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cat b-no name namef area team sex
C1 1 森 俊夫 ﾓﾘ ﾄｼｵ 奈良県 EURO-WORKS Racing M
C1 2 西尾 洋介 ﾆｼｵ ﾖｵｽｹ 富山県 バルバクラブトヤマ M
C1 3 酒井紀章 ｻｶｲﾉﾘｱｷ 福井 バルバクラブフクイ M
C1 4 児玉 誠治 ｺﾀﾞﾏ ｾｲｼﾞ 兵庫県 Lumiere KOBE M
C1 5 堀井 長善 ﾎﾘｲ ﾅｶﾞﾖｼ 滋賀県 M
C1 6 森田 大理 ﾓﾘﾀ ﾀﾞｲﾘ 三重県 TSU RACING M
C1 7 佐藤 耕司 ｻﾄｳ ｺｳｼﾞ 奈良県 イナーメ信濃山形 M
C1 8 辻 貴光 ﾂｼﾞ ﾀｶﾐﾂ 京都府 TEAM HAKUSEI M
C1 9 雑賀 大輔 ｻｲｶ ﾀﾞｲｽｹ 大阪府 WCU M
C1 10 藤枝 三央 ﾌｼﾞｴﾀﾞ ﾐﾂｵ 兵庫県 M
C1 11 桐野 一道 ｷﾘﾉ ｶｽﾞﾐﾁ 京都府 VC Fkuoka・サイクルフリーダム M
C1 12 田中 信行 ﾀﾅｶ ﾉﾌﾞﾕｷ 奈良県 M
C1 13 秋山 佳輝 ｱｷﾔﾏ ﾖｼｷ 大阪府 岩井商会 M
C1 14 井上人志 ｲﾉｳｴﾋﾄｼ 大阪 VC VELOCE M
C1 15 岩崎 庄平 ｲﾜｻｷ ｼｮｳﾍｲ 京都府 チームフライハイト M
C1 16 井上 政貴 ｲﾉｳｴ ﾏｻｷ 兵庫県 イナーメ信濃山形 M
C1 17 濱野 克悠 ﾊﾏﾉ ｶﾂﾕｷ 富山県 バルバクラブトヤマ M
C1 18 平野 真一 ﾋﾗﾉ ｼﾝｲﾁ 和歌山県 TOKYO VENTOS M
C1 19 柳神二郎 ﾔﾅｷﾞｼﾝｼﾞﾛｳ 福井 バルバクラブフクイ M
C1 20 山口敦大 ﾔﾏｸﾞﾁｱﾂﾋﾛ 京都 velo club VENTO M
C1 21 須々田 匠 ｽｽﾀ ﾀｸﾐ 京都府 岩井商会レーシング M
C1 22 寺﨑 武郎 ﾃﾗｻｷ ﾀｹﾛｳ 福井県 バルバクラブ　エチゼン M
C1 23 勝水 拓也 ｶﾂﾐｽﾞ ﾀｸﾔ 奈良県 EURO-WORKS Racing M
C1 24 白崎 剛 ｼﾗｻｷﾂﾖｼ 福井 バルバクラブフクイ M
C1 25 齋藤友一 ｻｲﾄｳﾕｳｲﾁ 福井 バルバクラブフクイ M
C1 26 小渡 健悟 ｺﾜﾀﾘｹﾝｺﾞ 奈良県 シエルヴォ奈良 M
C1 27 伊藤 博人 ｲﾄｳﾋﾛﾄ 秋田 シエルヴォ奈良 M
C1 28 丹羽 優輔 ﾆﾜ ﾕｳｽｹ 京都府 M
C1 29 森 真崇 ﾓﾘ ﾏｻﾀｶ 京都府 龍谷大平安 M
C1 30 近藤 光 ｺﾝﾄﾞｳﾋｶﾙ 奈良県 奈良北高校 M
C1 31 井上 和也 ｲﾉｳｴｶｽﾞﾔ 奈良県 奈良北高校 M
C1 32 弥村 皆斗 ﾔﾑﾗ ﾐﾅﾄ 京都府 花園高校 M
C1 33 前原 直幸 ﾏｴﾊﾗ ﾅｵﾕｷ 大阪府 千里高校 M
C1 34 竹中 秀輔 ﾀｹﾅｶｼｭｳｽｹ 奈良県 奈良北高校 M
C1 35 富田 莉央 ﾄﾐﾀ ﾘｵ 京都府 鴨沂高校 M
C1 36 中嶋 大稀 ﾅｶｼﾞﾏﾀﾞｲｷ 奈良県 奈良北高校 M
C1 37 見瀬 矩慧 ﾐｾ ﾀﾀﾞｻﾄ 京都府 向陽高校 M
C1 38 吉田 隼人 ﾖｼﾀﾞﾊﾔﾄ 奈良県 マトリックスパワータグ M
C2 39 宮村 優 ﾐﾔﾑﾗ ﾏｻﾙ 京都府 ONE/WD M
C2 40 永野 人士 ﾅｶﾞﾉ ﾋﾄｼ 奈良県 Bicycle Color M
C2 41 元井 和彦 ﾓﾄｲ ｶｽﾞﾋｺ 京都府 シャカリキ自転車部 M
C2 42 織田 裕之 ｵﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 大阪府 チーム闇練 M
C2 43 轟 和則 ﾄﾄﾞﾛｷ ｶｽﾞﾉﾘ 京都府 プロジェクション M
C2 44 渡邉 昭博 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｷﾋﾛ 京都府 Inspire Racing Team M
C2 45 高塚 武彦 ﾀｶﾂｶ ﾀｹﾋｺ 大阪府 ZAS Racing M
C2 46 森安 健氏 ﾓﾘﾔｽ ｹﾝｼﾞ 大阪府 M
C2 47 中村 晃一 ﾅｶﾑﾗ ｺｳｲﾁ 大阪府 イプ練@Hase塾 M
C2 48 河内 博行 ｶﾜﾁ ﾋﾛﾕｷ 大阪府 ZAS Racing M
C2 49 堀 浩之 ﾎﾘ ﾋﾛﾕｷ 石川県 バルバクラブカナザワ M
C2 50 野口 忍 ﾉｸﾞﾁ ｼﾉﾌﾞ 兵庫県 TREK M
C2 51 阪ノ上 義朗 ｻｶﾉｳｴ ﾖｼｱｷ 大阪府 TEAM FRAT M
C2 52 多田 直樹 ﾀﾀﾞ ﾅｵｷ 大阪府 Whirl☆Wind M
C2 53 谷口 敦史 ﾀﾆｸﾞﾁ ｱﾂｼ 兵庫県 M
C2 54 久田 忠晃 ﾋｻﾀ ﾀﾀﾞｱｷ 京都府 TURBOマンどすこい場所 M
C2 55 馬場 智和 ﾊﾞﾊﾞ ﾄﾓｶｽﾞ 石川県 バルバクラブカナザワ M
C2 56 金森 透 ｶﾅﾓﾘ ﾄｵﾙ 富山県 M
C2 57 山口 泰司 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛｼ 大阪府 THcrew M
C2 58 李 延壮 ｲ ﾖﾝｼﾞｬﾝ 大阪府 M
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C2 59 中森 雅人 ﾅｶﾓﾘ ﾏｻﾄ 奈良県 EURO-WORKS Racing M
C2 60 土方 真二 ﾋｼﾞｶﾀ ｼﾝｼﾞ 京都府 どすこい部屋ティファニー場所 M
C2 61 片岡 昭智 ｶﾀｵｶ ｱｷﾄﾓ 大阪府 Team　Green　Road M
C2 62 田中 龍太朗 ﾀﾅｶ ﾘｭｳﾀﾛｳ 京都府 IRP.com M
C2 63 長谷部 一朗 ﾊｾﾍﾞ ｲﾁﾛｳ 奈良県 CLOUD9ers M
C2 64 足立 岳志 ｱﾀﾞﾁ ﾀｹｼ 奈良県 TEAM FRAT M
C2 65 Ｂｅｎｎｅｔｔ Ａｓｈ ﾍﾞﾈｯﾄ ｱｯｼｭ 滋賀県 *GUELL* M
C2 66 舟守 正至 ﾌﾅﾓﾘ ﾏｻｼ 大阪府 SUNZOKU M
C2 67 山口 佳孝 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾖｼﾀｶ 大阪府 TEAM WHITE＆FRAT M
C2 68 斉藤 和哉 ｻｲﾄｳ ｶｽﾞﾔ 兵庫県 シルクロード M
C2 69 高島 裕海 ﾀｶｼﾏ ﾋﾛｳﾐ 兵庫県 M
C2 70 小杉 亮太 ｺｽｷﾞ ﾘｮｳﾀ 石川県 トンデモクラブCSkaga M
C2 71 篁 佳太 ﾀｶﾑﾗ ｹｲﾀ 滋賀県 M
C2 72 田辺 辰也 ﾀﾅﾍﾞ ﾀﾂﾔ 大阪府 M
C2 73 小林 卓馬 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾏ 大阪府 フレミー@ロードバイク M
C2 74 松本 竜太朗 ﾏﾂﾓﾄ ﾘｭｳﾀﾛｳ 奈良県 EURO-WORKS Racing M
C2 75 吉岡 潤 ﾖｼｵｶ ｼﾞｭﾝ 千葉県 cycleborg@Tag M
C2 76 渡辺岳志 ﾜﾀﾅﾍﾞﾀｹｼ 京都 velo club VENTO M
C2 77 渡辺諒 ﾜﾀﾅﾍﾞﾘｮｳ 福井 バルバクラブフクイ M
C2 78 大日方海斗 ｵﾋﾞﾅﾀｶｲﾄ 福井 バルバクラブフクイ M
C2 79 西村 剛 ﾆｼﾑﾗ ﾀｹｼ 滋賀県 瀬田工業高校 M
C2 80 吉坂 凜 ﾖｼｻｶ ﾘﾝ 京都府 鴨沂高校 M
C2 81 荒木 哉大 ｱﾗｷ ｶﾅﾀ 大阪府 かめやレーシングチーム M
C2 82 髙木 絢匡 ﾀｶｷﾞ ｱﾔﾏｻ 京都府 鴨沂高校 M
C2 83 有村 将 ｱﾘﾑﾗ ﾏｻｼ 大阪府 M
C2 84 白石 智也 ｼﾗｲｼ ﾄﾓﾔ 大阪府 M
C2 85 吉田 圭吾 ﾖｼﾀﾞ ｹｲｺﾞ 京都府 向陽高校 M
C2 86 德山 啓介 ﾄｸﾔﾏ ｹｲｽｹ 大阪府 M
C2 87 井上 雄一郎 ｲﾉｳｴ ﾕｳｲﾁﾛｳ 大阪府 M
C2 88 澤木 冬彦 ｻﾜｷﾌﾕﾋｺ 大阪府 M
C2登録 89 入部 宏樹 ｲﾘﾍﾞ ﾋﾛｷ 奈良県 奈良北高校 M
C2登録 90 中本 祥司 ﾅｶﾓﾄｼｮｳｼﾞ 奈良県 奈良北高校 M
C2登録 91 中垣 陸 ﾅｶｶﾞｷ ﾘｸ 大阪府 M
C2登録 92 田丸 拓也 ﾀﾏﾙﾀｳﾔ 奈良県 奈良北高校 M
C2登録 93 福原 名月 ﾌｸﾊﾗ ﾅﾂﾞｷ 京都府 向陽高校 M
C2登録 94 藤井 響流 ﾌｼﾞｲ ｺｳﾙ 京都府 鴨沂高校 M
C2登録 95 天野 壮悠 ｱﾏﾉ ﾀｹﾊﾙ 大阪府 千里高校 M
C2登録 96 山崎 友里 ﾔﾏｻﾞｷ ﾕﾘ 富山県 F
C2登録 97 吉岡 雄也 ﾖｼｵｶ ﾕｳﾔ 京都府 京都大学 M
C2登録 98 岩見 悠磨 ｲﾜﾐ ﾕｳﾏ 京都府 京都大学 M
C2登録 99 筒井 誉大 ﾂﾂｲ ﾀｶﾋﾛ 京都府 京都大学 M
C2登録 100 高橋 慧 ﾀｶﾊｼ ｻﾄﾙ 京都府 京都大学 M
C2登録 101 辰巳 寛明 ﾀﾂﾐ ﾋﾛｱｷ 京都府 京都大学 M
C2登録 102 松山 凉 ﾏﾂﾔﾏ ﾘｮｳ 京都府 京都大学 M
C2登録 103 熊谷 智孝 ｸﾏｶﾞｲ ﾄﾓﾀｶ 京都府 京都大学 M
C2登録 104 中野 政彦 ﾅｶﾉ ﾏｻﾋｺ 大阪府 masahikomifune.com M
C2登録 105 南條 太郎 ﾅﾝｼﾞｮｳ ﾀﾛｳ 大阪府 ベッキーシクロクロス M
C2登録 106 森谷 忠司 ﾓﾘﾔﾀﾀﾞｼ 大阪 ベッキーシクロクロス M
C2登録 107 後藤 東洋士 ｺﾞﾄｳ ﾋﾛｼ 大阪府 ネクストリーム・うどん虹や M
C2登録 108 山下 秀剛 ﾔﾏｼﾀ ﾋﾃﾞﾀｶ 三重県 MMCY M
C2登録 109 北村 智昭 ｷﾀﾑﾗ ﾄﾓｱｷ 京都府 masahiko Mifune.com Cycling team M
C2登録 110 山野井 哲実 ﾔﾏﾉｲ ｻﾄﾐ 大阪府 VC  VELOCE M
C2登録 111 北村 博則 ｷﾀﾑﾗ ﾋﾛﾉﾘ 京都府 masahiko mifune.com M
C2登録 112 上田 明 ｳｴﾀﾞ ｱｷﾗ 京都府 日本ろう自転車競技協会 M
C2登録 113 川尻 拓磨 ｶﾜｼﾞﾘ ﾀｸﾏ 福岡県 サイクルプラス M
C2登録 114 中野 智弘 ﾅｶﾉ ﾄﾓﾋﾛ 大阪府 YCC M
C2登録 115 松田 健介 ﾏﾂﾀﾞ ｹﾝｽｹ 愛知県 BREZZA-KAMIHAGI M
C2登録 116 中治 綱太 ﾅｶｼﾞ ｺｳﾀ 大阪府 TeamGreenRoad M
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C2登録 117 小川勇樹 ｵｶﾞﾜﾕｳｷ 福井 バルバクラブフクイ M
C2登録 118 南部隆一 ﾅﾝﾌﾞﾘｭｳｲﾁ 福井 バルバクラブフクイ M
C2登録 119 清水 寧久 ｼﾐｽﾞ ﾔｽﾋｻ 奈良県 EURO-WORKS Racing M
C2登録 120 久保田 航太 ｸﾎﾞﾀ ｺｳﾀ 大阪府 TRAILBLAZER M
C2登録 121 大佛 直紀 ｵｻﾗｷﾞ ﾅｵｷ 富山県 バルバクラブトヤマ M
C2登録 122 徳野 隼也 ﾄｸﾉ ｼﾞｭﾝﾔ 京都府 京都大学 M
C2登録 123 吉田 裕太 ﾖｼﾀﾞ ﾕｳﾀ 福井県 M
C2登録 124 上羽 拓郎 ｳｴﾊﾞ ﾀｸﾛｳ 大阪府 仁義なき弊社 M
C2登録 125 郷原 輝久 ｺﾞｳﾊﾗ ﾃﾙﾋｻ 奈良県 GIANTSTORENARA M
C2登録 126 宮崎 竣 ﾐﾔｻﾞｷ ｼｭﾝ 大阪府 M
C2登録 127 岡本 康平 ｵｶﾓﾄ ｺｳﾍｲ 大阪府 STING MONEY M
C2登録 128 横井 廉 ﾖｺｲ ﾚﾝ 兵庫県 グランデパール播磨 M
C2登録 129 柳瀬 悠理 ﾔﾅｾ ﾕｳﾘ 富山県 バルバクラブトヤマ M
C2登録 130 水谷和正 ﾐｽﾞﾀﾆｶｽﾞﾏｻ 富山 バルバトヤマ M
C2登録 131 田中 実 ﾀﾅｶ ﾐﾉﾙ 大阪府 Teamスクアドラ M
C2登録 132 柿原　和貴 かきはらかずき 大阪府 Soleil de l'est M
C2登録 133 角南雄太 すなみゆうた 岡山 TEAM闇練MANA大杉走輪 M
C3 134 栗林 ひろみ ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾐ 富山県 バルバクラブトヤマ F
C3 135 二口早紀 ﾌﾀｸﾁｻｷ 福井 バルバクラブフクイ F
C3 136 長屋 桃子 ﾅｶﾞﾔ ﾓﾓｺ 福井県 バルバクラブ　ホンシャ F
C3 137 横尾 治彦 ﾖｺｵﾊﾙﾋｺ 大阪府 NASU FAN CLUB M
C3 138 大井 憲太郎 ｵｵｲ ｹﾝﾀﾛｳ 滋賀県 ＦＵＫＡＤＡ まじりんぐ M
C3 139 堀田 マナブ ﾎｯﾀ ﾏﾅﾌﾞ 京都府 teamまんま米俵 M
C3 140 秋山 隆一 ｱｷﾔﾏ ﾘｭｳｲﾁ 京都府 1-JYO M
C3 141 横手 宏彰 ﾖｺﾃ ﾋﾛｱｷ 大阪府 M
C3 142 吉岡 学 ﾖｼｵｶ ﾏﾅﾌﾞ 奈良県 EURO WORKS Racing M
C3 143 關 勝吉 ｾｷ ｶﾂﾖｼ 京都府 celele - TOYO M
C3 144 藤澤芳一 ﾌｼﾞｻﾜﾖｼｶｽﾞ 福井 バルバクラブフクイ M
C3 145 寺崎嘉彦 ﾃﾗｻｷﾖｼﾋｺ 福井 バルバクラブ　ヘッドオフィス M
C3 146 吾妻 健夫 ｱﾂﾞﾏ ﾀｹｵ 京都府 Bicycle Color M
C3 147 楠 健司 ｸｽﾉｷ ｹﾝｼﾞ 京都府 CLOUD9ers M
C3 148 中村 和志 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞｼ 三重県 FORZA ALLSTARS M
C3 149 曽根 謙一 ｿﾈ ｹﾝｲﾁ 大阪府 サニーサイド M
C3 150 増田 浩二 ﾏｽﾀﾞ ｺｳｼﾞ 大阪府 M
C3 151 塚原 政知 ﾂｶﾊﾗ ﾏｻﾄﾓ 大阪府 チーム　シルクロード M
C3 152 岩上 真也 ｲﾜｶﾐ ｼﾝﾔ 京都府 ベッキーシクロクロスとすこい朝市おいでやす M
C3 153 土井 寿 ﾄﾞｲ ﾋｻｼ 福井県 バルバクラブ エチゼン M
C3 154 吉田 剛 ﾖｼﾀﾞ ﾀｹｼ 京都府 違駄天 M
C3 155 大上野 宏幸 ｵｵｳｴﾉ ﾋﾛﾕｷ 大阪府 ベッキーシクロクロスチーム M
C3 156 谷村 信次 ﾀﾆﾑﾗ ﾉﾌﾞﾂｸﾞ 京都府 M
C3 157 天野 弘章 ｱﾏﾉ ﾋﾛｱｷ 大阪府 VC VELOCE M
C3 158 勝水拓也 ｶﾂﾐｽﾞ ﾀｸﾔ 奈良県 Euro-Works Racing M
C3 159 荻田 浩行 ｵｷﾞﾀ ﾋﾛﾕｷ 大阪府 HyakuCycle M
C3 160 小高 泰男 ｺﾀﾞｶ ﾔｽｵ 東京都 M
C3 161 松下 計介 ﾏﾂｼﾀ ｹｲｽｹ 京都府 たからくじ同好会 M
C3 162 冨永 敬亮 ﾄﾐﾅｶﾞ ｹｲｽｹ 奈良県 まほロバRC M
C3 163 生野 耕平 ｲｸﾉ ｺｳﾍｲ 京都府 イプ練 M
C3 164 辰村 和彦 ﾀﾂﾑﾗ ｶｽﾞﾋｺ 京都府 PREST M
C3 165 紀平 浩一 ｷﾋﾗ ｺｳｲﾁ 滋賀県 ストラーダバイシクルズ M
C3 166 中西 淳 ﾅｶﾆｼ ｼﾞｭﾝ 滋賀県 M
C3 167 岩上 猛 ｲﾜｶﾞﾐ ﾀｹｼ 大阪府 大東市サイクルロードクラブ M
C3 168 西田 和彦 ﾆｼﾀﾞ ｶｽﾞﾋｺ 奈良県 Bicycle Color M
C3 169 南 孝久 ﾐﾅﾐ ﾀｶﾋｻ 京都府 Hakusei M
C3 170 川島 洋 ｶﾜｼﾏ ﾋﾛｼ 滋賀県 ストラーダR M
C3 171 大槻 誠 ｵｵﾂｷ ﾏｺﾄ 京都府 M
C3 172 安藤 貴史 ｱﾝﾄﾞｳ ﾀｶｼ 三重県 鷹組 M
C3 173 北村 友 ｷﾀﾑﾗ ﾄﾓ 大阪府 Team まんま M
C3 174 岡本 大介 ｵｶﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ 大阪府 ベッキークリテリウムはじめました M
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C3 175 舩岡 敬司 ﾌﾅｵｶ ｹｲｼﾞ 京都府 M
C3 176 中澤 学 ﾅｶｻﾞﾜ ﾏﾅﾌﾞ 兵庫県 M
C3 177 判藤 広一郎 ﾊﾝﾄﾞｳ ｺｳｲﾁﾛｳ 京都府 M
C3 178 三谷 恭介 ﾐﾀﾆ ｷｮｳｽｹ 滋賀県 M
C3 179 福井 英樹 ﾌｸｲ ﾋﾃﾞｷ 大阪府 M
C3 180 磯田 友賀 ｲｿﾀﾞ ﾄﾓｶｽﾞ 京都府 Team allout M
C3 181 志水 孝次 ｼﾐｽﾞ ｺｳｼﾞ 滋賀県 宇治川サイクリングクラブ M
C3 182 辻 利明 ﾂｼﾞ ﾄｼｱｷ 京都府 Cycom M
C3 183 清原 健雄 ｷﾖﾊﾗ ﾀｹｵ 兵庫県 NASU　FAN　CLUB M
C3 184 佐藤 俊雄 ｻﾄｳ ﾄｼｵ 兵庫県 team TKG M
C3 185 能勢 毅 ﾉｾ ﾀｹｼ 奈良県 シルクロード M
C3 186 三嶋 大樹 ﾐｼﾏ ﾀｲｷ 京都府 EURO-WORKS Racing M
C3 187 大村 達史 ｵｵﾑﾗ ｻﾄｼ 奈良県 Bicycle Color M
C3 188 吉田 聡 ﾖｼﾀﾞ ｻﾄｼ 京都府 M
C3 189 中前 元久 ﾅｶﾏｴ ﾓﾄﾋｻ 石川県 バルバクラブカナザワ M
C3 190 宇井 孝爾 ｳｲ ｺｳｼﾞ 奈良県 EURO-WORKS Racing M
C3 191 堺 文人 ｻｶｲ ﾌﾐﾋﾄ 和歌山県 M
C3 192 木村 まさひこ ｷﾑﾗ ﾏｻﾋｺ 京都府 NEST M
C3 193 早川 和夫 ﾊﾔｶﾜ ｶｽﾞｵ 京都府 M
C3 194 久保田 勝也 ｸﾎﾞﾀ ｶﾂﾔ 兵庫県 M
C3 195 三ッ國 拓也 ﾐﾂｸﾆ ﾀｸﾔ 大阪府 Team abenova M
C3 196 福地 徹 ﾌｸﾁ ﾄｵﾙ 和歌山県 TEAM SANREMO M
C3 197 秦野 裕史 ﾊﾀﾉ ﾋﾛﾌﾐ 京都府 Bダッシュ M
C3 198 増田 晴彦 ﾏｽﾀﾞ ﾊﾙﾋｺ 京都府 Tutto Sportivo Cycling Kyoto M
C3 199 一色 寛之 ｲｯｼｷ ﾋﾛﾕｷ 奈良県 今日は川掃除 M
C3 200 大槻 陽介 ｵｵﾂｷ ﾖｳｽｹ 京都府 M
C3 201 宮村 隆志 ﾐﾔﾑﾗ ﾀｶｼ 大阪府 ＣＹＣＬＥ　ＣＡＴ M
C3 202 小山 翔伍 ｺﾔﾏ ｼｮｳｺﾞ 京都府 karasu M
C3 203 南 広樹 ﾐﾅﾐ ﾋﾛｷ 滋賀県 エアピローズ M
C3 204 吉岡 大和 ﾖｼｵｶ ﾔﾏﾄ 大阪府 ＣＹＣＬＥ　ＣＡＴ M
C3 205 能口 和久 ﾉｸﾞﾁ ｶｽﾞﾋｻ 石川県 バルバクラブカナザワ M
C3 206 高橋 潔志 ﾀｶﾊｼ ｷﾖｼ 兵庫県 M
C3 207 中村 将也 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾔ 大阪府 水曜どうでしょう藩士吹田支部 M
C3 208 友藤 淳 ﾄﾓﾌｼﾞ ｱﾂｼ 京都府 M
C3 209 永野 圭介 ﾅｶﾞﾉ ｹｲｽｹ 大阪府 M
C3 210 木戸 幸太 ｷﾄﾞ ｺｳﾀ 愛知県 M
C3 211 河津 巧 ｶﾜｽﾞ ﾀｸﾐ 兵庫県 M
C3 212 原田 龍一 ﾊﾗﾀﾞ ﾘｭｳｲﾁ 大阪府 cool velo M
C3 213 河合 伸哉 ｶﾜｲ ｼﾝﾔ 福井県 高野建具店 M
C3 214 太田 大地 ｵｵﾀ ﾀﾞｲﾁ 京都府 K@2 M
C3 215 中村 陽 ﾅｶﾑﾗ ﾖｳ 三重県 M
C3 216 高田 幸朗 ﾀｶﾀﾞ ﾕｷｵ 京都府 M
C3 217 佐竹 裕 ｻﾀｹ ﾋﾛｼ 大阪府 闇練 M
C3 218 森田 晃行 ﾓﾘﾀ ﾃﾙﾕｷ 大阪府 M
C3 219 上妻 卓矢 ｺｳﾂﾞﾏ ﾀｸﾔ 京都府 ATOMIC CYCLE RACING TEAM M
C3 220 上田 大満 ｳｴﾀ ﾋﾛﾐﾂ 石川県 バルバクラブカナザワ M
C3 221 白石 遥晟 ｼﾗｲｼ ﾐﾁｱｷ 大阪府 M
C3 222 増岡 雄一朗 ﾏｽｵｶ ﾕｳｲﾁﾛｳ 大阪府 SkyHigh M
C3 223 上田 唯貴 ｳｴﾀﾞ ﾕｲｷ 大阪府 M
C3 224 早瀬 利宇 ﾊﾔｾ ﾘｭｳ 大阪府 チーム闇練 M
C3 225 瀧本 英稔 ﾀｷﾓﾄ ﾋﾃﾞﾄｼ 大阪府 摂南大学 M
C3 226 栗林 哲也 ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾃﾂﾔ 富山県 バルバクラブトヤマ M
C3 227 信岡 洸仁 ﾉﾌﾞｵｶ ｺｳｼﾞ 京都府 M
C3 228 米倉 聖人 ﾖﾈｸﾗ ﾏｻﾄ 大阪府 M
C3 229 池田 喬弥 ｲｹﾀﾞﾀｶﾔ 富山県 バルバクラブトヤマ M
C3 230 小関 晋作 ｵｾﾞｷ ｼﾝｻｸ 京都府 M
C3 231 大西 晃平 ｵｵﾆｼ ｺｳﾍｲ 大阪府 大阪経済大学 M
C3 232 佐藤 弘章 ｻﾄｳ ﾋﾛｱｷ 大阪府 チーム アベノバ M
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C3 233 戸田 宏輝 ﾄﾀﾞ ﾋﾛｷ 東京都 東海大学 M
C3 234 今村 駿佑 ｲﾏﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ 大阪府 大阪経済大学 M
C3 235 齋藤 真一 ｻｲﾄｳ ｼﾝｲﾁ 大阪府 大阪府大高専 M
C3 236 坂口 由迅 ｻｶｸﾞﾁ ﾕｳｼﾞﾝ 大阪府 府大高専 M
C3 237 本田 剣仁 ﾎﾝﾀﾞ ｹﾝﾄ 大阪府 かめやレーシング M
C3 238 小田 隆一 ｵﾀﾞ ﾘｭｳｲﾁ 京都府 南九州大学 M
C3 239 増田 遼歩 ﾏｽﾀﾞ ﾊﾙﾄ 大阪府 チーム アベノバ M
C3 240 西野 颯太 ﾆｼﾉ ｿｳﾀ 京都府 花園高校 M
C3 241 内潟 飛鳥 ｳﾁｶﾞﾀ ｱｽｶ 京都府 北稜高校 M
C3 242 深田 優樹 ﾌｶﾀﾞ ﾕｳｷ 大阪府 M
C3 243 西岳 凌語 ﾆｼｵｶﾘｮｳｺﾞ 奈良県 奈良北高校 M
C3 244 青木 一佐 ｱｵｷｶｽﾞｻ 奈良県 奈良北高校 M
C3 245 笠島 躍真 ｶｻｼﾞﾏ ﾔｸｼﾝ 京都府 北稜高校 M
C3 246 津石 康平 ﾂｲｼｺｳﾍｲ 奈良県 奈良北高校 M
C3 247 岩田 祥眞 ｲﾜﾀ ｼｮｳﾏ 大阪府 ＭＵＵＲ ZERO M
C3 248 高野 和希 ﾀｶﾉｶｽﾞｷ 奈良県 奈良北高校 M
C3 249 平田 空真 ﾋﾗﾀ ｿﾏ 京都府 北稜高校 M
C3 250 小谷 直生 ｺﾀﾆ ﾅｵｷ 京都府 北稜高校 M
C3 251 岩田 聖矢 ｲﾜﾀ ｾｲﾔ 大阪府 宇陀サイクルレーシング M
C4W 252 東 陽子 ｱｽﾞﾏ ﾖｳｺ 京都府 トーヨーCT F
C4W 253 水野 奈緒美 ﾐｽﾞﾉ ﾅｵﾐ 石川県 バルバクラブカナザワ F
C4W 254 白崎 美由紀 ｼﾗｻｷﾐﾕｷ 福井 バルバクラブフクイ F
C4W 255 久保田 夕夏 ｸﾎﾞﾀ ﾕｶ 大阪府 SPADE・ACE F
C4W 256 谷江史帆 ﾀﾆｴｼﾎ 福井 バルバクラブフクイ F
C4W 257 藤野 晏 ﾌｼﾞﾉ ｱﾝ 京都府 北桑田高校 F
C4W 258 前田 響 ﾏｴﾀﾞ ﾋﾋﾞｷ 京都府 向陽高校 F
C4W 259 瀬賀 映佳 ｾｶﾞ ﾊﾕｶ 大阪府 JFK F
C4W 260 石田 唯 ｲｼﾀﾞﾕｲ 京都 Boardman Womens F
C4H 261 若杉 平雄 ﾜｶｽｷﾞ ﾋﾗｵ 愛知県 チームチェブロ M
C4H 262 滝波 範男 ﾀｷﾅﾐ ﾉﾘｵ 福井県 バルバクラブフクイ M
C4H 263 黒川 勝巳 ｸﾛｶﾜ ｶﾂﾐ 京都府 チーム・エネゲート M
C4H 264 阿蘓 正登 ｱｿ ﾏｻﾄ 大阪府 M
C4H 265 長野 忍 ﾅｶﾞﾉ ｼﾉﾌﾞ 京都府 GOUREN M
C4H 266 室山 和久 ﾑﾛﾔﾏ ｶｽﾞﾋｻ 岡山県 チームWave M
C4H 267 西村 裕司 ﾆｼﾑﾗ ﾋﾛｼ 京都府 ＰＲＥＳＴＯ M
C4H 268 瀬戸紀夫 ｾﾄﾉﾘｵ 福井 バルバクラブフクイ M
C4H 269 吉谷 健司 ﾖｼﾀﾆ ｹﾝｼﾞ 奈良県 Euro Works Racing M
C4H 270 小島 信之 ｺｼﾞﾏ ﾉﾌﾞﾕｷ 大阪府 ＫＯＧ M
C4H 271 村田 孝幸 ﾑﾗﾀ ﾀｶﾕｷ 大阪府 本町クラブ M
C4H 272 高木 隆弘 ﾀｶｷﾞ ﾀｶﾋﾛ 京都府 エンドルフィン2 M
C4H 273 山口 徹也 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾃﾂﾔ 大阪府 M
C4H 274 山下 禎一郎 ﾔﾏｼﾀ ﾃｲｲﾁﾛｳ 大阪府 怪速ゾルゲ隊 M
C4H 275 梶谷 大 ｶｼﾞﾀﾆ ﾏｻﾙ 大阪府 ABS大阪 M
C4H 276 長澤 豊 ﾅｶﾞｻﾜ ﾕﾀｶ 奈良県 M
C4H 277 福島 儀 ﾌｸｼﾏ ﾀﾀﾞｼ 大阪府 M
C4H 278 長田 登 ﾅｶﾞﾀ ﾉﾎﾞﾙ 富山県 バルバクラブタカオカ M
C4H 279 徳村 秀樹 ﾄｸﾑﾗ ﾋﾃﾞｷ 兵庫県 M
C4H 280 西本 尚弘 ﾆｼﾓﾄ ﾀｶﾋﾛ 京都府 La Tartaruga M
C4H 281 藤原 成人 ﾌｼﾞﾊﾗ ﾅﾙﾄ 滋賀県 Aoyama Rockets M
C4H 282 田中 啓一 ﾀﾅｶ ｹｲｲﾁ 奈良県 ENDORPHIN 2 M
C4H 283 三木 昌三 ﾐｷｼｮｳｿﾞｳ 大阪 ナスファンクラブ M
C4H 284 白鞘 三郎 ｼﾗｻﾔ ｻﾌﾞﾛｳ 大阪府 大東市サイクルロードクラブ M
C4H 285 松尾 英樹 ﾏﾂｵ ﾋﾃﾞｷ 大阪府 かいんど M
C4H 286 松尾 茂男 ﾏﾂｵ ｼｹﾞｵ 奈良県 EURO-WORKS Racing M
C4H 287 杉江 嘉蔵 ｽｷﾞｴ ﾖｼﾀﾀﾞ 滋賀県 au ventoux M
C4H 288 花房 克彦 ﾊﾅﾌﾞｻ ｶﾂﾋｺ 奈良県 スカンチジャパンレーシングチーム M
C4H 289 竹内 直樹 ﾀｹｳﾁ ﾅｵｷ 滋賀県 FUKADAまじりんぐ M
C4H 290 石津佳也 ｲｼﾂﾞﾖｼﾅﾘ 奈良 Teamまんま M
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C4H 291 豊田 佳人 ﾄﾖﾀﾞ ﾖｼﾄ 三重県 △ミサイル M
C4H 292 村瀬 晃史 ﾑﾗｾ ｺｳｼﾞ 京都府 京都新聞サイクリングチーム M
C4H 293 田村 正 ﾀﾑﾗ ﾀﾀﾞｼ 大阪府 Team Green Road M
C4H 294 水出 浩之 ﾐｽﾞｲﾃﾞ ﾋﾛﾕｷ 大阪府 M
C4H 295 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
C4H 296 佐々木 敏文 ｻｻｷ ﾄｼﾌﾐ 京都府 ココペリ　スポーツ M
C4H 297 増田 浩二 ﾏｽﾀﾞ ｺｳｼﾞ 大阪府 M
C4H 298 松木 謙吉 ﾏﾂｷ ｹﾝｷﾁ 京都府 VC VELOCE Prossimo M
C4H 299 布村 順治 ﾇﾉﾑﾗ ｼﾞｭﾝｼﾞ 富山県 バルバクラブトヤマ M
C4H 300 西原 雄一郎 ﾆｼﾊﾗ ﾕｳｲﾁﾛｳ 大阪府 ナカガワ　サイクルワークス M
C4H 301 小山 登志夫 ｺﾔﾏ ﾄｼｵ 大阪府 M
C4H 302 久保 勇 ｸﾎﾞ ｲｻﾑ 大阪府 M
C4H 303 丸井 宏将 ﾏﾙｲ ﾋﾛﾏｻ 奈良県 スカンチジャパンレーシングチーム M
C4H 304 副島 洋昭 ｿｴｼﾞﾏ ﾋﾛｱｷ 奈良県 バルバクラブフクイ M
C4H 305 鈴木 孝裕 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾋﾛ 京都府 チーム シルクロード M
C4H 306 藤田 誠士 ﾌｼﾞﾀ ｾｲｼﾞ 滋賀県 M
C4H 307 松山 公一 ﾏﾂﾔﾏ ｺｳｲﾁ 京都府 VC VELOCE Prossimo M
C4H 308 土谷 律明 ﾂﾁﾔ ﾉﾘｱｷ 大阪府 ドカン M
C4H 309 川邉 敏仁 ｶﾜﾍﾞ ﾄｼﾋﾄ 大阪府 美山サイクリングクラブ M
C4H 310 横井 良成 ﾖｺｲ ﾖｼﾅﾘ 兵庫県 SSRT自転車部 M
C4H 311 小出仙 憲康 ｺﾃﾞｾﾝ ﾉﾘﾔｽ 石川県 M
C4H 312 河野 一也 ｺｳﾉ ｶｽﾞﾔ 愛知県 チームチェブロ M
C4H 313 森元 啓介 ﾓﾘﾓﾄ ｹｲｽｹ 大阪府 Team　きたきつね M
C4H 314 千 成俊 ｾﾝ ｼｹﾞﾄｼ 京都府 M
C4H 315 大島 健裕 ｵｵｼﾏ ﾀｹﾋﾛ 大阪府 CSヤマダ M
C4H 316 後藤 修 ｺﾞﾄｳ ｵｻﾑ 奈良県 M
C4H 317 中川 賢相 ﾅｶｶﾞﾜ ｹﾝｽｹ 奈良県 大成サイクルクラブ M
C4H 318 中村 茂樹 ﾅｶﾑﾗ ｼｹﾞｷ 奈良県 Bicycle Color M
C4H 319 宮本 義信 ﾐﾔﾓﾄ ﾖｼﾉﾌﾞ 福井県 バルバクラブ　エチゼン M
C4H 320 外岡 幸容 ｿﾄｵｶ ﾕｷﾋﾛ 奈良県 teamまんま M
C4H 321 辻井 理 ﾂｼﾞｲ ｵｻﾑ 石川県 バルバクラブカナザワ M
C4H 322 国本 勝彦 ｸﾆﾓﾄ ｶﾂﾋｺ 大阪府 Team FRAT&どこにもない M
C4H 323 木村 幸史 ｷﾑﾗ ｺｳｼﾞ 滋賀県 シャカリキ自転車部 M
C4H 324 佐々木 善満 ｻｻｷ ﾖｼﾐﾂ 京都府 VC VELOCE Prossimo M
C4H 325 井上 孝士 ｲﾉｳｴ ﾀｶｼ 兵庫県 M
C4H 326 山本 敬太 ﾔﾏﾓﾄ ｹｲﾀ 京都府 M
C4H 327 石原 直紀 ｲｼﾊﾗ ﾅｵｷ 京都府 M
C4H 328 河村 隆夫 ｶﾜﾑﾗ ﾀｶｵ 大阪府 変態紳士連盟 M
C4H 329 前田 哲宏 ﾏｴﾀﾞ ｱｷﾋﾛ 京都府 Zippy OB&OG M
C4H 330 藤岡 伸一 ﾌｼﾞｵｶ ｼﾝｲﾁ 奈良県 M
C4H 331 葛岡 哉 ｸｽﾞｵｶ ﾊｼﾞﾒ 大阪府 チーム闇練 M
C4H 332 自檀地 崇 ｼﾞﾀﾞﾝｼﾞ ﾀｶｼ 奈良県 シルクロード M
C4H 333 森澤 勝信 ﾓﾘｻﾜ ｶﾂﾉﾌﾞ 大阪府 M
C4H 334 坂口 学 ｻｶｸﾞﾁ ﾏﾅﾌﾞ 大阪府 M
C4H 335 米田 泰史 ﾖﾈﾀﾞ ﾔｽｼ 奈良県 Bicycle Color M
C4H 336 長谷川誠 ﾊｾｶﾞﾜﾏｺﾄ 福井 バルバクラブフクイ M
C4H 337 浅野 剛志 ｱｻﾉ ﾀｹｼ 京都府 M
C4H 338 窪 誠太 ｸﾎﾞ ｾｲﾀ 福井県 バルバクラブ　エチゼン M
C4H 339 春木 淳 ﾊﾙｷ ｼﾞｭﾝ 大阪府 M
C4H 340 塩山 栄治 ｼｵﾔﾏ ｴｲｼﾞ 京都府 M
C4L 341 岡崎 寛之 ｵｶｻﾞｷ ﾋﾛﾕｷ 大阪府 うえだサイクル M
C4L 342 湯浅 真一 ﾕｱｻ ｼﾝｲﾁ 大阪府 アクオード M
C4L 343 大谷 太嘉志 ｵｵﾀﾆ ﾀｶｼ 奈良県 Nasu Fan Club M
C4L 344 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 M
C4L 345 浦 尚史 ｳﾗ ﾋｻｼ 石川県 バルバクラブカナザワ M
C4L 346 山本 賢司 ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝｼﾞ 石川県 森人(もりんちゅ) M
C4L 347 杉田 正人 ｽｷﾞﾀ ﾏｻﾄ 大阪府 Teamスクアドラ M
C4L 348 木田 敏弘 ｷﾀﾞ ﾄｼﾋﾛ 大阪府 soleil de l'est M
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C4L 349 稲次 雅行 ｲﾅｼﾞ ﾏｻﾕｷ 大阪府 大東市サイクルロードクラブ M
C4L 350 竹村 伸宏 ﾀｹﾑﾗ ﾉﾌﾞﾋﾛ 奈良県 EURO - WORKS M
C4L 351 島 興太 ｼﾏ ｺｳﾀ 大阪府 TEAM-KOG M
C4L 352 松下 誠 ﾏﾂｼﾀ ﾏｺﾄ 大阪府 TEAM-KO M
C4L 353 永井 庸平 ﾅｶﾞｲ ﾖｳﾍｲ 京都府 Team NAGAI M
C4L 354 佐伯 晋也 ｻｲｷ ｼﾝﾔ 大阪府 The☆whoo M
C4L 355 文倉 慎太郎 ﾌﾐｸﾗ ｼﾝﾀﾛｳ 三重県 mie.pref M
C4L 356 安陪 拓二 ｱﾍﾞ ﾀｸｼﾞ 滋賀県 バルバクラブ　エチゼン M
C4L 357 西原 裕樹 ﾆｼﾊﾗ ﾋﾛｷ 大阪府 トーヨーCT M
C4L 358 佐々木 俊景 ｻｻｷ ﾄｼｶｹﾞ 京都府 M
C4L 359 東 浩司 ﾋｶﾞｼ ｺｳｼﾞ 奈良県 team blossom! M
C4L 360 福島 良久 ﾌｸｼﾏ ﾖｼﾋｻ 奈良県 M
C4L 361 小倉寛史 ｵｸﾞﾗﾋﾛｼ 福井 バルバクラブフクイ M
C4L 362 合野 慶彦 ｺﾞｳﾉ ﾖｼﾋｺ 大阪府 seaside M
C4L 363 山野 智也 ﾔﾏﾉ ﾄﾓﾔ 兵庫県 M
C4L 364 木村 溶徹 ｷﾑﾗ ﾖｳﾃﾂ 兵庫県 seaside M
C4L 365 森岡 哲 ﾓﾘｵｶ ｻﾄｼ 奈良県 Guell 奈良 M
C4L 366 高畑 裕一 ﾀｶﾊﾞﾀｹ ﾕｳｲﾁ 富山県 バルバクラブトヤマ M
C4L 367 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 M
C4L 368 木村 一義 ｷﾑﾗ ｶｽﾞﾖｼ 滋賀県 M
C4L 369 古川 忠祐 ﾌﾙｶﾜ ﾀﾀﾞｽｹ 京都府 Team Hakusei M
C4L 370 金谷 佳憲 ｶﾅﾔ ﾖｼﾉﾘ 京都府 M
C4L 371 鈴木 洋介 ｽｽﾞｷ ﾖｳｽｹ 福井県 バルバクラブ　エチゼン M
C4L 372 笠原 聡志 ｶｻﾊﾗ ｻﾄｼ 愛知県 ストラーダレーシング M
C4L 373 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 M
C4L 374 中川 郁 ﾅｶｶﾞﾜ ｲｸ 京都府 M
C4L 375 為永 誠 ﾀﾒﾅｶﾞ ﾏｺﾄ 福井県 バルバクラブ　エチゼン M
C4L 376 宮前 翼 ﾐﾔﾏｴ ﾂﾊﾞｻ 奈良県 Team Bicycle Color M
C4L 377 甘南 浩一 ｶﾝﾅﾝ ｺｳｲﾁ 大阪府 M
C4L 378 武内健太 ﾀｹｳﾁｹﾝﾀ 福井 バルバクラブフクイ M
C4L 379 山田 正輝 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻｷ 富山県 バルバクラブタカオカ M
C4L 380 花村 優太 ﾊﾅﾑﾗ ﾕｳﾀ 京都府 M
C4L 381 長畑 陽介 ﾅｶﾞﾊﾀ ﾖｳｽｹ 大阪府 GUELL枚方 M
C4L 382 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 M
C4L 383 小川翔平 ｵｶﾞﾜｼｮｳﾍｲ 大阪 velo club VENTO M
C4L 384 稲垣 翔平 ｲﾅｶﾞｷ ｼｮｳﾍｲ 富山県 バルバクラブトヤマ M
C4L 385 安田 翔太 ﾔｽﾀﾞ ｼｮｳﾀ 京都府 M
C4L 386 三浦 宏之 ﾐｳﾗ ﾋﾛﾕｷ 奈良県 La Tartaruga M
C4L 387 青木 拓也 ｱｵｷ ﾀｸﾔ 京都府 La Tartaruga M
C4L 388 大石 剣太 ｵｵｲｼ ｹﾝﾀ 京都府 M
C4L 389 粟野 勝 ｱﾜﾉ ﾏｻﾙ 福井県 バルバクラブ　エチゼン M
C4L 390 左近 知也 ｻｺﾝ ﾄﾓﾔ 福井県 バルバクラブ　エチゼン M
C4L 391 原田 将人 ﾊﾗﾀﾞ ﾏｻﾄ 兵庫県 北神戸チャリ部 M
C4L 392 笠松 稜 ｶｻﾏﾂ ﾘｮｳ 和歌山県 遊輪クラブ M
C4L 393 近藤 洸介 ｺﾝﾄﾞｳ ｺｳｽｹ 京都府 M
C4L 394 高橋 拓也 ﾀｶﾊｼ ﾀｸﾔ 福井県 バルバクラブ　エチゼン M
C4L 395 村田 章徳 ﾑﾗﾀ ｱｷﾉﾘ 京都府 M
C4L 396 内藤 和嵯 ﾅｲﾄｳ ｶｽﾞｻ 大阪府 M
C4L 397 池田 真規 ｲｹﾀﾞ ﾏｻｷ 富山県 バルバクラブトヤマ M
C4L 398 月本 将太 ﾂｷﾓﾄ ｼｮｳﾀ 大阪府 Rapha Cycling Club M
C4L 399 矢幡 洸希 ﾔﾊﾀ ﾋﾛｷ 奈良県 M
C4L 400 後藤 雅史 ｺﾞﾄｳ ﾏｻﾌﾐ 大阪府 M
C4L 401 田村 和真 ﾀﾑﾗ ｶｽﾞﾏ 奈良県 大阪市立大学サイクリング部 M
C4L 402 奥東 亮太 ｵｸﾋｶﾞｼ ﾘｮｳﾀ 福井県 バルバクラブ　エチゼン M
C4L 403 藤原 亜狩 ﾌｼﾞﾜﾗ ｱｶﾘ 京都府 なめこぬるぬるろーしょん M
C4L 404 池田 達弥 ｲｹﾀﾞ ﾀﾂﾔ 神奈川県 東海大学 M
C4L 405 得津 光司 ﾄｸﾂ ｺｳｼﾞ 大阪府 東海大学 M
C4L 406 大田慎乃祐 ｵｵﾀｼﾝﾉｽｹ 富山 バルバトヤマ M
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C4L 407 金子 和志 ｶﾈｺ ｶｽﾞｼ 奈良県 M
C4L 408 坂元 秀平 ｻｶﾓﾄ ｼｭｳﾍｲ 奈良県 寮生自転車部 M
C4L 409 石橋 宙樹 ｲｼﾊﾞｼ ﾋﾛｷ 大阪府 千里高校 M
C4L 410 松村 薫 ﾏﾂﾑﾗ ｶｵﾙ 大阪府 千里高校 M
C4L 411 中村 輝 ﾅｶﾑﾗ ﾋｶﾙ 滋賀県 Tutto sportivo M
C4L 412 友田 晴己 ﾄﾓﾀﾞ ﾊﾙｷ 大阪府 M
C4L 413 渡辺 智哉 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓﾔ 大阪府 大阪府大高専 M
C4L 414 黒田 圭祐 ｸﾛﾀﾞ ｹｲｽｹ 大阪府 千里高校 M
C4L 415 佐藤 嵩弥 ｻﾄｳ ｼｭｳﾔ 大阪府 千里高校 M
C4L 416 佐伯 宗一郎 ｻｴｷ ｿｳｲﾁﾛｳ 大阪府 千里高校 M
C4L 417 重原 優希 ｼｹﾞﾊﾗ ﾕｳｷ 京都府 Team Ringo Road M
C4L 418 谷口 優心 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾕｳｼﾝ 京都府 M
C4L 419 重原 尚希 ｼｹﾞﾊﾗ ﾅｵｷ 京都府 Team Ringo Road M
K56S 420 橋本 のこ ﾊｼﾓﾄ ﾉｺ 愛知県 F
K56S 421 竹中 希春 ﾀｹﾅｶ ｷﾊﾙ 京都府 F
K56S 422 内田 凛 ｳﾁﾀﾞ ﾘﾝ 愛知県 美山サイクリングクラブ M
K56S 423 中山 京士朗 ﾅｶﾔﾏ ｷｮｳｼﾛｳ 京都府 M
K56S 424 樋野 流星 ﾋﾉ ﾘｭｳｾｲ 大阪府 Team　Allegro　Vivace M
K56S 425 谷口 隼悟 ﾀﾆｸﾞﾁ ｼｭﾝｺﾞ 兵庫県 M
K56S 426 児玉 誠虎 ｺﾀﾞﾏ ﾏｻﾄﾗ 兵庫県 Lumiere KOBE M
K56S 427 森下 綾乃 ﾓﾘｼﾀ ｱﾔﾉ 三重県 F
K56S 428 北川 零琉 ｷﾀｶﾞﾜ ﾚｲﾙ 京都府 family.k M
K56S 429 自檀地 一 ｼﾞﾀﾞﾝｼﾞ ﾊｼﾞﾒ 奈良県 宇陀サイクルレーシング M
K56S 430 谷川 稀生 ﾀﾆｶﾜ ｷｵ 富山県 富山サイクルスポーツクラブ M
K56S 431 上田 真太郎 ｳｴﾀﾞ ｼﾝﾀﾛｳ 大阪府 プレザント M
K56S 432 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
K56S 433 伊川 竜也 ｲｶﾜ ﾀﾂﾔ 京都府 M
K56S 434 井村 泰地 ｲﾑﾗ ﾀｲﾁ 京都府 M
K56S 435 村上 肇 ﾑﾗｶﾐ ﾊｼﾞﾒ 愛知県 M
K56S 436 阿部 航平 ｱﾍﾞ ｺｳﾍｲ 京都府 M
K56S 437 古川 柊斗 ﾌﾙｶﾜ ｼｭｳﾄ 三重県 M
C5W 438 寺木 なをみ ﾃﾗｷ ﾅｦﾐ 福井県 バルバクラブ 越前 F
C5W 439 室崎 友紀 ﾑﾛｻｷ ﾕｷ 富山県 F
C5W 440 豊岡多恵 ﾄﾖｵｶﾀｴ 福井 バルバクラブフクイ F
C5W 441 藤森 麻衣 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾏｲ 大阪府 F
C5W 442 立原 サンシャイン ﾀﾁﾊﾗ ｻﾝｼｬｲﾝ 奈良県 EURO-WORKS Racing F
C5W 443 石松 麻希 ｲｼﾏﾂ ﾏｷ 石川県 バルバクラブカナザワ F
C5W 444 平木聡深 ﾋﾗｷｻﾄﾐ 福井 バルバクラブフクイ F
C5W 445 多田 莉子 ﾀﾀﾞ ﾘｺ 京都府 F
C5W 446 中山奏 ﾅｶﾔﾏｶﾅ 福井 バルバクラブフクイ F
C5W 447 小林 由佳 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｶ 福井県 バルバクラブ　エチゼン F
C5W 448 籠 菜央 ｶｺﾞ ﾅｵ 福井県 バルバクラブ　エチゼン F
C5W 449 山田 紗由美 ﾔﾏﾀﾞ ｻﾕﾐ 京都府 京都大学 F
C5W 450 保崎 実智子 ﾎｻﾞｷ ﾐﾁｺ 京都府 美山CC F
C5W 451 広野 優璃 ﾋﾛﾉ ﾕｳﾘ 三重県 F
C5H 452 鳥居 英司 ﾄﾘｲ ｴｲｼﾞ 京都府 チーム竹の湯 M
C5H 453 寺木 義晴 ﾃﾗｷ ﾖｼﾊﾙ 福井県 バルバクラブ 越前 M
C5H 454 秦 健次 ﾊﾀ ｹﾝｼﾞ 福井県 バルバクラブ　エチゼン M
C5H 455 加藤 喜丈 ｶﾄｳ ﾖｼﾀｹ 大阪府 Team スクアドラ M
C5H 456 山本 伸介 ﾔﾏﾓﾄｼﾝｽｹ 奈良 Euro-Works M
C5H 457 藤野 日出海 ﾌｼﾞﾉ ﾋﾃﾞﾐ 京都府 美山CC M
C5H 458 山磨 健二 ﾔﾏﾄｷﾞ ｹﾝｼﾞ 大阪府 ＣＹＣＬＥ　ＣＡＴ M
C5H 459 岡本 雅司 ｵｶﾓﾄ ﾏｻｼ 京都府 M
C5H 460 松浦 政彦 ﾏﾂｳﾗ ﾏｻﾋｺ 大阪府 M
C5H 461 佐本 久明 ｻﾓﾄ ﾋｻｱｷ 大阪府 M
C5H 462 古庄 勝 ﾌﾙｼｮｳ ﾏｻﾙ 兵庫県 M
C5H 463 西野 元庸 ﾆｼﾉ ﾓﾄﾉﾌﾞ 奈良県 Rafale M
C5H 464 梶田 茂樹 ｶｼﾞﾀ ｼｹﾞｷ 京都府 大原朝市ＲＣ M
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C5H 465 川上 賢作 ｶﾜｶﾐ ｹﾝｻｸ 京都府 M
C5H 466 水上浩一郎 ﾐｽﾞｶﾐｺｳｲﾁﾛｳ 福井 バルバクラブフクイ M
C5H 467 辻村 大造 ﾂｼﾞﾑﾗ ﾀﾞｲｿﾞｳ 滋賀県 ビワＯＮＥメテオ M
C5H 468 小宅 秀明 ｵﾔｹ ﾋﾃﾞｱｷ 大阪府 M
C5H 469 大橋 一智 ｵｵﾊｼ ｶｽﾞﾄﾓ 大阪府 ＣＹＣＬＥ　ＣＡＴ M
C5H 470 知場 誠 ﾁﾊﾞ ﾏｺﾄ 福井県 バルバクラブ　エチゼン M
C5H 471 濱田 武司 ﾊﾏﾀﾞ ﾀｹｼ 大阪府 チームけろけろ M
C5H 472 戸出 吉孝 ﾄｲﾃﾞ ﾖｼﾀｶ 富山県 バルバクラブタカオカ M
C5H 473 山本 章仁 ﾔﾏﾓﾄ ｱｷﾋﾄ 京都府 Team Hakusei M
C5H 474 服部 義洋 ﾊｯﾄﾘ ﾖｼﾋﾛ 奈良県 EURO-WORKS Racing M
C5H 475 中嶋 剛 ﾅｶｼﾞﾏ ﾂﾖｼ 滋賀県 M
C5H 476 河島 弘明 ｶﾜｼﾏ ﾋﾛｱｷ 大阪府 Poverta Gamba M
C5H 477 多地 直樹 ﾀﾁ ﾅｵｷ 富山県 M
C5H 478 足立 圭哉 ｱﾀﾞﾁ ｹｲﾔ 京都府 Team Hakusei M
C5H 479 三木 裕一 ﾐｷ ﾕｳｲﾁ 富山県 バルバクラブタカオカ M
C5H 480 島田 暁 ｼﾏﾀﾞ ｻﾄｼ 兵庫県 チームけろけろ M
C5H 481 中村 大介 ﾅｶﾑﾗ ﾀﾞｲｽｹ 滋賀県 Phoenix Contact Cycling Team M
C5H 482 乾井 紀英 ｲﾇｲ ﾉﾘﾋﾃﾞ 奈良県 M
C5H 483 橘 辰雄 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾀﾂｵ 富山県 M
C5H 484 山﨑 健 ﾔﾏｻﾞｷ ｹﾝ 滋賀県 M
C5H 485 葛本 晶彦 ｸｽﾞﾓﾄ ｱｷﾋｺ 奈良県 M
C5H 486 小寺 潤一 ｺﾃﾗ ｼﾞｭﾝｲﾁ 京都府 DYデイリー M
C5H 487 平岡 貴彰 ﾋﾗｵｶ ﾀｶｱｷ 奈良県 M
C5H 488 関口 眞宏 ｾｷｸﾞﾁ ﾏｻﾋﾛ 大阪府 Team スクアドラ M
C5H 489 渡邉 聖一郎 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｾｲｲﾁﾛｳ 奈良県 team Hakusei M
C5H 490 山本 貴之 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶﾕｷ 滋賀県 メカテックレーシング M
C5H 491 藤森 雅隆 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾏｻﾀｶ 大阪府 M
C5H 492 野村 一貴 ﾉﾑﾗ ｶｽﾞﾀｶ 大阪府 team スクアドラ M
C5H 493 伊藤 知史 ｲﾄｳ ｻﾄｼ 奈良県 Team HAKUSEI M
C5H 494 橋本 哲 ﾊｼﾓﾄ ｻﾄｼ 滋賀県 i-BILANCIA M
C5H 495 長野 友明 ﾅｶﾞﾉ ﾄﾓｱｷ 大阪府 M
C5H 496 船水 武 ﾌﾅﾐｽﾞ ﾀｹｼ 富山県 バルバクラブタカオカ M
C5H 497 松原 大樹 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾀﾞｲｷ 京都府 M
C5H 498 松本 昭彦 ﾏﾂﾓﾄｱｷﾋｺ 大阪 M
C5H 499 八幡 力 ﾔﾊﾀ ﾂﾄﾑ 京都府 Team Hakusei M
C5H 500 矢尾 和紀 ﾔｵ ｶｽﾞｷ 大阪府 M
C5H 501 細坂 浩嗣 ﾎｿｻｶ ﾋﾛｼ 福井県 バルバクラブエチゼン M
C5H 502 桑島 直弘 ｸﾜｼﾞﾏ ﾅｵﾋﾛ 福井県 バルバクラブ　エチゼン M
C5H 503 西田 洋祐 ﾆｼﾀﾞ ﾖｳｽｹ 大阪府 M
C5H 504 大橋 政之 ｵｵﾊｼ ﾏｻﾕｷ 滋賀県 M
C5H 505 田中 稔 ﾀﾅｶ ﾐﾉﾙ 大阪府 Teamスクアドラ M
C5H 506 岩朝 史朗 ｲﾜｱｻ ｼﾛｳ 大阪府 M
C5H 507 本田 真一 ﾎﾝﾀﾞ ｼﾝｲﾁ 大阪府 CC HOLSA M
C5H 508 池田 一生 ｲｹﾀﾞ ｲｯｾｲ 大阪府 M
C5H 509 久保 光佑 ｸﾎﾞ ｺｳｽｹ 兵庫県 M
C5H 510 石橋 龍 ｲｼﾊﾞｼ ﾘｮｳ 兵庫県 BS Racing M
C5H 511 和田 崇宏 ﾜﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 大阪府 M
C5H 512 林坂 忠温 ﾘﾝｻｶ ﾀﾀﾞﾊﾙ 京都府 M
C5H 513 星野 基 ﾎｼﾉ ﾊｼﾞﾒ 大阪府 M
C5H 514 福岡 清 ﾌｸｵｶ ｷﾖｼ 福井県 バルバクラブ　エチゼン M
C5L 515 奥田 堅二 ｵｸﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 奈良県 EURO-WORKS Racing M
C5L 516 上柳 大樹 ｳｴﾔﾅｷﾞ ﾋﾛｷ 京都府 M
C5L 517 福間 信宏 ﾌｸﾏ ﾉﾌﾞﾋﾛ 大阪府 Rafale M
C5L 518 奥山 敦夫 ｵｸﾔﾏ ｱﾂｵ 滋賀県 創一電工レーシング M
C5L 519 池野 聡一 ｲｹﾉ ｿｳｲﾁ 京都府 創一電工レーシング M
C5L 520 三木 康裕 ﾐｷ ﾔｽﾋﾛ 京都府 M
C5L 521 烏谷 敦 ｶﾗｽﾀﾆ ｱﾂｼ 大阪府 M
C5L 522 清岡 拓巳 ｷﾖｵｶ ﾀｸﾐ 大阪府 M
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C5L 523 三嶋 裕也 ﾐｼﾏ ﾕｳﾔ 京都府 M
C5L 524 齋藤 智仁 ｻｲﾄｳ ﾄﾓﾉﾘ 福井県 バルバクラブ　エチゼン M
C5L 525 小場 健太 ｺﾊﾞ ｹﾝﾀ 富山県 M
C5L 526 北崎 信也 ｷﾀｻﾞｷ ｼﾝﾔ 大阪府 国分サイクルチーム M
C5L 527 稲積 宏亮 ｲﾅﾂﾞﾐ ﾋﾛｱｷ 富山県 バルバクラブタカオカ M
C5L 528 濱中 祐哉 ﾊﾏﾅｶ ﾕｳﾔ 京都府 M
C5L 529 前田貴央 ﾏｴﾀﾞﾀｶｵ 福井 バルバクラブフクイ M
C5L 530 尾山 秋彦 ｵﾔﾏ ｱｷﾋｺ 富山県 バルバクラブタカオカ M
C5L 531 野村 正一郎 ﾉﾑﾗ ｼｮｳｲﾁﾛｳ 京都府 情報センター自転車部 M
C5L 532 樋田 和也 ﾄｲﾀﾞ ｶｽﾞﾔ 三重県 名古屋★連合 自転車部 M
C5L 533 谷川 佳祐 ﾀﾆｶﾞﾜ ｹｲｽｹ 京都府 M
C5L 534 大山 国晃 ｵｵﾔﾏ ｸﾆｱｷ 大阪府 Rafale M
C5L 535 奥 孝広 ｵｸ ﾀｶﾋﾛ 京都府 Team Hakusei M
C5L 536 森下 潮 ﾓﾘｼﾀ ｳｼｵ 京都府 M
C5L 537 加藤渉 ｶﾄｳﾜﾀﾙ 福井 バルバクラブフクイ M
C5L 538 川村 翔人 ｶﾜﾑﾗ ｼｮｳﾄ 福井県 バルバクラブ　エチゼン M
C5L 539 村瀬 大地 ﾑﾗｾ ﾀﾞｲﾁ 大阪府 M
C5L 540 吉岡 優希 ﾖｼｵｶ ﾕｳｷ 京都府 M
C5L 541 越田 翔一 ｺｼﾀﾞ ｼｮｳｲﾁ 富山県 バルバクラブタカオカ M
C5L 542 藤島 弘樹 ﾌｼﾞｼﾏ ｺｳｷ 京都府 M
C5L 543 石川 高史 ｲｼｶﾜ ﾀｶﾌﾐ 大阪府 Elite Test Team M
C5L 544 高橋 莞太 ﾀｶﾊｼ ｶﾝﾀ 大阪府 M
C5L 545 鶴飼 徳宗 ﾂﾙｶﾞｲ ﾉﾘﾑﾈ 大阪府 チーム闇練 M
C5L 546 太田 槇介 ｵｵﾀ ｼﾝｽｹ 大阪府 チームセルカリオ M
C5L 547 米田 大祐 ﾖﾈﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 兵庫県 チームセルカリオ M
C5L 548 橋本 拓磨 ﾊｼﾓﾄ ﾀｸﾏ 大阪府 摂南大学 M
C5L 549 得津 大地 ﾄｸﾂ ﾀﾞｲﾁ 大阪府 M
C5L 550 米田 大輝 ﾖﾈﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 奈良県 M
C5L 551 山本 悠人 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾄ 兵庫県 チームセルカリオ M
C5L 552 中尾 太一 ﾅｶｵ ﾀｲﾁ 大阪府 Harmonies cycle M
C5L 553 杉島 優 ｽｷﾞｼﾏ ﾕｳ 奈良県 M
C5L 554 大久保 佑真 ｵｵｸﾎﾞ ﾕｳﾏ 大阪府 チームセルカリオ M
C5L 555 澤田 滉生 ｻﾜﾀﾞ ｺｳｾｲ 大阪府 M
C5L 556 中野 詠心 ﾅｶﾉ ｴｲｼﾝ 京都府 M
C5L 557 山元 紳太朗 ﾔﾏﾓﾄ ｼﾝﾀﾛｳ 京都府 HEIAN M
C5L 558 金井 和輝 ｶﾅｲ ｶｽﾞｷ 京都府 龍谷大平安 M
C5L 559 小沼 芳暉 ｺﾇﾏ ﾖｼｷ 京都府 平安高校 M
C5L 560 山本 篤弘 ﾔﾏﾓﾄ ｱﾂﾋﾛ 京都府 花園高校 M
C5L 561 岡野 律樹 ｵｶﾉ ﾘﾂｷ 京都府 M
C5L 562 金田 将英 ｶﾈﾀﾞ ｼｮｳｴｲ 京都府 京都府立向陽高等学校 M
C5L 563 伊藤 唯夢 ｲﾄｳ ﾕｲﾑ 京都府 M
C5L 564 田中 大智 ﾀﾅｶ ﾀﾞｲﾁ 京都府 M
C5L 565 小寺 俊介 ｺﾃﾗ ｼｭﾝｽｹ 京都府 DYデイリー M
C5L 566 栢村 翔太 ｶﾔﾑﾗ ｼｮｳﾀ 京都府 HEIAN M
C5L 567 小西 雅也 ｺﾆｼ ﾏｻﾔ 奈良県 Euro-WORKS Racing M
C5L 568 篠原 舜宗 ｼﾉﾊﾗ ﾄｼﾑﾈ 大阪府 Harmonics cycle M
C5L 569 老原 大智 ｵｲﾊﾗ ﾀﾞｲﾁ 滋賀県 M
C5L 570 松島 拓未 ﾏﾂｼﾏ ﾀｸﾐ 兵庫県 プレミア神戸 M
C5L 571 山下 虎ノ亮 ﾔﾏｼﾀ ﾄﾗﾉｽｹ 京都府 白星 M
C5L 572 恵 理九 ﾒｸﾞﾐ ﾘｸ 滋賀県 ペンペン1号 M
C5L 573 小久保 瑠惟 ｺｸﾎﾞ ﾙｲ 愛知県 M
C5L 574 古庄 貴博 ﾌﾙｼｮｳ ﾀｶﾋﾛ 兵庫県 M
C5L 575 山田 賢士朗 ﾔﾏﾀﾞ ｹﾝｼﾛｳ 滋賀県 M
C5L 576 浦 幸太朗 ｳﾗ ｺｳﾀﾛｳ 石川県 バルバクラブカナザワ M
C5L 577 川邉 颯汰 ｶﾜﾍﾞ ｿｳﾀ 大阪府 美山サイクリングクラブ M
C5L 578 白崎 隼平 ｼﾗｻｷｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 福井 バルバクラブエチゼン M
C6W 579 土谷 尚美 ﾂﾁﾔ ﾅｵﾐ 大阪府 ドカン F
C6W 580 金澤 歩美 ｶﾅｻﾞﾜ ｱﾐ 京都府 花園高等学校 F
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C6W 581 奥本 眞裕 ｵｸﾓﾄ ﾏﾕ 三重県 team HAYABUSA F
C6 582 伊丹 圭一 ｲﾀﾐ ｹｲｲﾁ 京都府 M
C6 583 上田 直 ｳｴﾀﾞ ｽﾅｵ 京都府 BUnbun M
C6 584 的羽 透 ﾏﾄﾊﾞ ﾄｵﾙ 奈良県 M
C6 585 樋野 明宏 ﾋﾉ ｱｷﾋﾛ 大阪府 Team　Allegro　Vivace M
C6 586 増田 康次 ﾏｽﾀﾞ ｺｳｼﾞ 大阪府 M
C6 587 勝部 耕也 ｶﾂﾍﾞ ﾔｽﾅﾘ 京都府 M
C6 588 高良 昌史 ﾀｶﾗ ﾏｻｼ 大阪府 M
C6 589 中川 尊雄 ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｶｵ 大阪府 チーム 大雅～す M
C6 590 臼井 大裕 ｳｽｲ ﾋﾛﾔｽ 京都府 ＰＫサイクリングチーム M
C6 591 片山 光祐 ｶﾀﾔﾏ ｺｳｽｹ 大阪府 Team スクアドラ M
C6 592 本田 真一 ﾎﾝﾀﾞ ｼﾝｲﾁ 大阪府 CC HOLSA M
C6 593 上柳 彰男 ｶﾐﾔﾅｷﾞ ｱｷｵ 兵庫県 M
C6 594 馬場 正輝 ﾊﾞﾊﾞ ﾏｻﾃﾙ 兵庫県 チーム伊織 M
C6 595 田中 洋行 ﾀﾅｶ ﾋﾛﾕｷ 奈良県 モニグロード M
C6 596 古田 達 ﾌﾙﾀ ﾄｵﾙ 兵庫県 M
C6 597 冨永 佳佑 ﾄﾐﾅｶﾞ ｹｲｽｹ 大阪府 M
C6 598 下山 輝 ｼﾓﾔﾏ ﾋｶﾙ 大阪府 M
C6 599 樋口 博之 ﾋｸﾞﾁ ﾋﾛﾕｷ 大阪府 M
C6 600 木村 倖大 ｷﾑﾗ ｺｳﾀ 滋賀県 Cycle witches M
C6 601 金田 和樹 ｶﾅﾀ ｶｽﾞｷ 大阪府 M
C6 602 藤田 竜生 ﾌｼﾞﾀ ﾀﾂｷ 大阪府 M
C6 603 原野 湧生 ﾊﾗﾉ ﾕｳｷ 大阪府 M
C6 604 伊藤 雅晃 ｲﾄｳ ﾏｻｱｷ 大阪府 M
C6 605 松原 輝東 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾃﾙﾄｳ 大阪府 M
C6 606 廣田 優輝 ﾋﾛﾀ ﾕｳｷ 大阪府 M
C6 607 門島 祐也 ｶﾄﾞｼﾏ ﾕｳﾔ 京都府 M
C6 608 小森 悠音 ｺﾓﾘ ﾕｳﾄ 奈良県 M
C6 609 奥本 颯輝 ｵｸﾓﾄ ﾘｭｳｷ 三重県 team HAYABUSA M
C6 610 三浦 大空 ﾐｳﾗ ｿﾗ 京都府 M
C6 611 加田 勝彦 ｶﾀﾞｶﾂﾋｺ 京都 けいはんな M
C6 612 熊本 彰廣 ｸﾏﾓﾄｱｷﾋﾛ 京都 kyoto-cf M
K12S 613 横井 源一郎 ﾖｺｲ ｹﾞﾝｲﾁﾛｰ 滋賀県 OCF M
K12S 614 奥井 佳奈子 ｵｸｲ ｶﾅｺ 滋賀県 ライフレーシングクラブ F
K12S 615 八幡 大 ﾔﾊﾀ ﾀﾞｲ 京都府 Team Hakusei M
K12S 616 白井 廉太郎 ｼﾗｲﾚﾝﾀﾛｳ 大阪府 M
K12S 617 新開 泰丸 ｼﾝｶｲ ﾔｽﾏﾙ 大阪府 夙プリBOYS M
K12S 618 竹中 珠央 ﾀｹﾅｶ ﾀﾏｵ 京都府 F
K12S 619 宇埜 遼太郎 ｳﾉ ﾘｮｳﾀﾛｳ 大阪府 M
K12S 620 尾崎 響 ｵｻﾞｷ ﾋﾋﾞｷ 京都府 M
K12S 621 福地 大和 ﾌｸﾁ ﾔﾏﾄ 大阪府 M
K12S 622 瀬戸山 紀介 ｾﾄﾔﾏ ｷｽｹ 三重県 M
K12S 623 白井 陽都 ｼﾗｲﾊﾙﾄ 大阪府 M
K12N 624 畑中 忠宗 ﾊﾀﾅｶﾀﾀﾞﾑﾈ 京都府 M
K12N 625 藤岡 俊介 ﾌｼﾞｵｶ ｼｭﾝｽｹ 奈良県 M
K12N 626 三浦 祐寿 ﾐｳﾗ ﾕｳﾄ 奈良県 M
K12N 627 荒木 洋祐 ｱﾗｷ ﾖｳｽｹ 京都府 M
K12N 628 濱田 慎吾 ﾊﾏﾀﾞ ｼﾝｺﾞ 大阪府 チームけろけろ M
K12N 629 堀井 昴 ﾎﾘｲ ｽﾊﾞﾙ 滋賀県 M
K12N 630 木村 颯之介 ｷﾑﾗ ｿｳﾉｽｹ 兵庫県 seaside M
K12N 631 尾田 なおか ｵﾀﾞ ﾅｵｶ 京都府 F
K12N 632 小堀 陽平 ｺﾎﾘ ﾖｳﾍｲ 奈良県 M
K12N 633 北村 進次郎 ｷﾀﾑﾗ ｼﾝｼﾞﾛｳ 大阪府 Team まんま M
K12N 634 宇田 有悟 ｳﾀﾞ ﾕｳｺﾞ 京都府 M
K12N 635 福山 幹人 ﾌｸﾔﾏ ﾐｷﾄ 滋賀県 M
K34S 636 瀬戸山 萌音 ｾﾄﾔﾏ ﾓﾈ 三重県 F
K34S 637 内田 樂 ｳﾁﾀﾞ ｶﾞｸ 愛知県 美山サイクリングクラブ M
K34S 638 三浦 司 ﾐｳﾗ ﾂｶｻ 京都府 M
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K34S 639 浦 賢太朗 ｳﾗ ｹﾝﾀﾛｳ 石川県 バルバクラブカナザワ M
K34S 640 中平 奏羽 ﾅｶﾋﾗ ｶﾅﾊ 奈良県 F
K34S 641 森下 圭祐 ﾓﾘｼﾀ ｹｲｽｹ 三重県 M
K34S 642 沼平 遥駆 ﾇﾏﾋﾗ ﾊﾙｸ 奈良県 M
K34S 643 西田 光汰 ﾆｼﾀﾞ ｺｳﾀ 奈良県 Bicycle Color M
K34S 644 中尾 涼介 ﾅｶｵ ﾘｮｳｽｹ 兵庫県 フォアライン M
K34S 645 安藤 優作 ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｳｻｸ 兵庫県 RTアプローズ M
K34S 646 小堀 康介 ｺﾎﾘ ｺｳｽｹ 奈良県 M
K34S 647 藤森 葵衣 ﾌｼﾞﾓﾘ ｱｵｲ 大阪府 F
K34S 648 西原 夕華 ﾆｼﾊﾗ ﾕｳｶ 大阪府 トーヨーCT F
K34S 649 川上 凌典 ｶﾜｶﾐ ﾘｮｳｽｹ 京都府 M
K34S 650 高良 彩明 ﾀｶﾗ ｱﾔﾒ 大阪府 F
K34S 651 花岡 駿 ﾊﾅｵｶ ｼｭﾝ 奈良県 M
K34S 652 春木 咲人 ﾊﾙｷ ｻｸﾄ 大阪府 M
K34S 653 広野 達徳 ﾋﾛﾉ ﾀﾂﾉﾘ 三重県 M
K34S 654 佐々木 俊輔 ｻｻｷ ｼｭﾝｽｹ 京都府 M
K34S 655 瀬戸山 萌花 ｾﾄﾔﾏ ﾓｶ 三重県 F
K34S 656 福山 颯希 ﾌｸﾔﾏ ｻｷ 滋賀県 F
K34S 657 新井 友翔 ｱﾗｲ ﾕｳﾄ 京都府 M
K34S 658 沼平 倖歩 ﾇﾏﾋﾗ ﾕｷﾎ 奈良県 F
K34N 659 坂元 颯 ｻｶﾓﾄ ｿｳ 奈良県 M
K34N 660 松岡 律希 ﾏﾂｵｶ ﾘﾂｷ 京都府 M
K34N 661 中野 蒔 ﾅｶﾉ ﾏｸ 京都府 京都サイクルクラブ M
K34N 662 北川 晄蘭 ｷﾀｶﾞﾜ ｱﾗﾝ 京都府 family.k M
K34N 663 足立 剛己 ｱﾀﾞﾁ ﾂﾖｷ 京都府 Team Hakusei M
K34N 664 明橋 二郎 ｱｹﾊｼ ｼﾞﾛｳ 京都府 M
K34N 665 田中 咲登 ﾀﾅｶ ｻｸﾄ 京都府 M
K34N 666 石渡 寛太 ｲｼﾜﾀﾘ ｶﾝﾀ 大阪府 M
K34N 667 上柳 澄真 ｶﾐﾔﾅｷﾞﾄｳﾏ 兵庫県 M
K56N 668 広野 志織 ﾋﾛﾉ ｼｵﾘ 三重県 F
K56N 669 尾田 勇輝 ｵﾀﾞ ﾕｳｷ 京都府 M
K56N 670 佐々木 悠乃 ｻｻｷ ﾕｳﾉ 京都府 ココペリ　スポーツ F
K56N 671 竹澤 慶一 ﾀｹｻﾞﾜｹｲｲﾁ 京都 M
K56N 672 竹澤 友康 ﾀｹｻﾞﾜﾄﾓﾔｽ 京都 M
K56N 673 石渡 太一 ｲｼﾜﾀﾘ ﾀｲﾁ 大阪府 M
C4L 674 小野 正行 ｵﾉﾏｻﾕｷ 滋賀県 M
C2 675 池川 辰哉 ｲｹｶﾞﾜ　ﾀﾂﾔ 大阪 M
C2 676 清家 光生 ｾｲｹ ﾋﾛｷ 大阪 THcrew cycling M
C4L 677 鹿島 紘樹 カシマヒロキ 大阪 THcrew cycling M
C4L 678 西村紀彦 ニシムラノリヒコ 大阪 THcrew cycling M
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