスト
６．白黒 26 小原 洋未 おはら ひろみ 兵庫
Ｔ１ ケイリン予選３組  各組１-２位は決勝、３－４位以下は選抜、５位以下は特選
cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 タイム 順位
１．白 5 木下 正季 きのした まさき 大阪 エキップリオン

２．黒 8 善本 航平 よしもと こうへい 京都
３．赤 14 久乗 捷吾 くのり しょうご 京都 大阪工業大学
４．青 18 栗田 龍之介 くりたりゅうのすけ 大阪 大阪経済大学
５．黄 22 杉江 茂樹 すぎえ しげき 大阪 CWASP Ravitaillment
６．白黒 28 佐藤  大我 さとう   たいが 京都 京都産業大学自転車競技部
７．白赤 29 宇佐美 元基 うさみ もとき 兵庫 同志社大学
Ｔ２ ケイリン予選１組  各組１-２位は決勝、３－４位以下は選抜、５位以下は特選
cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 タイム 順位
１．白 30 中原 知映 なかはらのりあき 京都

２．黒 34 一和 貴之 いちわ たかし 福井 Ｒｉｓｅ－ＲＴ
３．赤 41 大塚 昇平 おおつか しょうへい 大阪 Team Mt.Nabe
４．青 47 今村 有亨 いまむら ありみち 京都 ＰＲＴ　ＫＯＳＥＫＩ
５．黄 52 川田  尚輝 かわだ  なおき 大阪 Coraggio Kawanishi Cycling Team Junior Youth

６．白黒 59 森 俊文 もり としふみ 愛知 ミズタニ自転車
Ｔ２ ケイリン予選２組  各組１-２位は決勝、３－４位以下は選抜、５位以下は特選
cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 タイム 順位
１．白 31 波多野 正大 はたの まさひろ 京都

２．黒 39 下島 海人 しもじま かいと 兵庫 Coraggio Kawanishi Cycling Team Junior Youth

３．赤 42 島 奨乃 しま しょうの 大阪 ドゥールース
４．青 49 奥田 剛大 おくだ たけひろ 大阪 きゅうべえsports
５．黄 56 樫尾 一知 かしお いっち 兵庫 三菱電機UNO
６．白黒
Ｔ２ ケイリン予選３組  各組１-２位は決勝、３－４位以下は選抜、５位以下は特選
cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 タイム 順位
１．白 32 上田 晃史 うえだ あきふみ 大阪 エキップリオン

２．黒 40 鍋山 聡 なべやま さとし 大阪 Team Mt.Nabe
３．赤 45 片山 和彦 かたやま かずひこ 奈良 EURO-WORKS Racing
４．青 51 狩野 大吾 かの だいご（Wエントリー） 静岡 Ikuser
５．黄 58 大谷 悠巴 おおたに ゆうは 京都 京都大学
６．白黒

1／4 KEIRIN
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ＴM＋TL ケイリン予選１組  各組１-２位は決勝、３－４位以下は選抜、５位以下は特選
cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 タイム 順位
１．白 60 吉本 昭 よしもと あきら 京都

２．黒 64 上野 昭夫 うえの あきお 大阪 hakusei
３．赤 67 濱中 康志 はまなか やすし 兵庫 CWASP　Ravitaillement
４．青 70 大森 寛幸 おおもり ひろゆき 奈良 ユーロワークス
５．黄 73 藤田 季之 ふじた としゆき 大阪 ドゥールース
６．白黒 77 新井 宏昭 あらい ひろあき 和歌山レバンサイクルRT
ＴM+TL ケイリン予選２組  各組１-２位は決勝、３－４位以下は選抜、５位以下は特選
cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 タイム 順位
１．白 61 梶 宣昭 かじ のぶあき 石川

２．黒 65 小田 一仁 おだ かずひと 兵庫 西神戸サイクル明石店
３．赤 68 鈴木 ただし すずきただし 京都
４．青 71 尾上 政宏 おのえ まさひろ 奈良 EURO-WORKS Racing
５．黄 75 小川 洸 おがわひかる 京都 クラブ　シルベスト
６．白黒 78 板崎 寿一 いたざき としかず 三重 Aoyama　Rockets　RT
TM+TL ケイリン予選３組  各組１-２位は決勝、３－４位以下は選抜、５位以下は特選
cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 タイム 順位
１．白 62 得津 公義 とくつ きみよし 大阪 北摂すからとーれ

２．黒 66 北川 太郎 きたがわ たろう 兵庫 ステラシルベスト
３．赤 69 田中 紀尋 たなか としひろ 大阪
４．青 72 辰巳 裕次郎 たつみ、ゆうじろう 滋賀
５．黄 76 小出 浩雅 こいで ひろまさ 三重 m&m cyclefactory
６．白黒 79 奥平 厚子 おくだいら あつこ 兵庫
R2 ケイリン予選１組  各組１-3位は決勝 4位以下は選抜
cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 タイム 順位
１．白 93 出口 将之 でぐち まさゆき 大阪

２．黒 95 松本 昭雄 まつもと あきお 三重
３．赤 99 木下 泰一 きのした たいち 大阪 北摂すからと〜れ
４．青 101 梅田 弘之 うめだ ひろゆき 愛知
５．黄 104 駒崎 洋太 こまさき ひろたか 京都 日本ろう自転車競技協会
６．白黒 109 樋口 貢 ひぐち みつぐ 大阪 いちもくさん
７．白赤 112 石橋 征司 いしばし せいじ 大阪 ネクストリーム・うどん棒
R2 ケイリン予選２組  各組１-3位は決勝 4位以下は選抜
cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 タイム 順位
１．白 94 藤田 桃花 ふじたももか 兵庫

２．黒 97 芥子 孝満 けし たかみつ 大阪
３．赤 100 山崎 諭 やまざき さとし 愛知
４．青 103 島袋 陽子 しまぶくろ ようこ 兵庫 エキップリオン
５．黄 105 味村 大 みむら ひろし 和歌山北摂すからと〜れ
６．白黒 110 竹中 弘 たけなか ひろし 大阪 エキップリオン
７．白赤

2／4 KEIRIN
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T1 ケイリン決勝
cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 タイム 順位
１．白

２．黒
３．赤
４．青
５．黄
６．白黒
T1 ケイリン選抜
cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 タイム 順位
１．白

２．黒
３．赤
４．青
５．黄
６．白黒
Ｔ２ケイリン決勝
cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 タイム 順位
１．白

２．黒
３．赤
４．青
５．黄
６．白黒
Ｔ２ケイリン選抜
cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 タイム 順位
１．白

２．黒
３．赤
４．青
５．黄
６．白黒
Ｔ２ケイリン特選
cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 タイム 順位
１．白

２．黒
３．赤
４．青
５．黄
６．白黒
ＴM＋TLケイリン決勝
cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 タイム 順位
１．白

２．黒
３．赤
４．青
５．黄
６．白黒
ＴM＋TLケイリン選抜
cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 タイム 順位
１．白

２．黒
３．赤
４．青
５．黄
６．白黒

3／4 KEIRIN
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ＴM＋L1ケイリン特選
cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 タイム 順位
１．白

２．黒
３．赤
４．青
５．黄
６．白黒
７．白赤
R1ケイリン決勝
cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 タイム 順位
１．白 84 井海 義久 いかいよしひさ 京都 レグルス

２．黒 85 狩野 大吾 かの だいご 静岡 Ikuser
３．赤 86 高丸 禎浩 たかまる よしひろ 大阪 エキップリオン
４．青 87 片桐 健 かたぎり たけし 大阪 自転車で暴れ倒し
５．黄 88 生駒 茂 いこま しげる 兵庫 ステラシルベスト
６．白黒 89 藤田 耕志 ふじたたかし 標語 イナーメ信濃山形
７．白赤 90 川嶋 祐紀 かわしま ゆうき 和歌山MONTAGNE
８．白青 91 大川 友久 おおかわ ともひさ 京都 BESTPLAY RACING
９．赤青 92 桐野 一道 きりの かずみち 京都 VCFukuoka・サイクルフリーダム

Ｒ２ケイリン決勝
cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 タイム 順位
１．白

２．黒
３．赤
４．青
５．黄
６．白黒
Ｒ２ケイリン選抜
cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 タイム 順位
１．白

２．黒
３．赤
４．青
５．黄
６．白黒
７．白赤
R３＋U14 ケイリン決勝
cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 タイム 順位
１．白 M 117 川嶋 隆史 かわしま たかし 兵庫

２．黒 M 118 鈴木 南 すずき みなみ 京都
３．赤 127 内田  凛 うちだ  りん 愛知 美山サイクリングクラブ
４．青 128 片山 国拓 かたやま くにひろ 奈良 EURO-WORKS Racing
５．黄 129 橋本 のこ はしもと のこ 愛知 エキップあづみの
６．白黒 130 竹中 希春 たけなか きはる 京都
７．白赤 131 橋本 歩久玄 はしもと ほくげん 愛知 ラブニールあづみの
U10 ケイリン決勝
cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 タイム 順位
１．白 119 杉江 希姫 すぎえ きき 大阪 CWASP Ravitaillment

２．黒 120 杉江 大樹 すぎえ だいき 大阪 CWASP Ravitaillment
３．赤 122 川添 千瑛 かわぞえ ちあき 大阪 EURO-WORKS Racing
４．青 123 川添 力 かわぞえ ちから 大阪 EURO-WORKS Racing
５．黄 124 有山 怜恩 ありやま れおん 兵庫 三菱電機姫路ZERO
６．白黒 125 内田  樂 うちだ  がく 愛知 美山サイクリングクラブ
７．白赤 126 上田 真太郎 うえだ しんたろう 大阪 プレザント

4／4 KEIRIN



2016#3nara 関西トラックフェスタ2016/6/26奈良

T１　１ｋｍ
H/B № 氏名 ふりがな 府県 所属 手動タイム 電気タイム 順位

1 水本 凌 みずもと りょう 京都 同志社大学自転車競技部

3 松田 麿城 まつだ ましろ 京都
4 中野 瑞基 なかの みずき 奈良 大阪経済大学
5 木下 正季 きのした まさき 大阪 エキップリオン
8 善本 航平 よしもと こうへい 京都
9 福留 康介 ふくどめ こうすけ 岡山 イナーメ

10 大西 晃平 おおにし こうへい 大阪 大阪経済大学
11 大井 優茉 おおい ゆうま 京都
12 南 知拓 みなみ ともひろ 京都 同志社大学
13 金井 克磨 かないかつま 静岡 大阪経済大学自転車競技部
14 久乗 捷吾 くのり しょうご 京都 大阪工業大学
15 土橋 勇斗 どばしゆうと 大阪 大阪産業大学
16 根田  裕司 ねだ ゆうじ 大阪 ネクストリームうどん棒
17 姫野 正志 ひめの まさし 兵庫 Team Polpo
18 栗田 龍之介 くりたりゅうのすけ 大阪 大阪経済大学
19 福元 啓太 ふくもと けいた 大阪 関西大学自転車部
20 石丸 兼司 いしまる けんじ 大阪 大阪経済大学
21 嶌田 吉成 しまだ よしなり 大阪 ステラシルベスト
22 杉江 茂樹 すぎえ しげき 大阪 CWASP Ravitaillment
23 金西竜太郎 かねにしりゅうたろう 大阪 大阪経済大学
25 山神 海晴 やまがみ かいせい 大阪 関西大学
26 小原 洋未 おはら ひろみ 兵庫
27 松下 綾馬 まつした りょうま 鳥取 京都産業大学
28 佐藤  大我 さとう   たいが 京都 京都産業大学自転車競技部
29 宇佐美 元基 うさみ もとき 兵庫 同志社大学

T２　１ｋｍ
H/B № 氏名 ふりがな 所属 手動タイム 電気タイム 順位

30 中原 知映 なかはらのりあき 京都

32 上田 晃史 うえだ あきふみ 大阪 エキップリオン
33 田村 健人 たむら けんと 大阪 Coraggio Kawanishi Cycling Team Junior Youth

34 一和 貴之 いちわ たかし 福井 Ｒｉｓｅ－ＲＴ
35 重谷 陽一 おもたに よういち 兵庫 Teamスクアドラ
37 森 達哉 もり たつや 京都 同志社大学自転車競技部
38 近藤 靖矩 こんどうやすのり 大阪
39 下島 海人 しもじま かいと 兵庫 Coraggio Kawanishi Cycling Team Junior Youth

42 島 奨乃 しま しょうの 大阪 ドゥールース
43 渡辺 恭位 わたなべ やすのり 京都 京都大学
44 清水 洋佑 しみず ようすけ 京都 じぴぞータイガー
46 太田 大地 おおた だいち 京都 k@2
48 藤原 禎之 ふじわら よしゆき 兵庫 Coraggio Kawanishi Cycling Team  Junior Youth 

49 奥田 剛大 おくだ たけひろ 大阪 きゅうべえsports
50 荻野 俊太郎 おぎの しゅんたろう 京都 同志社大学自転車競技部
52 川田  尚輝 かわだ  なおき 大阪 Coraggio Kawanishi Cycling Team Junior Youth

54 川上 松五郎 かわかみ まつごろう 大阪 ドゥールース
55 鬼頭 拓也 きとう たくや 大阪
56 樫尾 一知 かしお いっち 兵庫 三菱電機UNO
57 月岡 高文 つきおか たかふみ 京都 奈良競輪愛好会

TM
H/B № 氏名 ふりがな 所属 手動タイム 電気タイム 順位

60 吉本 昭 よしもと あきら 京都

61 梶 宣昭 かじ のぶあき 石川
63 服部 和成 はっとり かずなり 京都 トーヨーRT
64 上野 昭夫 うえの あきお 大阪 hakusei
69 田中 紀尋 たなか としひろ 大阪
70 大森 寛幸 おおもり ひろゆき 奈良 ユーロワークス
71 尾上 政宏 おのえ まさひろ 奈良 EURO-WORKS Racing
73 藤田 季之 ふじた としゆき 大阪 ドゥールース
74 有山 朋男 ありやま ともお 兵庫 三菱電機姫路ZERO
76 小出 浩雅 こいで ひろまさ 三重 m&m cyclefactory
77 新井 宏昭 あらい ひろあき 和歌山 レバンサイクルRT
78 板崎 寿一 いたざき としかず 三重 Aoyama　Rockets　RT

1／2 1kmTT/500mTT



2016#3nara 関西トラックフェスタ2016/6/26奈良

L1
H/B № 氏名 ふりがな 所属 手動タイム 電気タイム 順位

80 島袋 陽子 しまぶくろ ようこ 兵庫 エキップリオン

Ｒ１
H/B № 氏名 ふりがな 所属 手動タイム 電気タイム 順位

82 新開 隆人 しんかい りゅうじ 兵庫 Coraggio Kawanishi Cycling Team Junior Youth

83 勝水 拓也 かつみず たくや 奈良 EURO-WORKS Racing
85 狩野 大吾 かの だいご 静岡 Ikuser
88 生駒 茂 いこま しげる 兵庫 ステラシルベスト
89 藤田 耕志 ふじたたかし 標語 イナーメ信濃山形
90 川嶋 祐紀 かわしま ゆうき 和歌山 MONTAGNE
91 大川 友久 おおかわ ともひさ 京都 BESTPLAY RACING
92 桐野 一道 きりの かずみち 京都 VCFukuoka・サイクルフリーダム

Ｒ２
H/B № 氏名 ふりがな 所属 手動タイム 電気タイム 順位

93 出口 将之 でぐち まさゆき 大阪

95 松本 昭雄 まつもと あきお 三重

96 萬木 啓介 まんき けいすけ 大阪

98 竹村 伸宏 たけむら のぶひろ 奈良 EURO WORKS RACING

99 木下 泰一 きのした たいち 大阪 北摂すからと〜れ

101 梅田 弘之 うめだ ひろゆき 愛知

102 宇野 剛史 うの つよし 大阪

106 三成 巧 みつなり たくみ 大阪 大阪工業大学
107 高木 英行 たかぎ 英行 京都 PRT KOSEKI
108 中川 裕行 なかがわ ひろゆき 京都
109 樋口 貢 ひぐち みつぐ 大阪 いちもくさん
111 川添 浩司 かわぞえ こうじ 大阪 EURO-WORKS Racing
112 石橋 征司 いしばし せいじ 大阪 ネクストリーム・うどん棒

L1 500m
H/B № 氏名 ふりがな 所属 手動タイム 電気タイム 順位

79 奥平 厚子 おくだいら あつこ 兵庫

80 島袋 陽子 しまぶくろ ようこ 兵庫 エキップリオン
81 箕形 和代 みのがた かずよ 三重 エキップリオン

R3+U10+U14 500m
H/B № 氏名 ふりがな 所属 手動タイム 電気タイム 順位
u10 119 杉江 希姫 すぎえ きき 大阪 CWASP Ravitaillment

u10 120 杉江 大樹 すぎえ だいき 大阪 CWASP Ravitaillment
u10 121 竹中 珠央 たけなか たまお 京都
u10 122 川添 千瑛 かわぞえ ちあき 大阪 EURO-WORKS Racing
u10 123 川添 力 かわぞえ ちから 大阪 EURO-WORKS Racing
u10 124 有山 怜恩 ありやま れおん 兵庫 三菱電機姫路ZERO
u10 125 内田  樂 うちだ  がく 愛知 美山サイクリングクラブ
u10 126 上田 真太郎 うえだ しんたろう 大阪 プレザント
u14 127 内田  凛 うちだ  りん 愛知 美山サイクリングクラブ
u14 128 片山 国拓 かたやま くにひろ 奈良 EURO-WORKS Racing
u14 129 橋本 のこ はしもと のこ 愛知 エキップあづみの
u14 130 竹中 希春 たけなか きはる 京都
u14 131 橋本 歩久玄 はしもと ほくげん 愛知 ラブニールあづみの

F 94 藤田 桃花 ふじたももか 兵庫
F 113 河合 愛実 かわい まなみ 京都 京都大学
F 114 三本 千歳 みもと ちとせ 京都 プロジェクトK@2
M 115 河村 仁 かわむら ひとし 大阪
M 116 田中 隆年 たなか たかとし 大阪 BikeTeam回転木馬
M 117 川嶋 隆史 かわしま たかし 兵庫
M 118 鈴木 南 すずき みなみ 京都

2／2 1kmTT/500mTT



2016#3nara 関西トラックフェスタ2016/6/26奈良

T1　SCRATCH 8km

cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 タイム 順位

１．白 2 野島 遊 のじま ゆう 大阪 TEAM AMUSE
２．黒 5 木下 正季 きのした まさき 大阪 エキップリオン
３．赤 7 山崎 翼 やまざき つばさ 大阪 大阪産業大学
４．青 9 福留 康介 ふくどめ こうすけ 岡山 イナーメ
５．黄 10 大西 晃平 おおにし こうへい 大阪 大阪経済大学
６．白黒 12 南 知拓 みなみ ともひろ 京都 同志社大学
７．白赤 13 金井 克磨 かないかつま 静岡 大阪経済大学自転車競技部
８．白青 16 根田  裕司 ねだ ゆうじ 大阪 ネクストリームうどん棒
９．赤青 18 栗田 龍之介 くりたりゅうのすけ 大阪 大阪経済大学
10.黒黄 19 福元 啓太 ふくもと けいた 大阪 関西大学自転車部
11.黒赤 20 石丸 兼司 いしまる けんじ 大阪 大阪経済大学
12.黒青 21 嶌田 吉成 しまだ よしなり 大阪 ステラシルベスト
13.白黄 23 金西竜太郎 かねにしりゅうたろう大阪 大阪経済大学
14.赤黄 24 冨嶋 奎太 とみしま けいた 京都 同志社
15.青黄 25 山神 海晴 やまがみ かいせい 大阪 関西大学
16.緑 27 松下 綾馬 まつした りょうま 鳥取 京都産業大学
T2　SCRATCH 8km

cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 タイム 順位

１．白 33 田村 健人 たむら けんと 大阪 Coraggio Kawanishi Cycling Team Junior Youth

２．黒 36 箕形 彰芳 みのがた あきよし 三重 エキップリオン
３．赤 41 大塚 昇平 おおつか しょうへい 大阪 Team Mt.Nabe
４．青 43 渡辺 恭位 わたなべ やすのり 京都 京都大学
５．黄 44 清水 洋佑 しみず ようすけ 京都 じぴぞータイガー
６．白黒 45 片山 和彦 かたやま かずひこ 奈良 EURO-WORKS Racing
７．白赤 46 太田 大地 おおた だいち 京都 k@2
８．白青 48 藤原 禎之 ふじわら よしゆき 兵庫 Coraggio Kawanishi Cycling Team  Junior Youth 

９．赤青 53 湯本 孔明 ゆもと よしあき 大阪 TEAM Speed
10.黒黄 55 鬼頭 拓也 きとう たくや 大阪
11.黒赤 58 大谷 悠巴 おおたに ゆうは 京都 京都大学
TM+TL SCRATCＨ 4km

cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 タイム 順位

１．白 62 得津 公義 とくつ きみよし 大阪 北摂すからとーれ
２．黒 63 服部 和成 はっとり かずなり 京都 トーヨーRT
３．赤 65 小田 一仁 おだ かずひと 兵庫 西神戸サイクル明石店
４．青 67 濱中 康志 はまなか やすし 兵庫 CWASP　Ravitaillement
５．黄 72 辰巳 裕次郎 たつみ、ゆうじろう 滋賀
６．白黒 74 有山 朋男 ありやま ともお 兵庫 三菱電機姫路ZERO
７．白赤 75 小川 洸 おがわひかる 京都 クラブ　シルベスト
８．白青 79 奥平 厚子 おくだいら あつこ 兵庫

1／2 scratch



2016#3nara 関西トラックフェスタ2016/6/26奈良

R1 SCRATCＨ 4km

cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 タイム 順位

１．白 82 新開 隆人 しんかい りゅうじ 兵庫 Coraggio Kawanishi Cycling Team Junior Youth

２．黒 83 勝水 拓也 かつみず たくや 奈良 EURO-WORKS Racing
３．赤 84 井海 義久 いかいよしひさ 京都 レグルス
４．青 85 狩野 大吾 かの だいご 静岡 Ikuser
５．黄 86 高丸 禎浩 たかまる よしひろ 大阪 エキップリオン
６．白黒 87 片桐 健 かたぎり たけし 大阪 自転車で暴れ倒し
７．白赤 89 藤田 耕志 ふじたたかし 標語 イナーメ信濃山形
８．白青 90 川嶋 祐紀 かわしま ゆうき 和歌山 MONTAGNE
９．赤青 92 桐野 一道 きりの かずみち 京都 VCFukuoka・サイクルフリーダム

R2  SCRATCＨ 2km

cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 タイム 順位

１．白 93 出口 将之 でぐち まさゆき 大阪
２．黒 94 藤田 桃花 ふじたももか 兵庫
３．赤 96 萬木 啓介 まんき けいすけ 大阪
４．青 97 芥子 孝満 けし たかみつ 大阪
５．黄 98 竹村 伸宏 たけむら のぶひろ 奈良 EURO WORKS RACING
６．白黒 99 木下 泰一 きのした たいち 大阪 北摂すからと〜れ
７．白赤 100 山崎 諭 やまざき さとし 愛知
８．白青 102 宇野 剛史 うの つよし 大阪
９．赤青 103 島袋 陽子 しまぶくろ ようこ 兵庫 エキップリオン
10.黒黄 104 駒崎 洋太 こまさき ひろたか 京都 日本ろう自転車競技協会
11.黒赤 105 味村 大 みむら ひろし 和歌山 北摂すからと〜れ
12.黒青 106 三成 巧 みつなり たくみ 大阪 大阪工業大学
13.白黄 107 高木 英行 たかぎ 英行 京都 PRT KOSEKI
14.赤黄 109 樋口 貢 ひぐち みつぐ 大阪 いちもくさん
15.青黄 110 竹中 弘 たけなか ひろし 大阪 エキップリオン
16.緑 111 川添 浩司 かわぞえ こうじ 大阪 EURO-WORKS Racing
R3  SCRATCＨ 2km

cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 タイム 順位

１．白 F 113 河合 愛実 かわい まなみ 京都 京都大学
２．黒 F 114 三本 千歳 みもと ちとせ 京都 プロジェクトK@2
３．赤 M 115 河村 仁 かわむら ひとし 大阪
４．青 U10 125 内田  樂 うちだ  がく 愛知 美山サイクリングクラブ
５．黄 U14 127 内田  凛 うちだ  りん 愛知 美山サイクリングクラブ
６．白黒 U14 129 橋本 のこ はしもと のこ 愛知 エキップあづみの
７．白赤 U14 130 竹中 希春 たけなか きはる 京都
８．白青 U14 131 橋本 歩久玄 はしもと ほくげん 愛知 ラブニールあづみの

2／2 scratch
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Ｔ１ エリミネーション

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

１．白 7 山崎 翼 やまざき つばさ 大阪 大阪産業大学

２．黒 9 福留 康介 ふくどめ こうすけ岡山 イナーメ

３．赤 10 大西 晃平 おおにし こうへい大阪 大阪経済大学

４．青 13 金井 克磨 かないかつま 静岡 大阪経済大学自転車競技部

５．黄 15 土橋 勇斗 どばしゆうと 大阪 大阪産業大学

６．白黒 19 福元 啓太 ふくもと けいた 大阪 関西大学自転車部

７．白赤 25 山神 海晴 やまがみ かいせい大阪 関西大学

Ｔ2 エリミネーション 

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

１．白 31 波多野 正大 はたの まさひろ 京都

２．黒 33 田村 健人 たむら けんと 大阪 Coraggio Kawanishi Cycling Team Junior Youth

３．赤 36 箕形 彰芳 みのがた あきよし三重 エキップリオン

４．青 39 下島 海人 しもじま かいと 兵庫 Coraggio Kawanishi Cycling Team Junior Youth

５．黄 40 鍋山 聡 なべやま さとし 大阪 Team Mt.Nabe

６．白黒 44 清水 洋佑 しみず ようすけ 京都 じぴぞータイガー

７．白赤 46 太田 大地 おおた だいち 京都 k@2

８．白青 47 今村 有亨 いまむら ありみち京都 ＰＲＴ　ＫＯＳＥＫＩ

９．赤青 48 藤原 禎之 ふじわら よしゆき兵庫 Coraggio Kawanishi Cycling Team  Junior Youth 

10.黒黄 51 狩野 大吾 かの だいご（Wエ静岡 Ikuser

11.黒赤 52 川田  尚輝 かわだ  なおき 大阪 Coraggio Kawanishi Cycling Team Junior Youth

12.黒青 53 湯本 孔明 ゆもと よしあき 大阪 TEAM Speed

13.白黄 55 鬼頭 拓也 きとう たくや 大阪

14.赤黄 58 大谷 悠巴 おおたに ゆうは 京都 京都大学

15.青黄 59 森 俊文 もり としふみ 愛知 ミズタニ自転車

TM エリミネーション

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

１．白 63 服部 和成 はっとり かずなり京都 トーヨーRT

２．黒 65 小田 一仁 おだ かずひと 兵庫 西神戸サイクル明石店

３．赤 67 濱中 康志 はまなか やすし 兵庫 CWASP　Ravitaillement

４．青 68 鈴木 ただし すずきただし 京都

５．黄 71 尾上 政宏 おのえ まさひろ 奈良 EURO-WORKS Racing

６．白黒 72 辰巳 裕次郎 たつみ、ゆうじろ 滋賀

７．白赤 75 小川 洸 おがわひかる 京都 クラブ　シルベスト

８．白青 77 新井 宏昭 あらい ひろあき 和歌山 レバンサイクルRT

９．赤青 78 板崎 寿一 いたざき としかず三重 Aoyama　Rockets　RT

10.黒黄

1／2 ELIMINATION
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R1＋R2 エリミネーション

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

１．白 82 新開 隆人 しんかい りゅうじ兵庫 Coraggio Kawanishi Cycling Team Junior Youth

２．黒 83 勝水 拓也 かつみず たくや 奈良 EURO-WORKS Racing

３．赤 84 井海 義久 いかいよしひさ 京都 レグルス

４．青 86 高丸 禎浩 たかまる よしひろ大阪 エキップリオン

５．黄 87 片桐 健 かたぎり たけし 大阪 自転車で暴れ倒し

６．白黒 88 生駒 茂 いこま しげる 兵庫 ステラシルベスト

７．白赤 100 山崎 諭 やまざき さとし 愛知

８．白青 104 駒崎 洋太 こまさき ひろたか京都 日本ろう自転車競技協会

９．赤青 105 味村 大 みむら ひろし 和歌山 北摂すからと〜れ

10.黒黄 107 高木 英行 たかぎ 英行 京都 PRT KOSEKI

2／2 ELIMINATION
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