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エリミネーター（シクロクロス） 34 K34 FH37831 堂野前 克典 ﾄﾞｳﾉﾏｴ ｶﾂﾉﾘ M 兵庫県 ボナペティ シクロクロス C1
エリミネーター（シクロクロス） 24 K24 CX82663 島本 誠 ｼﾏﾓﾄ ﾏｺﾄ M 和歌山県 シクロクロス C1
エリミネーター（シクロクロス） 27 K27 CZ82058 高田 晃平 ﾀｶﾀ ｺｳﾍｲ M 愛知県 オカヤマシクロクロス シクロクロス C1
エリミネーター（シクロクロス） 35 K35 FH82393 中西 啓太 ﾅｶﾆｼ ｹｲﾀ M 大阪府 Panasonic シクロクロス C1
エリミネーター（シクロクロス） 29 K29 CZ95313 田平 修三 ﾀﾋﾗ ｼｭｳｿﾞｳ M 京都府 シクロクロス C1
エリミネーター（シクロクロス） 16 K16 CN79596 木田 敏弘 ｷﾀﾞ ﾄｼﾋﾛ M 大阪府 soleil de l'est シクロクロス C2
エリミネーター（シクロクロス） 40 K40 FS38781 藤原 周司 ﾌｼﾞﾜﾗ ｼｭｳｼﾞ M 大阪府 ニャンでやねんっ。 シクロクロス C2
エリミネーター（シクロクロス） 37 K37 FK15396 廣畑 和愛 ﾋﾛﾊﾀ ｶｽﾞﾁｶ M 大阪府 team-RSO シクロクロス C2
エリミネーター（シクロクロス） 50 K50 GF23334 渡辺 恭位 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾔｽﾉﾘ M 京都府 シクロクロス C2
エリミネーター（シクロクロス） 23 K23 CS44123 島川 祐司 ｼﾏｶﾜ ﾕｳｼﾞ M 大阪府 Team闇練mana大杉走輪 シクロクロス C3
エリミネーター（シクロクロス） 39 K39 FS20460 藤原 成人 ﾌｼﾞﾊﾗ ﾅﾙﾄ M 滋賀県 Aoyama Rockets RT シクロクロス C4
エリミネーター（シクロクロス） 42 K42 FS73573 松下 文彦 ﾏﾂｼﾀ ﾌﾐﾋｺ M 兵庫県 シクロクロス C4
エリミネーター（シクロクロス） 43 K43 FT07654 松村 賢 ﾏﾂﾑﾗ ｹﾝ M 滋賀県 kcr(Kiyoshi Cycle Racing) シクロクロス C4
エリミネーター（シクロクロス） 11 K11 CK71997 柿原 和貴 ｶｷﾊﾗ ｶｽﾞｷ M 大阪府 Soleil de L'est シクロクロス C4
エリミネーター（シクロクロス） 28 K28 CZ91284 高野 芳映 ﾀｶﾉ ﾖｼﾃﾙ M 福井県 高野建具店 シクロクロス CM1
エリミネーター（シクロクロス） 5 K5 LH-90765 市埜 吉孝 ｲﾁﾉ ﾖｼﾀｶ M 福井県 高野建具店 シクロクロス CM1
エリミネーター（シクロクロス） 46 K46 KL12611 山口 伸一 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼﾝｲﾁ M 福井県 高野建具店 シクロクロス CM1
エリミネーター（シクロクロス） 22 K22 CS37341 澤井 正和 ｻﾜｲ ﾏｻｶｽﾞ M 兵庫県 シクロクロス CM1
エリミネーター（シクロクロス） 26 K26 CZ37795 曽根 謙一 ｿﾈ ｹﾝｲﾁ M 大阪府 エコサイクル シクロクロス CM2
エリミネーター（シクロクロス） 21 K21 CS18925 坂田 直樹 ｻｶﾀ ﾅｵｷ M 兵庫県 ウオズミサイクル シクロクロス CM3
エリミネーター（シクロクロス） 38 K38 FR89296 藤田 隆久 ﾌｼﾞﾀ ﾀｶﾋｻ M 大阪府 シクロクロス CM3
エリミネーター（シクロクロス） 31 K31 FG38322 塚本 典也 ﾂｶﾓﾄ ﾐﾁﾔ M 兵庫県 ウオズミサイクル シクロクロス CM3
エリミネーター（シクロクロス） 32 K32 FG38408 辻川 正行 ﾂｼﾞｶﾜ ﾏｻﾕｷ M 福井県 高野建具店 シクロクロス 無し
エリミネーター（シクロクロス） 1 K1 CC14795 東 陽子 ｱｽﾞﾏ ﾖｳｺ F 京都府 Team Johnny シクロクロス CL1

エリミネーター（MTB） 25 K25 CZ04998 真銅 申一 ｼﾝﾄﾞｳ ｼﾝｲﾁ M 大阪府 MTB CM2
エリミネーター（MTB） 30 K30 FG23969 田淵 昂 ﾀﾌﾞﾁ ｱｷﾗ M 京都府 京都岩井商会レーシング MTB C1
エリミネーター（MTB） 18 K18 CP45807 久保 一真 ｸﾎﾞ ｶｽﾞﾏ M 滋賀県 team proride MTB CJ
エリミネーター（MTB） 6 K6 CK71510 岩崎 滋文 ｲﾜｻｷｼｹﾞﾌﾐ M 京都府 KYOTO-CF MTB CM3
エリミネーター（MTB） 49 K49 GC75465 若林 信 ﾜｶﾊﾞﾔｼﾏｺﾄ M 大阪府 KYOTO-CF MTB CM2

エリミネーターKIDS 44 K44 FT31406 松山 海司 ﾏﾂﾔﾏ ｶｲｼﾞ M 兵庫県 MTB CK2
エリミネーターKIDS 41 K41 FS72893 藤原 琢磨 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀｸﾏ M 大阪府 ニャンでやねんっ。 シクロクロス CK2
エリミネーターKIDS 36 K36 FH89381 西原 夕華 ﾆｼﾊﾗ ﾕｳｶ F 大阪府 トーヨーCT MTB CK3
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グラベル インターミディ（15周 26 K26 CZ37795 曽根 謙一 ｿﾈ ｹﾝｲﾁ M 大阪府 エコサイクル シクロクロス CM2
グラベル インターミディ（15周 22 K22 CS37341 澤井 正和 ｻﾜｲ ﾏｻｶｽﾞ M 兵庫県 シクロクロス CM1
グラベル インターミディ（15周 16 K16 CN79596 木田 敏弘 ｷﾀﾞ ﾄｼﾋﾛ M 大阪府 soleil de l'est シクロクロス C2
グラベル インターミディ（15周 23 K23 CS44123 島川 祐司 ｼﾏｶﾜ ﾕｳｼﾞ M 大阪府 Team闇練mana大杉走輪 シクロクロス C3
グラベル インターミディ（15周 27 K27 CZ82058 高田 晃平 ﾀｶﾀ ｺｳﾍｲ M 愛知県 オカヤマシクロクロス シクロクロス C1
グラベル インターミディ（15周 11 K11 CK71997 柿原 和貴 ｶｷﾊﾗ ｶｽﾞｷ M 大阪府 Soleil de L'est シクロクロス C4
グラベル インターミディ（15周 17 K17 CN95148 久下 弘樹 ｸｹﾞ ﾋﾛｷ M 兵庫県 エキップ昴 CM1
グラベル インターミディ（15周 47 K47 FX23884 山脇 勇政 ﾔﾏﾜｷ ﾀｹﾏｻ M 大阪府 チームてるぞう CM2
グラベル インターミディ（15周 10 K10 CK71786 尾前 靖 ｵﾏｴ ﾔｽｼ M 兵庫県 USM CM3
グラベル インターミディ（15周 7 K7 CK71566 梅澤 楽音 ｳﾒｻﾞﾜ ｶﾞｸﾄ M 京都府 C4

グラベル ウーマン（10周） 36 K36 FH89381 西原 夕華 ﾆｼﾊﾗ ﾕｳｶ F 大阪府 トーヨーCT MTB CK3
グラベル ウーマン（10周） 1 K1 CC14795 東 陽子 ｱｽﾞﾏ ﾖｳｺ F 京都府 Team Johnny シクロクロス CL1
グラベル ウーマン（10周） 47 K47 FX23884 山脇 輝枝 ﾔﾏﾜｷ ﾃﾙｴ F 大阪府 チームてるぞう CL2
グラベル ウーマン（10周） 45 K45 FW79240 森本 保乃花 ﾓﾘﾓﾄ ﾎﾉｶ F 大阪府 無し
グラベル ウーマン（10周） 13 K13 CL43637 上出 貴子 ｶﾐﾃﾞﾀｶｺ F 大阪府 ベッキーシクロクロス CL2

グラベル エキスパート（20周 30 K30 FG23969 田淵 昂 ﾀﾌﾞﾁ ｱｷﾗ M 京都府 京都岩井商会レーシング MTB C1
グラベル エキスパート（20周 34 K34 FH37831 堂野前 克典 ﾄﾞｳﾉﾏｴ ｶﾂﾉﾘ M 兵庫県 ボナペティ シクロクロス C1
グラベル エキスパート（20周 24 K24 CX82663 島本 誠 ｼﾏﾓﾄ ﾏｺﾄ M 和歌山県 シクロクロス C1
グラベル エキスパート（20周 40 K40 FS38781 藤原 周司 ﾌｼﾞﾜﾗ ｼｭｳｼﾞ M 大阪府 ニャンでやねんっ。 シクロクロス C2
グラベル エキスパート（20周 37 K37 FK15396 廣畑 和愛 ﾋﾛﾊﾀ ｶｽﾞﾁｶ M 大阪府 team-RSO シクロクロス C2
グラベル エキスパート（20周 35 K35 FH82393 中西 啓太 ﾅｶﾆｼ ｹｲﾀ M 大阪府 Panasonic シクロクロス C1
グラベル エキスパート（20周 50 K50 GF23334 渡辺 恭位 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾔｽﾉﾘ M 京都府 シクロクロス C2
グラベル エキスパート（20周 12 K12 CK78464 梶田 晋 ｶｼﾞﾀ ｽｽﾑ M 奈良県 Club La.sista Offroad Team C1
グラベル エキスパート（20周 29 K29 CZ95313 田平 修三 ﾀﾋﾗ ｼｭｳｿﾞｳ M 京都府 C1
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グラベル オープン（10周） 25 K25 CZ04998 真銅 申一 ｼﾝﾄﾞｳ ｼﾝｲﾁ M 大阪府 MTB CM2
グラベル オープン（10周） 42 K42 FS73573 松下 文彦 ﾏﾂｼﾀ ﾌﾐﾋｺ M 兵庫県 シクロクロス C4
グラベル オープン（10周） 38 K38 FR89296 藤田 隆久 ﾌｼﾞﾀ ﾀｶﾋｻ M 大阪府 シクロクロス CM3
グラベル オープン（10周） 32 K32 FG38408 辻川 正行 ﾂｼﾞｶﾜ ﾏｻﾕｷ M 福井県 高野建具店 シクロクロス 無し
グラベル オープン（10周） 33 K33 FG61005 寺門 徹 ﾃﾗｶﾄﾞ ﾄｵﾙ M 大阪府 無し
グラベル オープン（10周） 3 K3 CC38932 安藤 悟 ｱﾝﾄﾞｳ ｻﾄﾙ M 兵庫県 RTアプローズ CM3
グラベル オープン（10周） 2 K2 CC21582 安部 真司 ｱﾍﾞ ｼﾝｼﾞ M 大阪府 ラビットストリート江坂 無し
グラベル オープン（10周） 19 K19 CR36648 久保 喜昭 ｸﾎﾞ ﾖｼｱｷ M 滋賀県 無し
グラベル オープン（10周） 9 K9 CK71709 乙川 亮 ｵﾄｶﾞﾜ ﾘｮｳ M 滋賀県 無し
グラベル オープン（10周） 14 K14 CL52032 苅田 誠 ｶﾘﾀ ﾏｺﾄ M 京都府 C4
グラベル オープン（10周） 15 K15 CL84325 川村 要 ｶﾜﾑﾗ ﾖｳ M 滋賀県 C4
グラベル オープン（10周） 20 K20 CR59613 熊本 彰廣 ｸﾏﾓﾄｱｷﾋﾛ M 京都府 kyoto-cf シクロクロス CM3
グラベル オープン（10周） 18 K18 CP45807 久保 一真 ｸﾎﾞ ｶｽﾞﾏ M 滋賀県 team proride MTB CJ

グラベル マスター（15周） 28 K28 CZ91284 高野 芳映 ﾀｶﾉ ﾖｼﾃﾙ M 福井県 高野建具店 シクロクロス CM1
グラベル マスター（15周） 5 K5 LH-90765 市埜 吉孝 ｲﾁﾉ ﾖｼﾀｶ M 福井県 高野建具店 シクロクロス CM1
グラベル マスター（15周） 46 K46 KL12611 山口 伸一 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼﾝｲﾁ M 福井県 高野建具店 シクロクロス CM1
グラベル マスター（15周） 21 K21 CS18925 坂田 直樹 ｻｶﾀ ﾅｵｷ M 兵庫県 ウオズミサイクル シクロクロス CM3
グラベル マスター（15周） 31 K31 FG38322 塚本 典也 ﾂｶﾓﾄ ﾐﾁﾔ M 兵庫県 ウオズミサイクル シクロクロス CM3
グラベル マスター（15周） 48 K48 FZ08280 吉田 明 ﾖｼﾀﾞ ｱｷﾗ M 兵庫県 ウオズミサイクルレーシング CM3

グラベル キッズ（5周） 44 K44 FT31406 松山 海司 ﾏﾂﾔﾏ ｶｲｼﾞ M 兵庫県 MTB CK2
グラベル キッズ（5周） 41 K41 FS72893 藤原 琢磨 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀｸﾏ M 大阪府 ニャンでやねんっ。 シクロクロス CK2
グラベル キッズ（5周） 4 K250 SK98595 安藤 優作 ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｳｻｸ M 兵庫県 RTアプローズ CK3
グラベル キッズ（5周） 8 K8 CK71577 乙川 煌大 ｵﾄｶﾞﾜ ｺｳﾀﾞｲ M 滋賀県 無し


