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b-no cat name namef area 所属チーム名 sex
269 c6h 黒川　勝巳 クロカワ　カツミ 京都府 チーム・エネゲート M
268 c6h 奥本　眞智子 オクモト　マチコ 三重県 Team HAYABUSA F
267 c6l 奥田　将平 オクダ　ショウヘイ 京都府 M
266 c6l 岩城　佑基 イワキ　ユウキ 京都府 M-Works M
265 c6l 貴田　拓海 キダ　タクミ 大阪府 M
264 c6l 野澤　有輝 ノザワ　ユウキ 滋賀県 M
263 c6h 奥本　颯輝 オクモト　リュウキ 三重県 Team HAYABUSA M
262 c6h 林　優我 ハヤシ　ユウガ 滋賀県 M
261 c6h 広野　優璃 ヒロノ　ユウリ 三重県 F
260 c6h 奥本　眞裕 オクモト　マユ 三重県 Team HAYABUSA F
259 c6h 石原　尋季 イシハラ　ヒロキ 滋賀県 農フード農ライフ M
258 c6h 谷口　隼悟 タニグチ　シュンゴ 兵庫県 M
257 c6h 頼富　夕陽 ヨリトミ　ユウヒ 滋賀県 M
256 c6h 奥井　達也 オクイ　タツヤ 滋賀県 ライフレーシングクラブ M
255 c6l 道野　一郎 ドウノ　イチロウ 京都府 チーム ジコベスト M
254 c6l 西村　健治 ニシムラ　ケンジ 滋賀県 M
253 c6l 奥本　隆広 オクモト　タカヒロ 三重県 Team HAYABUSA M
252 c6l 松井　有明 マツイ　ナリアキ 滋賀県 M
251 c6l 奥野　浩史 オクノ　ヒロシ 滋賀県 M
250 c6l 水上　浩一郎 ミズカミ　コウイチロウ 福井県 M
249 c6l 林　幸博 ハヤシ　ユキヒロ 滋賀県 M
248 c6l 八田　忠徳 ハッタ　タダノリ 滋賀県 スターライト工業自転車部 M
247 c6l 西田　博一 ニシダ　ヒロカズ 兵庫県 サイクロプス M
246 c6l 圓林　正順 エンリン　マサノリ 滋賀県 京セラメディカルバイシクルクラブ M
245 c6l 横山　和貴 ヨコヤマ　カズタカ 滋賀県 京セラメディカルバイシクルクラブ M
244 c6l 小松原　健史 コマツバラ　タケフミ 大阪府 M
243 c6l 山﨑　健 ヤマザキ　ケン 滋賀県 M
242 c6l 柴田　薫 シバタ　カオル 大阪府 M
241 c6l 濱井　武 ハマイ　タケシ 滋賀県 M
240 c6l 貴田　元寛 キダ　モトヒロ 大阪府 M
239 c6l 山本　貴之 ヤマモト　タカユキ 滋賀県 M
238 c6l 逸崎　工 イツサキ　タクミ 滋賀県 M
237 c6l 坪　肖旗 ツボ　ユキタカ 滋賀県 Biwako Cycling M
236 c6l 中島　一爵 ナカジマ　ヒデタカ 京都府 M
235 c6l 中川　尊雄 ナカガワ　タカオ 大阪府 チーム大雅～す M
234 c6l 池永　正樹 イケナガ　マサキ 大阪府 M
233 c6l 西田　洋祐 ニシダ　ヨウスケ 大阪府 M
232 c6l 大橋　政之 オオハシ　マサユキ 滋賀県 M
231 c6l 本田　真一 ホンダ　シンイチ 大阪府 CC HOLSA M
230 c6l 永田　寛教 ナガタ　ヒロノリ 滋賀県 京セラメディカルバイシクルクラブ M
229 c6l 奥山　敦夫 オクヤマ　アツオ 滋賀県 創一電工レーシング M
228 c6l 服部　京太 ハットリ　キョウタ 滋賀県 創一電工レーシング M
227 c6l 池野　聡一 イケノ　ソウイチ 京都府 創一電工レーシング M
226 c6l 堂本　聡志 ドウモト　サトシ 大阪府 M
225 c6l 林　貴章 ハヤシ　タカアキ 滋賀県 M
224 c6l 浜中　裕哉 ハマナカ　ユウヤ 京都府 Poverta Gamba Cycle team M
223 c6l 田口　裕貴 タグチ　ユウキ 大阪府 M
222 c6l 土師　祐一 ハゼ　ユウイチ 大阪府 ブラックサンダーレーシング M
221 c6l 垣田　友希 カキタ　ユウキ 大阪府 M
220 c6l 稲見　勇人 イナミ　ハヤト 大阪府 Shigaku de Soleil M
219 c6l 横山　拓司 ヨコヤマ　タクジ 大阪府 南河内GRT M
218 c5l 松井　崇浩 マツイ　タカヒロ 奈良県 M
217 c6l 大西　顕司 オオニシ　ケンジ 福井県 Squadra  Phoenix M
216 c5l 浄閑　直也 ジョウカン　ナオヤ 大阪府 M
215 c6l 中村　陽 ナカムラ　ヨウ 三重県 M
214 c6l 井出　直人 イデ　ナオト 岐阜県 M
213 c6l 田井　貫太 タイ　カンタ 滋賀県 RITS BIC M
212 c6l 水上　錬太郎 ミズカミ　レンタロウ 福井県 M
211 c6l 杉本　征志朗 スギモト　セイシロウ 滋賀県 滋賀県立大学りんりん M
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210 c6l 石井　響一 イシイ　キョウイチ 京都府 M
209 c6l 北崎　翔馬 キタザキ　ショウマ 京都府 M
208 c6l 井上　将宏 イノウエ　マサヒロ 滋賀県 りんりん M
207 c6l 山下　泰裕 ヤマシタ　ヤスヒロ 大阪府 大阪大学サイクリング部レーサー班 M
206 c6l 山下　将司 ヤマシタ　マサシ 京都府 うえだサイクル大阪柏原河内国分店 M
205 c6l 西村　優輝 ニシムラ　ユウキ 滋賀県 M
204 c5h 田中　重彦 タナカ　シゲヒコ 福井県 VELOCITA M
203 c5h 坂井　裕人 サカイ　ヒロト 滋賀県 nakagawa M
202 c5h 村田　孝幸 ムラタ　タカユキ 大阪府 本町クラブ M
201 c5h 河野　貴 コウノ　タカシ 滋賀県 BS 自転車部 M
200 c5h 西本　一宏 ニシモト　カズヒロ 奈良県 team123trio M
199 c5h 杉崎　雅俊 スギサキ　マサトシ 京都府 M
198 c5h 草加　修司 クサカ　シュウジ 滋賀県 ビワoneメテオ M
197 c5h 小川　博史 オガワ　ヒロシ 愛知県 team123trio M
196 c5h 愛須　忍 アイス　シノブ 和歌山県 M
195 c5h 青木　善郎 アオキ　ヨシオ 大阪府 TRAP M
194 c5h 野田　孝 ノダ　タカシ 滋賀県 Ｂiwako　Ｃycling M
193 c5h 辻村　大造 ツジムラ　ダイゾウ 滋賀県 ビワoneメテオ M
192 c5h 水島　公博 ミズシマ　キミヒロ 滋賀県 Team-WAVE M
191 c5h 舟橋　良雄 フナハシ　ヨシオ 滋賀県 M
190 c5h 笠矢　智久 カサヤ　トモヒサ 大阪府 チーム　BRAVELY M
189 c5h 小立　徹 オダチ　トオル 滋賀県 Biwako Cycling M
188 c5h 河島　弘明 カワシマ　ヒロアキ 大阪府 Poverta Gamba Cycle team M
187 c5h 千　成俊 セン　シゲトシ 京都府 M
186 c5h 国本　勝彦 クニモト　カツヒコ 大阪府 O.H.Cだけど平地好きマン M
185 c5h 森岡　徹 モリオカ　トオル 滋賀県 M
184 c5h 石原　健吾 イシハラ　ケンゴ 滋賀県 農フード農ライフ M
183 c5h 山口　恭平 ヤマグチ　キョウヘイ 大阪府 アーキテック M
182 c5h 中　秀之 ナカ　ヒデユキ 奈良県 M
181 c5h 河合　篤史 カワイ　アツシ 京都府 M
180 c5h 矢谷　泰之 ヤタニ　ヤスユキ 奈良県 CLUB 80 M
179 c5h 和田　卓馬 ワダ　タクマ 京都府 Biwako Cycling M
178 c5h 荻原　朋樹 オギハラ　トモキ 福井県 M
177 c5h 堅名　潔 ケンナ　キヨシ 滋賀県 D-RACING M
176 c5h 岡崎　寛之 オカザキ　ヒロユキ 大阪府 うえだサイクル大阪柏原河内国分店 M
175 c5h 橋本　哲 ハシモト　サトシ 滋賀県 i-BILANCHA M
174 c5h 陶　憲治 スエ　ケンジ 滋賀県 マグナムコロン M
173 c5h 小塩　健司 コシオ　ケンジ 大阪府 TRAP M
172 c5h 永井　庸平 ナガイ　ヨウヘイ 京都府 ARAYA CYCLING CLUB M
171 c5l 南　広樹 ミナミ　ヒロキ 滋賀県 マグナムコロン M
170 c5l 藤本　勝也 フジモト　カツヤ 大阪府 OMNC M
169 c5l 松井　宏樹 マツイ　ヒロキ 滋賀県 BiwakoCycling M
168 c5l 有城　真 ウシロ　マコト 愛知県 名古屋★連合　自転車部 M
167 c5l 宮前　翼 ミヤマエ　ツバサ 奈良県 BicycleColor M
166 c5l 西本　友太朗 ニシモト　ユウタロウ 滋賀県 M
165 c5l 十二里　光一 ジュウニリ　コウイチ 滋賀県 D-RACING M
164 c5l 田附　光 タヅケ　ヒカル 滋賀県 遊次郎 M
163 c5l 三輪　卓万 ミワ　タクマ 愛知県 名古屋★連合　自転車部 M
162 c5l 樋田　和也 トイダ　カズヤ 三重県 名古屋★連合 自転車部 M
161 c5l 有元　太朗 アリモト　タロウ 滋賀県 M
160 c5l 岩岡　正剛 イワオカ　セイゴウ 大阪府 M
159 c5l 西幹　祐太 ニシミキ　ユウタ 大阪府 うえだサイクル大阪柏原河内国分店 M
158 c5l 西出　聖 ニシデ　ヒズル 大阪府 うえだサイクル大阪柏原河内国分店 M
157 c5l 清水　智大 シミズ　トモヒロ 大阪府 りんくうサイクリングクラブ M
156 c5l 村西　史規 ムラニシ　フミキ 京都府 BLUE STEEL M
155 c5l 坂川　裕磨 サカガワ　ユウマ 大阪府 M
154 c5l 新本　崇順 アラモト　タカナオ 大阪府 M
153 c5l 矢幡　洸希 ヤハタ　ヒロキ 奈良県 M
152 c5l 宮崎　竣 ミヤザキ　シュン 大阪府 M
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151 c5l 井村　泰誠 イムラ　タイセイ 大阪府 team ECO M
150 c5l 信原　建大 ノブハラ　ケンダイ 大阪府 team ECO M
149 c5l 本間　裕大 ホンマ　ユウダイ 大阪府 team ECO M
148 c5l 是枝　雅大 コレエダ　マサヒロ 京都府 M
147 c5l 湊　楽 ミナト　ガク 京都府 M
146 c5l 吉田　優志 ヨシダ　マサシ 京都府 M
145 c5l 荒木　光太郎 アラキ　コウタロウ 京都府 M
144 c5l 荒木　哉大 アラキ　カナタ 大阪府 M
143 c5l 河合　智紀 カワイ　智紀 京都府 PRESTO M
142 c5l 石原　潮人 イシハラ　シオト 滋賀県 農フード農ライフ M
141 c4h 信崎　千恵子 シノザキ　チエコ 大阪府 F
140 c4h 加藤　壽嗣 カトウ　ヒサツグ 京都府 違駄天 M
139 c4h 清瀬　健司 キヨセ　ケンジ 滋賀県 Rafale M
138 c4h 横手　宏彰 ヨコテ　ヒロアキ 大阪府 チームi M
137 c4h 藤原　成人 フジハラ　ナルト 滋賀県 Aoyama Rockets RT M
136 c4h 瀬川　純 セガワ　ジュン 滋賀県 GUELL BICYCLE M
135 c4h 京藤　伸弘 キョウトウ　ノブヒロ 京都府 M
134 c4h 中谷　洋信 ナカタニ　ヒロノブ 滋賀県 M
133 c4h 駒崎　洋太 コマサキ　ヒロタカ 京都府 日本ろう自転車競技協会 M
132 c4h 和智　浩一 ワチ　ヒロカズ 京都府 ステラシルベスト M
131 c4h 松木　謙吉 マツキ　ケンキチ 京都府 ステラシルベスト M
130 c4h 小山　登志夫 コヤマ　トシオ 大阪府 M
129 c4h 久保　勇 クボ　イサム 大阪府 M
128 c4h 中本　寿仁 ナカモト　トシヒト 滋賀県 スターライト工業自転車部 M
127 c4h 鍋井　宏之 ナベイ　ヒロユキ 滋賀県 M
126 c4h 島本　直樹 シマモト　ナオキ 滋賀県 ストラーダレーシング M
125 c4h 吉田　剛 ヨシダ　タケシ 京都府 M
124 c4h 中島　一彰 ナカジマ　カズアキ 滋賀県 スターライト工業自転車部 M
123 c4h 平田　裕和 ヒラタ　ヒロカズ 京都府 カレーラーメン大盛り半チャーハン M
122 c4h 清岡　一人 キヨオカ　カズト 滋賀県 M
121 c4h 北村　保之 キタムラ　ヤスシ 京都府 CSY・Libre’R M
120 c4h 佐々木　善満 ササキ　ヨシミツ 京都府 ステラシルベスト M
119 c4h 大森　祐司 オオモリ　ユウジ 滋賀県 Team　Mt　Nabe M
118 c4h 江島　慎一郎 エジマ　シンイチロウ 滋賀県 LOKO Racing M
117 c4h 浅野　剛志 アサノ　タケシ 京都府 M
116 c4h 武部　奨 タケベ　ススム 大阪府 Team 闇練 M
115 c4h 笹井　陽介 ササイ　ヨウスケ 滋賀県 GUELL  CYCLING  TEAM M
114 c4h 鈴木　寛和 スズキ　ヒロカズ 滋賀県 Biwako Cycling M
113 c4h 志水　孝次 シミズ　コウジ 滋賀県 M
112 c4h 木田　敏弘 キダ　トシヒロ 大阪府 SHIONO Racing M
111 c4h 渡部　寛史 ワタナベ　ヒロシ 大阪府 ステラシルベスト M
110 c4h 石山　大樹 イシヤマ　ヒロキ 滋賀県 BiwakoCycling M
109 c4h 中村　剛章 ナカムラ　タケアキ 静岡県 M
108 c4l 山崎　諭 ヤマザキ　サトシ 愛知県 M
107 c4l 仲野　嘉信 ナカノ　ヨシノブ 京都府 Bダッシュ M
106 c4l 秦野　裕史 ハタノ　ヒロフミ 京都府 M
105 c4l 佐伯　晋也 サイキ　シンヤ 大阪府 The☆whoo M
104 c4l 松本　達哉 マツモト　タツヤ 京都府 M
103 c4l 中林　翔 ナカバヤシ　ショウ 愛知県 遊次郎 M
102 c4l 堺　俊博 サカイ　トシヒロ 大阪府 サイクロトロンターゲット M
101 c4l 園　直史 ソノ　タダシ 滋賀県 M
100 c4l 小森　伸弘 コモリ　ノブヒロ 京都府 The☆whoo/大原朝市R&C M
99 c4l 久保　武夫 クボ　タケオ 滋賀県 BiwakoCycling M
98 c4l 甲　隆仁 カブト　タカヒト 兵庫県 ステラシルベスト M
97 c4l 高田　秀昭 タカダ　ヒデアキ 兵庫県 M
96 c4l 北川　智哉 キタガワ　トモヤ 三重県 M
95 c4l 江口　和宏 エグチ　カズヒロ 京都府 M
94 c4l 杉浦　拓哉 スギウラ　タクヤ 大阪府 M
93 c4l 神屋　葉一 カミヤ　ヨウイチ 滋賀県 M
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92 c4l 櫛田　芳裕 クシダ　ヨシヒロ 滋賀県 M
91 c4l 宮坂　周 ミヤサカ　シュウ 奈良県 Cycom M
90 c4l 松浦　耕介 マツウラ　コウスケ 京都府 トーヨーレーシング M
89 c4l 多田　海音 タダ　カイト 大阪府 M
88 c4l 川添　悟 カワゾエ　サトル 滋賀県 M
87 c4l 岩嵜　達哉 イワサキ　タツヤ 滋賀県 M
86 c4l 藤井　健太 フジイ　ケンタ 京都府 Cycle Justice M
85 c4l 白石　遥晟 シライシ　ミチアキ 大阪府 M
84 c4l 川崎　温規 カワサキ　ハルキ 京都府 立命館サイクリングクラブ M
83 c4l 佐々木　竜平 ササキ　リョウヘイ 京都府 立命館サイクリングクラブ M
82 c4l 伊丹　誠人 イタミ　マサト 大阪府 チーム闇練 M
81 c4l 瀧本　英稔 タキモト　ヒデトシ 大阪府 摂南大学サイクリング部 M
80 c4l 角南　雄太 スナミ　ユウタ 大阪府 team闇練 M
79 c4l 金兵　圭吾 カネヒョウ　ケイゴ 京都府 立命館サイクリングクラブ M
78 c4l 柳生　彰宏 ヤギュウ　アキヒロ 京都府 立命館サイクリングクラブ M
77 c4l 田村　健人 タムラ　ケント 大阪府 M
76 c4l 纐纈　壮太郎 コウケツ　ソウタロウ 岐阜県 ATOM cycling team M
75 C3 大井　憲太郎 オオイ　ケンタロウ 滋賀県 FUKADA まじりんぐ M
74 C3 上　敏浩 カミ　トシヒロ 大阪府 M
73 C3 清水　勝也 シミズ　カツヤ 滋賀県 大垣ピストンズ M
72 C3 角橋　啓一郎 カクハシ　ケイイチロウ 京都府 大原朝市▲BFR M
71 C3 吉村　眞也 ヨシムラ　シンヤ 愛知県 M
70 C3 岩上　真也 イワカミ　シンヤ 京都府 大原朝市Ｒ＆Ｃゾルゲ隊 M
69 C3 赤木　伸行 アカギ　ノブユキ 奈良県 Bダッシュ M
68 C3 藤田　誠士 フジタ　セイジ 滋賀県 M
67 C3 前田　義範 マエダ　ヨシノリ 大阪府 ＴＲＡＰ M
66 C3 馬野　大嗣 マノ　ヒロツグ 京都府 ユーロードレーシング M
65 C3 高坂　義行 コウサカ　ヨシユキ 京都府 大阪ヒルクライム同好会/大原朝市RC M
64 C3 服部　和成 ハットリ　カズナリ 京都府 トーヨーRT M
63 C3 高橋　栄司 タカハシ　エイジ 滋賀県 ビワoneメテオ M
62 C3 大上野　宏幸 オオウエノ　ヒロユキ 大阪府 team SONIC M
61 C3 川島　洋 カワシマ　ヒロシ 滋賀県 ストラーダ M
60 C3 塩山　栄治 シオヤマ　エイジ 京都府 M
59 C3 谷川　弘一 タニガワ　ヒロカズ 滋賀県 GUELL CYCLING TEAM M
58 C3 小林　康博 コバヤシ　ヤスヒロ 石川県 TEAM MODENA M
57 C3 夜久　峰夫 ヤク　ミネオ 滋賀県 ネクストリーム・うどん棒 M
56 C3 高田　篤 タカダ　アツシ 京都府 SKRK Kyoto M
55 C3 吉田　聡 ヨシダ　サトシ 京都府 IRP.com M
54 C3 深海　幸平 フカミ　コウヘイ 大阪府 SUNZOKU M
53 C3 佐藤　弘和 サトウ　ヒロカズ 京都府 M
52 C3 三ッ國　拓也 ミツクニ　タクヤ 大阪府 チーム・アヴェル M
51 C3 山口　佳孝 ヤマグチ　ヨシタカ 大阪府 TEAM WHITE＆OHC M
50 C3 奥田　裕司 オクダ　ユウジ 滋賀県 ネクストリーム M
49 C3 勝元　貴良 カツモト　タカヨシ 大阪府 RBC.HANES M
48 C4l 石野　拓也 イシノ　タクヤ 滋賀県 ダイキンレーシング M
47 C3 金子　隆亮 カネコ　リュウスケ 大阪府 M
46 C3 老野生　信 オイノショウ　マコト 京都府 The☆Whoo M
45 C3 高田　侑亮 タカダ　ユウスケ 岐阜県 DRONE M
44 C3 呉山　友崇 クレヤマ　トモタカ 滋賀県 GSバンビーノ M
43 C3 鵜飼　拓也 ウカイ　タクヤ 大阪府 ダイキンレーシング M
42 C3 須賀　俊貴 スガ　シュンキ 京都府 ホワイトローカス M
41 C3 新井　雄太 ニイ　ユウタ 大阪府 ネクストリーム M
40 C3 鈴木　雄太郎 スズキ　ユウタロウ 滋賀県 KOGMA-Racing M
39 C3 小林　卓馬 コバヤシ　タクマ 大阪府 ロードバイクあっとフレミー M
38 C3 鳥元　厚志 トリモト　アツシ 滋賀県 D-RACING M
37 C3 柿原　和貴 カキハラ　カズキ 大阪府 soleil de l'est M
36 C3 菅井　春稀 スガイ　ハルキ 滋賀県 D-RACING M
35 C3 中川　大使 ナカガワ　タイシ 京都府 M
34 C3 小林　史佳 コバヤシ　フミヨシ 大阪府 大阪大学サイクリング部レーサー班 M
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b-no cat name namef area 所属チーム名 sex
33 C3 山中　智裕 ヤマナカ　トモヒロ 京都府 M
32 C3 佐藤　弘章 サトウ　ヒロアキ 大阪府 M
31 C3 西村　剛 ニシムラ　タケシ 滋賀県 瀬田工業高校 M
30 C3 佐藤　晴 サトウ　ハル 岐阜県 M
29 C3 高木　英行 タカギ　ヒデユキ 京都府 PRT KOSEKI M
28 C3 植西　一稀 ウエニシ　カズキ 滋賀県 M
27 C3 植田　竜平 ウエダ　リュウヘイ 滋賀県 レーシング尊師 M
26 C3 出野　修平 デノ　シュウヘイ 滋賀県 M
25 C2 市川　光人 イチカワ　ミツヒト 愛知県 M
24 C2 伊藤　隆久 イトウ　タカヒサ 滋賀県 CIERVO NARA ELITE M
23 C2 太田　大地 オオタ　ダイチ 京都府 K@2 M
22 C2 角谷　文章 カドヤ　フミアキ 兵庫県 HARP RC M
21 C2 教野　友作 キョウノ　ユウサク 滋賀県 M
20 C2 後藤　東洋士 ゴトウ　ヒロシ 大阪府 ネクストリーム・うどん棒 M
19 C2 田中　龍太朗 タナカ　リュウタロウ 京都府 IRP.com M
18 C2 谷口　敦史 タニグチ　アツシ 兵庫県 M
17 C2 田平　修三 タヒラ　シュウゾウ 京都府 トーヨーRT M
16 C2 中野　政彦 ナカノ　マサヒコ 大阪府 Team Speed M
15 C2 野崎　翼 ノザキ　ツバサ 大阪府 大阪大学サイクリング部レーサー班 M
14 C2 藤田　正治 フジタ　マサハル 大阪府 EURO WORKS Raching M
13 C2 Ｂｅｎｎｅｔｔ　Ａｓｈ ベネット　アッシュ 滋賀県 GUELL CYCLING TEAM M
12 C2 三田　雅之 ミタ　マサユキ 大阪府 チームルパン M
11 C2 三谷　恭介 ミタニ　キョウスケ 滋賀県 M
10 C2 宮村　優 ミヤムラ　マサル 京都府 ONE/WD M
9 C2 横谷　健太 ヨコタニ　ケンタ 滋賀県 INSPIRE RACING TEAM M
8 C1 飯塚　航 イイヅカ　ワタル 東京都 CycleClub.jp M
7 C1 一色　寛之 イッシキ　ヒロユキ 奈良県 M
6 C1 岩崎　庄平 イワサキ　ショウヘイ 京都府 きゅうべえsports M
5 C1 木村　吉秀 キムラ　ヨシヒデ 滋賀県 大阪工業大学 M
4 C1 桐野　一道 キリノ　カズミチ 京都府 VCFukuoka・サイクルフリーダム M
3 C1 窪田　博英 クボタ　ヒロヒデ 長野県 八ヶ岳CYCLING CLUB M
2 C1 徳永　宏高 トクナガ　ヒロタカ 大阪府 CT Taka M
1 C1 野島　遊 ノジマ　ユウ 大阪府 TEAM AMUSE M

270 C3 栗林 ひろみ くりばやし ひろみ 富山 F
271 c6h 広野　志織 ひろの　しおり 三重県 F
272 C2 竹浪　芳晃 タケナミ　ヨシアキ 京都府 MM.com/なかじきや M
273 C1 渡辺　将大 ワタナベ マサヒロ 群馬県 CycleClub.jp M
274 c4h 村瀬　晃史 ムラセ コウジ 京都府 京都新聞桂サイクリングチーム M
275 c4l 才門 祐太 サイモンユウタ 大阪府 M
276 c3 西　浩平 にしこうへい 滋賀県 龍谷大学 M
277 c6l 後藤孝幸 ごとうたかゆき 愛知県 M
278 c4l 増岡雄一朗 ますおかゆういちろう 大阪府 M
279 c3 今井　美穂 イマイ ミホ 群馬県 CycleClub.jp F
280 C1 下島 海人 しもじま かいと 兵庫県 Coraggio Kawanishi Cycling Team JuniorM
281 C1 藤原 禎之 ふじわら よしゆき 兵庫県 Coraggio Kawanishi Cycling Team JuniorM
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