
2019G randfond_Kyoto entry

body_No nam e nam ef sex area 所属チーム・学校名
1 相澤 良太 アイザワ リョウタ M 滋賀県
2 青木 昌文 アオキ マサフミ M 兵庫県 伊丹NCC
3 青木 善郎 アオキ ヨシオ M 大阪府 TPA P
4 青山 雅幸 アオヤマ マサユキ M 兵庫県
5 穐田 博之 アキタヒロシ M 大阪府
6 麻田 潤 アサダジュン M 京都府
7 浅田 雅彦 アサダマサヒコ M 大阪府
8 浅沼 満利 アサヌマ ミツトシ M 京都府
9 浅和 純一 アサワ ジュンイチ M 京都府

10 芦田 昌則 アシダ マサノリ M 京都府 JB
11 蘆田 恭卓 アシダ ヤスツナ M 兵庫県 team W A VE
12 足立 惠美 アダチエミ F 京都府
13 安達 充紘 アダチミツヒロ M 兵庫県 Team A t Sky
14 abellar virgilio アベラビリギリオ M 兵庫県 IM A GO Cycling Club
15 A bellar CarlM iko アベラー カル M 兵庫県 IM A GO Cycling Club
16 荒井 誠一 アライセイイチ M 福井県
17 荒木 透真 アラキ トウマ M 兵庫県 ＠ＷＡＶＥ
18 有本 皓一 アリモトコウイチ M 京都府
19 安藤 美貴 アンドウ ミキ F 岐阜県
20 安藤 惠範 アンドウヨシノリ M 京都府 まつゆきチャリダー
21 安藤 隆太 アンドウ リュウタ M 京都府
22 井岡 孝年 イオカ タカトシ M 兵庫県
23 池田 考輝 イケダコウキ M 兵庫県 Team A t Sky
24 池田 慎治 イケダシンジ M 奈良県
25 池田 佳剛 イケダヨシタカ M 大阪府 アダルトサイクラー
26 池堂 賢一 イケドウケンイチ M 大阪府
27 池村 純子 イケムラ ジュンコ F 石川県
28 石川 佐知子 イシカワ サチコ F 兵庫県
29 石川 聡 イシカワサトシ M 京都府
30 石川 雅大 イシカワ マサヒロ M 兵庫県
31 石田 篤志 イシダ トクシ M 大阪府
32 石本 正治 イシモトマサハル M 大阪府
33 石本 みゆき イシモトミユキ F 大阪府
34 礒野 学 イソノ マナブ M 兵庫県 cycling team いちもくさん
35 磯邊 憲司 イソベ ケンジ M 奈良県
36 井田 則人 イダノリト M 大阪府
37 井田 実 イダミノル M 岐阜県
38 市埜 雄己 イチノ ユウキ M 福井県 高野建具店
39 市埜 吉孝 イチノ ヨシタカ M 福井県 高野建具店
40 一宮 祐輔 イチミヤ ユウスケ M 兵庫県 @ w ave
41 伊藤 忍 イトウ シノブ M 福井県 Team 203
42 伊藤 孝 イトウ タカシ M 大阪府 がに股倶楽部
43 伊藤 正孝 イトウ マサタカ M 大阪府 TRA P
44 糸本 守 イトモトマモル M 大阪府 伊丹NCC
45 稲葉 真 イナバ マコト M 兵庫県
46 稲端 武 イナハタ タケシ M 大阪府 Artigiani
47 井上 和伸 イノウエ カズノブ M 京都府
48 井上 仁 イノウエ ジン M 京都府
49 井上 直樹 イノウエ ナオキ M 京都府 丹後酔夢遊輪
50 井上 美幸 イノウエミユキ F 京都府
51 井上 義昭 イノウエヨシアキ M 大阪府
52 井上 嘉将 イノウエ ヨシマサ M 三重県
53 今井 雅弘 イマイ マサヒロ M 愛知県
54 今井 意晴 イマイムネハル M 大阪府
55 入江 和大 イリエカズヒロ M 京都府 堀場製作所自転車倶楽部
56 入江 真揚 イリエマサアキ M 兵庫県
57 岩崎 重之 イワサキ シゲユキ M 大阪府 マクセル
58 岩崎 匡 イワサキ タダシ M 京都府
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59 岩田 裕之 イワタヒロユキ M 大阪府
60 岩本 大成 イワモトダイセイ M 京都府 Team Skyra
61 岩本 昌志 イワモトマサシ M 京都府 csy
62 上坂 勇人 ウエサカ ハヤト M 福井県
63 上崎 英哉 ウエサキ ヒデヤ M 京都府
64 上田 順子 ウエダジュンコ F 大阪府
65 上山 直樹 ウエヤマナオキ M 京都府 Team HONDE
66 内田 和男 ウチダ カズオ M 兵庫県
67 内田 覚 ウチダサトル M 三重県
68 有働 保 ウドウタモツ M 京都府
69 畝田 良一 ウネダ リョウイチ M 大阪府 自転車百哩走大王
70 祖母井 正樹 ウバガイ マサキ M 滋賀県
71 梅垣 守 ウメガキ マモル M 京都府 stoked
72 浦川 正廣 ウラカワ マサヒロ M 京都府 チーム石島
73 大井 憲太郎 オオイ ケンタロウ M 滋賀県 FUKA DAまじりんぐ
74 大石 剣太 オオイシ ケンタ M 京都府
75 大石 豊 オオイシ ユタカ M 京都府
76 大岩 延代 オオイワ ノブヨ F 福井県
77 大江 佳史 オオエヨシフミ M 三重県 TEA M がぶりんちょ
78 大方 信男 オオカタ ノブオ M 大阪府 チームLIKER
79 大川 陽一 オオカワ ヨウイチ M 京都府
80 大木 瑞季 オオキ ミズキ F 兵庫県
81 大久保 俊幸 オオクボトシユキ M 大阪府
82 大久保 之博 オオクボ ユキヒロ M 京都府
83 大熊 正明 オオクマ マサアキ M 京都府 チームジャムシニア
84 大槻 彰 オオツキ アキラ M 京都府 FBU
85 大西 敦子 オオニシ アツコ F 滋賀県 チームBonBon
86 大西 秀威 オオニシヒデタケ M 兵庫県
87 大西 祐太 オオニシユウタ M 京都府
88 大野 純弥 オオノ ジュンヤ M 京都府
89 大野 良朋 オオノ ヨシトモ M 兵庫県
90 大橋 好夫 オオハシヨシオ M 大阪府
91 大橋 義弘 オオハシヨシヒロ M 京都府
92 大町 辰也 オオマチ タツヤ M 兵庫県 伊丹NCC
93 近江矢 健志 オオミヤ タケシ M 大阪府
94 大宅 悟朗 オオヤケゴロウ M 兵庫県
95 大宅 幸代 オオヤケユキヨ F 兵庫県
96 岡 孝征 オカタカユキ M 京都府
97 岡田 一郎 オカダイチロウ M 滋賀県
98 岡田 克彦 オカダ カツヒコ M 兵庫県
99 緒方 香奈子 オガタカナコ F 岐阜県

100 岡田 貴嗣 オカダタカシ M 滋賀県
101 岡田 理樹 オカダ ヨシキ M 京都府
102 岡本 昌彦 オカモトマサヒコ M 兵庫県
103 岡本 幸紀男 オカモトユキオ M 京都府
104 岡本 陽介 オカモトヨウスケ M 滋賀県 Biw akoCycling
105 荻野 健介 オギノ ケンスケ M 兵庫県 @ w ave
106 オギノコウイチロウ オギノコウイチロウ M 兵庫県
107 荻野 知 オギノサトル M 京都府
108 奥田 裕介 オクダ ユウスケ M 大阪府
109 奥村 哲史 オクムラ サトシ M 石川県 トンデモクラブ金沢 & のむラボ
110 奥村 泰典 オクムラ ヤスノリ M 滋賀県
111 小原 英夫 オハラ ヒデオ M 大阪府 堀越会
112 温 漢彬 オンカンヒン M 大阪府
113 貝田 耕一 カイダコウイチ M 京都府 アルフレッサファーマ(株)
114 香川 勤 カガワツトム M 京都府
115 加川 雅彦 カガワマサヒコ M 奈良県 モフモフサイクリングクラブ
116 垣内 忠仁 カキウチタダヒト M 兵庫県
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117 鹿子嶋 健一 カゴシマ ケンイチ M 大阪府
118 加崎 純一 カサキ ジュンイチ M 鳥取県
119 片岡 直己 カタオカ ナオキ M 大阪府
120 片岡 道雄 カタオカミチオ M 滋賀県
121 樫 保美 カタギヤスミ M 京都府 竹田チャリダー部 カーターサイクリングクラブ
122 片山 秀昭 カタヤマ ヒデアキ M 大阪府 双輪会
123 片山 義敬 カタヤマ ヨシタカ M 京都府 チームK
124 桂 稔 カツラミノル M 京都府
125 加藤 幾夫 カトウ イクオ M 京都府 FBU
126 加藤 修造 カトウシュウゾウ M 大阪府 ポレポレチャリ部
127 加藤 比呂志 カトウヒロシ M 滋賀県 SCHOTT Japan
128 加藤 正樹 カトウマサキ M 京都府
129 加藤 行夫 カトウユキオ M 大阪府 Team HONDE
130 加藤 慶宣 カトウヨシノブ M 京都府
131 金本 公一 カネモトコウイチ M 大阪府
132 甲楽城 康夫 カラキ ヤスオ M 京都府 チームかめ
133 苅田 裕之 カリタ ヒロユキ M 大阪府 Team Skyra
134 河合 としはる カワイ トシハル M 福井県
135 川上 勲 カワカミイサオ M 大阪府
136 川上 善孝 カワカミヨシタカ M 京都府
137 川阪 健太郎 カワサカケンタロウ M 奈良県
138 河原 智 カワハラサトル M 滋賀県
139 川村 篤史 カワムラ アツシ M 三重県
140 河村 隆夫 カワムラ タカオ M 大阪府 変態紳士連盟
141 川村 博昭 カワムラヒロアキ M 滋賀県
142 川本 治彦 カワモトハルヒコ M 兵庫県
143 神田 真伍 カンダシンゴ M 大阪府
144 神田 靖士 カンダセイジ M 大阪府
145 神田 よしみ カンダヨシミ F 兵庫県
146 上林 亮司 カンバヤシリョウジ M 京都府
147 岸 友里 キシユリ F 滋賀県
148 岸田 和久 キシダカズヒサ M 兵庫県
149 喜捨 真和子 キステ ミワコ F 京都府
150 北 貢 キタミツグ M 京都府 Clab La sista
151 北野 真稚子 キタノ マチコ F 石川県 デュポンタン
152 北村 健二 キタムラケンジ M 大阪府
153 北村 昂大 キタムラタカヒロ M 滋賀県
154 佐藤 圭 サトウケイ M 京都府 JBサイクリング
155 木藤田 恒夫 キトダツネオ M 京都府
156 木下 強 キノシタ ツヨシ M 滋賀県
157 木村 聡 キムラ サトシ M 大阪府
158 清 孝太郎 キヨシ コウタロウ M 京都府 ちーむカメ
159 桐村 聡司 キリムラサトシ M 滋賀県
160 桐村 真由美 キリムラマユミ F 京都府
161 楠 和憲 クスノキ カツノリ M 奈良県
162 楠山 貴広 クスヤマタカヒロ M 大阪府 ねぎっ子ジャージ倶楽部
163 久原 雅史 クハラマサフミ M 福井県
164 久原 靖子 クハラヤスコ F 福井県
165 久保 累 クボルイ M 京都府 堀場製作所自転車倶楽部
166 熊谷 寿毅哉 クマガイジュキヤ M 滋賀県
167 熊谷 浩之 クマガイ ヒロユキ M 大阪府 ギャン
168 倉田 高徳 クラタ タカノリ M 大阪府
169 栗林 直樹 クリバヤシナオキ M 兵庫県
170 暮部 昌洋 クレベ マサヒロ M 京都府
171 呉山 友崇 クレヤマ トモタカ M 滋賀県 GSバンビーノ
172 黒木 勉 クロキ ツトム M 兵庫県
173 桑原 美明 クワバラヨシアキ M 兵庫県
174 幸谷 昌紀 コウタニマサノリ M 京都府
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175 古賀 元基 コガ モトキ M 兵庫県
176 小阪 則彦 コサカ ノリヒコ M 兵庫県
177 小阪 琉碧 コサカ リュウセイ M 兵庫県
178 小塩 健司 コシオ ケンジ M 大阪府 trap
179 越川 友幸 コシカワトモユキ M 京都府
180 小島 庄太郎 コジマ ショウタロウ M 京都府
181 小銭 賢 コゼニ サトシ M 兵庫県
182 小寺 直樹 コテラ ナオキ M 京都府
183 後藤 暁子 ゴトウ アキコ F 京都府
184 後藤 卓也 ゴトウ タクヤ M 大阪府
185 小西 彰 コニシ アキラ M 京都府 CSY
186 小林 弘明 コバヤシ ヒロアキ M 兵庫県 @ W A VE
187 小林 正明 コバヤシマサアキ M 京都府
188 小林 眞由美 コバヤシ マユミ F 京都府
189 小林 善樹 コバヤシヨシキ M 京都府
190 小林 良二 コバヤシ リョウジ M 滋賀県
191 駒形 映理佳 コマガタ エリカ F 京都府
192 駒形 知彦 コマガタ トモヒコ M 京都府
193 小南 智哉 コミナミトモヤ M 兵庫県
194 菰田 真由美 コモダマユミ F 大阪府 アダルトサイクラー
195 小山 佳巳 コヤマヨシミ F 京都府
196 小山 亮子 コヤマ リョウコ F 兵庫県
197 近藤 彰男 コンドウアキオ M 奈良県 LAPIERRE
198 近藤 大典 コンドウダイスケ M 大阪府 RUN W ITH THE W IND
199 近藤 和佳 コンドウ ワカ F 福井県
200 紺屋 仁志 コンヤ ヒトシ M 大阪府 ACTON!
201 サイキ モトシゲ サイキ モトシゲ M 兵庫県 大路自転車
202 齊藤 智行 サイトウトモユキ M 兵庫県 Team at sky
203 斉藤 裕 サイトウ ユタカ M 三重県
204 酒井 崇 サカイタカシ M 大阪府
205 酒井 延行 サカイ ノブユキ M 京都府 チームBonBon
206 阪口 雅嗣 サカグチマサツグ M 奈良県
207 坂本 幸信 サカモトユキノブ M 京都府
208 笹川 雄輔 ササガワ ユウスケ M 石川県 ONB
209 佐々木 和実 ササキ カズミ M 福井県 team 203
210 佐々木 崇 ササキ タカシ M 福井県 たけだ友の会
211 佐々木 隆 ササキ タカシ M 滋賀県 IGICX
212 佐々木 徹男 ササキ テツオ M 滋賀県
213 濱田 暁聖 ハマダアキト M 京都府
214 佐藤 一則 サトウ カズノリ M 兵庫県 チームもりさいくる
215 佐藤 耕平 サトウコウヘイ M 京都府
216 佐藤 正豪 サトウ ショウゴ M 大阪府 LIKER
217 佐野 雅一 サノ マサカズ M 京都府
218 澤田 拓也 サワダ タクヤ M 京都府
219 澤野 明子 サワノ アキコ F 兵庫県
220 澤野 市郎 サワノ イチロウ M 兵庫県 BIG M OUNTA IN
221 山東 寛司 サントウカンジ M 大阪府
222 山東 久泰 サントウヒサヤス M 大阪府
223 塩崎 昌義 シオザキ マサヨシ M 大阪府 ポレポレチャリ部
224 塩田 憲康 シオダ ノリヤス M 福井県
225 塩塚 誠 シオツカ マコト M 大阪府 いちもくさん
226 塩見 貴秀 シオミ タカヒデ M 京都府
227 塩見 康幸 シオミ ヤスユキ M 京都府
228 志賀 大記 シガヒロキ M 京都府
229 四方 章仁 シカタアキヒト M 京都府
230 四方 秀実 シカタヒデミ M 京都府 伝説の町
231 四方 豊 シカタ ユタカ M 京都府
232 茂木 豊 シゲキ ユタカ M 奈良県
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233 滋野 知明 シゲノトモアキ M 大阪府
234 柴戸 賢一 シバコケンイチ M 大阪府
235 柴田 直 シバタ ナオシ M 京都府 チームK
236 芝谷 晃 シバタニ アキラ M 兵庫県
237 芝谷 好美 シバタニ ヨシミ F 兵庫県
238 嶋崎 洋史 シマザキ ヒロシ M 大阪府
239 島田 幸洋 シマダユキヒロ M 大阪府 NSC-CT
240 清水 尚志 シミズ ヒサシ M 大阪府 いちもくさん
241 下川 優子 シモカワ ユウコ F 大阪府
242 上甲 宏 ジョウコウ ヒロシ M 大阪府 TRA P
243 白尾 高 シラオ タカシ M 滋賀県 堀場製作所自転車倶楽部
244 白谷 和雄 シラタニ カズオ M 兵庫県 Team HONDE
245 尻田 春樹 シリデン ハルキ M 石川県
246 秦 秀彦 シンヒデヒコ M 大阪府 ずんだ餅
247 杉浦 教之 スギウラ ミチユキ M 大阪府
248 杉崎 雅俊 スギサキ マサトシ M 京都府 CSヤマダ
249 杉中 淳 スギナカアツシ M 埼玉県
250 杉本 俊博 スギモトトシヒロ M 大阪府 くう ねる はしる
251 杉本 泰仁 スギモトヤスヒト M 京都府
252 鈴木 卓寧 スズキ タクヤス M 京都府
253 鈴木 珠美 スズキ タマミ F 京都府
254 鈴木 信幸 スズキ ノブユキ M 愛知県
255 鈴木 芳明 スズキ ヨシアキ M 京都府
256 清川 大助 セガワ ダイスケ M 石川県 パワーキック
257 関口 幸夫 セキグチユキオ M 兵庫県
258 瀬能 路都 セノウミチト M 京都府
259 芹口 貴美子 セリグチキミコ F 京都府
260 芹口 優作 セリグチユウサク M 京都府
261 大道 健一 ダイドウ ケンイチ M 大阪府
262 臺野 一郎 ダイノ イチロウ M 京都府
263 高崎 研二 タカサキ ケンジ M 三重県
264 高田 和幸 タカダ カズユキ M 大阪府
265 高田 里美 タカダ サトミ F 福井県
266 高田 誠路 タカタ セイジ M 京都府 BLUE DRA GON
267 高田 衛 タカダ マモル M 京都府 チームジャムシニア
268 高橋 一成 タカハシ イッセイ M 京都府
269 高橋 大介 タカハシ ダイスケ M 大阪府 TRA P
270 高橋 直樹 タカハシナオキ M 京都府 サイクリング☆スター
271 高橋 宏 タカハシ ヒロシ M 京都府 PRT KOSEKI
272 高橋 雅明 タカハシマサアキ M 京都府
273 鷹見 長敏 タカミ ナガトシ M 愛知県
274 高見 諭宇 タカミユウ M 京都府 アダルトサイクラー
275 高森 恒一 タカモリコウイチ M 富山県
276 高柳 泰 タカヤナギ ヒロシ M 大阪府
277 高山 伸好 タカヤマノブヨシ M 京都府 ロカカカ
278 滝 晋一郎 タキ シンイチロウ M 大阪府
279 滝花 智志 タキハナ サトシ M 京都府
280 田口 慎一郎 タグチシンイチロウ M 兵庫県 TEA M +Fun
281 竹原 正典 タケハラマサノリ M 兵庫県
282 竹本 昌史 タケモトマサシ M 奈良県
283 立川 博啓 タチカワ ヒロアキ M 奈良県
284 立石 光臣 タテイシテルオミ M 兵庫県
285 田中 英治 タナカ エイジ M 石川県
286 田中 繁雄 タナカシゲオ M 京都府 ACTON!
287 田中 秀和 タナカヒデカズ M 大阪府
288 田中 弘実 タナカ ヒロミ M 大阪府 LIKER
289 田中 良典 タナカ ヨシノリ M 大阪府 Team HONDE
290 田中 隆介 タナカリュウスケ M 大阪府
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291 田邉 真一 タナベ シンイチ M 京都府
292 田辺 真一 タナベ シンイチ M 福井県
293 田邊 光志 タナベ ミツシ M 兵庫県 ＠ＷＡＶＥ
294 谷口 厚志 タニグチ アツシ M 兵庫県 @ w ave
295 谷口 和嗣 タニグチ カズシ M 愛知県
296 谷口 宝博 タニグチタカヒロ M 兵庫県
297 谷口 雅人 タニグチ マサト M 京都府
298 谷野 弘和 タニノ ヒロカズ M 京都府
299 田畑 正太 タバタショウタ M 京都府
300 田原 勝巳 タハラ カツミ M 兵庫県 Team A t sky
301 反田 淳三 タンダジュンゾウ M 愛知県
302 近久 孝司 チカヒサ タカシ M 滋賀県 GSバンビーノ
303 塚田 均 ツカダ ヒトシ M 大阪府
304 佃 裕次 ツクダ ユウジ M 大阪府
305 辻浦 正志 ツジウラマサシ M 京都府
306 辻田 嘉次 ツジタヨシツグ M 滋賀県
307 津田 昭裕 ツダアキヒロ M 高知県
308 津田 徹 ツダトオル M 兵庫県 CTC大阪自転車部
309 駒澤 江利子 コマサワエリコ M 福井県 GEBA GEBA
310 常川 直基 ツネカワ ナオキ M 京都府
311 鶴屋 孝 ツルヤ タカシ M 岡山県
312 出野 芳弘 デノヨシヒロ M 大阪府 無所属
313 寺田 公司 テラダキミジ M 京都府 フリー
314 土居 時芽 ドイ ソウシ M 大阪府
315 土居 充佐子 ドイ ミサコ F 大阪府
316 遠山 剛 トオヤマ タケシ M 大阪府
317 徳丸 由紀夫 トクマル ユキオ M 京都府
318 徳本 正 トクモトタダシ M 兵庫県 JBチャリダー
319 徳山 義之 トクヤマ ヨシユキ M 京都府
320 冨田 圭介 トミタ ケイスケ M 京都府 チーム翁
321 富田 正和 トミタマサカズ M 京都府
322 冨塚 大輔 トミヅカダイスケ M 滋賀県
323 豊田 悦詩 トヨダ エツシ M 京都府 エスカルゴルージュ
324 鳥山 貴史 トリヤマタカシ M 大阪府 アダルトサイクラー
325 内藤 一茂 ナイトウカズシゲ M 京都府 舞歯連
326 内藤 一真 ナイトウカズマ M 京都府 Dentistars
327 内藤 昌幸 ナイトウ マサユキ M 滋賀県
328 永井 剛 ナガイツヨシ M 大阪府
329 中井 敏克 ナカイ トシカツ M 京都府
330 仲江 和晃 ナカエ カズアキ M 京都府 サイクリング☆スター
331 中尾 朋之 ナカオ トモユキ M 京都府
332 中川 大輔 ナカガワ ダイスケ M 大阪府
333 中川 道弘 ナカガワミチヒロ M 京都府
334 中澤 匡志 ナカザワ マサシ M 京都府
335 中嶋 茂樹 ナカシマ シゲキ M 石川県 TONDEM O CLUB
336 永島 滋彦 ナガシマシゲヒコ M 京都府
337 中嶋 純一 ナカシマジュンイチ M 石川県
338 中島 剛 ナカジマ タケシ M 京都府 竹田チャリダー部
339 中嶋 洋輔 ナカジマヨウスケ M 京都府
340 中田 学 ナカタ マナブ M 兵庫県
341 中田 康城 ナカタ ヤスキ M 大阪府
342 永田 亮二 ナガタ リョウジ M 滋賀県 チームK
343 中原 毅 ナカハラ タケシ M 京都府 マクセル双輪会
344 中村 聡志 ナカムラ サトシ M 京都府
345 中村 誠次 ナカムラ セイジ M 大阪府 サイクリングスター
346 中矢 昌貴 ナカヤ マサキ M 大阪府 Team空気
347 夏目 道生 ナツメ ミチオ M 兵庫県 リブロング神戸
348 成田 智哉 ナリタトモヤ M 京都府
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349 西 義裕 ニシ ヨシヒロ M 福井県
350 西尾 秀樹 ニシオ ヒデキ M 兵庫県
351 西尾 将志 ニシオ マサシ M 愛知県
352 西雄 康博 ニシオ ヤスヒロ M 滋賀県
353 西川 和也 ニシカワカズヤ M 京都府
354 西川 徹 ニシカワトオル M 京都府 堀場製作所自転車倶楽部
355 西阪 充 ニシサカミツル M 大阪府
356 西澤 竜夫 ニシザワ タツオ M 兵庫県
357 西出 賢一 ニシデケンイチ M 大阪府
358 西野 寿夫 ニシノ ヒサオ M 京都府 おきなサイクルクラブ
359 西村 大世 ニシムラタイセイ M 鳥取県
360 西村 博 ニシムラヒロシ M 愛知県 ダルマ
361 西山 かよみ ニシヤマ カヨミ F 京都府
362 二本松 昭宏 ニホンマツアキヒロ M 京都府
363 温水 徳彦 ヌクミズ ノリヒコ M 京都府
364 野路 修平 ノジシュウヘイ M 富山県
365 野田 富生 ノダトミオ M 京都府
366 野村 和広 ノムラ カズヒロ M 京都府 サイクリング☆スター
367 野村 正一郎 ノムラショウイチロウ M 京都府 テイク‐ワン自転車部
368 橋本 和彦 ハシモトカズヒコ M 奈良県
369 橋本 順子 ハシモトジユンコ F 大阪府
370 橋本 昌弘 ハシモトマサヒロ M 大阪府
371 秦 健司 ハタ ケンジ M 京都府
372 波田 慎太郎 ハダシンタロウ M 京都府
373 羽田 豊 ハダユタカ M 兵庫県
374 服部 篤史 ハットリアツシ M 京都府
375 馬場 俊郎 ババ トシロウ M 京都府
376 濱上 輝彦 ハマガミテルヒコ M 京都府
377 浜口 義一 ハマグチヨシカズ M 大阪府
378 濱崎 孝弘 ハマザキ タカヒロ M 大阪府
379 濱田 昭一 ハマダ ショウイチ M 京都府 カーターサイクリングクラブ
380 林 茂 ハヤシシゲル M 京都府
381 林 正直 ハヤシ マサナオ M 京都府
382 林 裕美子 ハヤシ ユミコ F 福井県
383 原 高広 ハラタカヒロ M 大阪府
384 東谷 宏明 ヒガシタニヒロアキ M 京都府
385 東山 明彦 ヒガシヤマアキヒコ M 宮城県 ADVA NCE仙台
386 樋口 武久 ヒグチ タケヒサ M 愛知県
387 樋口 貢 ヒグチミツグ M 大阪府 いちもくさん
388 土方 敦史 ヒジカタアツシ M 京都府
389 樋田 将希 ヒダ マサキ M 大阪府
390 樋田 佳彦 ヒダ ヨシヒコ M 大阪府
391 樋野 満 ヒノ ミツル M 大阪府 Ct.いちもくさん
392 姫野 聡宏 ヒメノ トシヒロ M 兵庫県 TRA P
393 兵頭 修二 ヒョウドウシュウジ M 京都府
394 兵道 英男 ヒョウドウヒデオ M 兵庫県
395 平井 亜矢子 ヒライ アヤコ F 大阪府
396 平石 昌幸 ヒライシ マサユキ M 兵庫県
397 平田 貴士 ヒラタタカシ M 大阪府 アダルトサイクラー
398 平野 宗利 ヒラノ ムネトシ M 京都府 Artigiani
399 廣岡 昇 ヒロオカ ノボル M 滋賀県
400 廣瀬 健志 ヒロセタケシ M 兵庫県 AT SKY
401 廣森 潤一 ヒロモリジュンイチ M 京都府 アダルトサイクラー
402 檜皮 達哉 ヒワダ タツヤ M 三重県 平田チャリ部
403 深草 健浩 フカクサ タケヒロ M 福井県
404 福井 敬一 フクイ ケイイチ M 京都府
405 福崎 陽 フクザキ アキラ M 兵庫県
406 福田 保 フクダタモツ M 兵庫県
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407 福本 吉晶 フクモトヨシアキ M 大阪府 アダルトサイクラー
408 藤井 巧 フジイタクミ M 京都府 チーム 翁
409 藤田 栄一 フジタ エイイチ M 京都府
410 藤田 一博 フジタ カズヒロ M 大阪府 伊丹NCC
411 藤田 圭佑 フジタケイスケ M 京都府
412 藤田 勉 フジタ ツトム M 滋賀県
413 藤野 栄介 フジノ エイスケ M 兵庫県
414 藤本 重一 フジモトシゲイチ M 兵庫県
415 藤本 昌 フジモトショウ M 大阪府
416 藤本 弘和 フジモトヒロカズ M 兵庫県
417 二木 明彦 フタキ アキヒコ M 東京都 アキ動物病院
418 渕田 和子 フチダ カズコ F 大阪府
419 文倉 慎太郎 フミクラ シンタロウ M 茨城県 m & m c;
420 古澤 真治 フルサワ シンジ M 京都府
421 古田 裕二 フルタユウジ M 兵庫県 Team HONDE
422 古谷 広志 フルタニヒロシ M 兵庫県
423 保坂 吉宣 ホサカ ヨシノリ M 石川県
424 細井 隆 ホソイ タカシ M 京都府
425 細川 浩司 ホソカワコウシ M 京都府 堀場製作所自転車倶楽部
426 細矢 則利 ホソヤ ノリトシ M 愛知県
427 堀 伸幸 ホリノブユキ M 福井県 TEA M 203
428 堀 正幸 ホリマサユキ M 京都府
429 堀江 つかさ ホリエ ツカサ F 京都府
430 本田 茂俊 ホンダシゲトシ M 京都府
431 本田 威 ホンダ タケル M 兵庫県
432 前田 義範 マエダ ヨシノリ M 大阪府 TRA P
433 真狩 晃生 マカリコウセイ M 兵庫県
434 巻田 貴明 マキタ タカアキ M 京都府
435 増田 寛章 マスダ ヒロアキ M 福井県 Team 203
436 桝本 明宏 マスモトアキヒロ M 京都府
437 増山 裕一 マスヤマ ユウイチ M 大阪府 カモンちゃん
438 松井 崇好 マツイタカヨシ M 兵庫県 ＠ＷＡＶＥ
439 松江 善信 マツエ ヨシノブ M 京都府
440 松尾 岩翁 マツオ イワオ M 奈良県
441 松岡 英二 マツオカ エイジ M 大阪府
442 松岡 弘二 マツオカ コウジ M 兵庫県
443 松岡 孝紀 マツオカタカノリ M 大阪府 Acton!
444 松崎 知尋 マツザキ トモヒロ M 京都府
445 松重 彰悟 マツシゲ ショウゴ M 兵庫県
446 松下 義浩 マツシタヨシヒロ M 京都府
447 松田 信一 マツダ シンイチ M 大阪府
448 松田 宗久 マツダ ムネヒサ M 滋賀県
449 松田 佳憲 マツダヨシノリ M 京都府
450 松永 壮史 マツナガタケシ M 福井県
451 松永 民恵 マツナガタミエ F 福井県
452 松本 次郎 マツモトジロウ M 京都府
453 松本 拓 マツモトタク M 奈良県
454 松本 祥忠 マツモトヒロタダ M 大阪府
455 松山 公一 マツヤマコウイチ M 京都府
456 松山 隆行 マツヤマタカユキ M 京都府
457 マドラングバヤンロメル マドラングバヤンロメル M 兵庫県 IM A GO Cycling Club
458 丸山 仁恵 マルヤマ ヒトエ F 福井県
459 馬渡 功一 マワタリコウイチ M 京都府 Team M CC
460 三浦 茂 ミウラ シゲル M 富山県
461 三島 茂 ミシマ シゲル M 大阪府
462 水口 秀和 ミズグチ ヒデカズ M 京都府
463 三谷 歩夢 ミタニ アユム M 兵庫県
464 三谷 英幸 ミタニ ヒデユキ M 兵庫県
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465 満岡 毅 ミツオカツヨシ M 京都府
466 光川 隆司 ミツカワ リュウジ M 福井県 team 203
467 三ツ木 隆将 ミツギタカユキ M 京都府
468 満田 和男 ミツダ カズオ M 兵庫県
469 南野 良二 ミナミノ リョウジ M 大阪府 LIKER
470 美濃 博 ミノ ヒロシ M 京都府 チーム翁
471 宮垣 喜人 ミヤガキ ヨシヒト M 京都府 TCC
472 宮里 将 ミヤザトショウ M 兵庫県 KCIチャリ部
473 宮田 賢 ミヤタ マサル M 石川県
474 光川 雄梧 ミツカワユウゴ M 福井県 チーム203
475 三好 秀人 ミヨシヒデト M 滋賀県
476 向井 弘 ムカイ ヒロシ M 福井県 武丹本舗
477 村井 義明 ムライ ヨシアキ M 京都府 PRT KOSEKI
478 村岡 正彦 ムラオカ マサヒコ M 京都府 レグルスお達者予備軍
479 村上 直也 ムラカミ ナオヤ M 京都府
480 村上 範行 ムラカミ ノリユキ M 京都府
481 村上 雅也 ムラカミ マサヤ M 京都府 サイクリング☆スター
482 村上 光男 ムラカミ ミツオ M 鳥取県 HIA Racing
483 村瀬 晃史 ムラセコウジ M 京都府 京都メディアビレッジ
484 村田 憲治 ムラタケンジ M 京都府
485 村田 峰生 ムラタミネオ M 大阪府 自転車百哩総大王
486 村戸 隆 ムラトタカシ M 三重県
487 飯井 達也 メシイ タツヤ M 大阪府
488 元井 和彦 モトイカズヒコ M 京都府
489 森 祐二 モリユウジ M 大阪府 サイクリングスター
490 森 由紀夫 モリユキオ M 大阪府
491 森 洋二 モリヨウジ M 大阪府 ポレポレチャリ部
492 森口 剛成 モリグチタカナリ M 大阪府
493 森口 真久 モリグチ マサヒサ M 京都府 JB
494 森口 靖弘 モリグチ ヤスヒロ M 兵庫県 伊丹NCC
495 森崎 康年 モリサキ ヤストシ M 滋賀県
496 森下 耕太郎 モリシタ コウタロウ M 京都府 TEA M P-m an
497 森嶋 努 モリシマ ツトム M 奈良県
498 森田 希巳成 モリタ マミナ M 京都府
499 守山 昭二 モリヤマ ショウジ M 兵庫県
500 森山 哲朗 モリヤマ テツロウ M 京都府 ＣＳヤマダ
501 森山 広幸 モリヤマヒロユキ M 愛知県
502 守分 佑介 モリワケ ユウスケ M 滋賀県 ビワONEメテオ
503 八木 昭太 ヤギショウタ M 京都府
504 八島 公一郎 ヤシマ コウイチロウ M 滋賀県
505 安井 賢二 ヤスイケンジ M 京都府
506 弥田 裕 ヤダユタカ M 京都府
507 養父 孝昭 ヤブタカアキ M 京都府
508 籔内 孝弘 ヤブウチ タカヒロ M 大阪府
509 山内 広幸 ヤマウチ ヒロユキ M 石川県
510 山浦 啓宏 ヤマウラ ヨシヒロ M 大阪府
511 山口 勝 ヤマグチ マサル M 京都府 チームjam senior
512 山崎 近浩 ヤマサキ チカヒロ M 京都府
513 山澤 洋子 ヤマザワヨウコ F 東京都 アキ動物病院
514 山下 文春 ヤマシタ フミハル M 京都府 TEA M P-m an
515 山田 克 ヤマダ カツ M 大阪府 チャリダー
516 山田 幸平 ヤマダコウヘイ M 京都府
517 山田 修司 ヤマダシュウジ M 京都府
518 山田 泰三 ヤマダ タイゾウ M 福井県
519 山田 丈弘 ヤマダタケヒロ M 京都府
520 山田 誠 ヤマダ マコト M 兵庫県 チームK
521 山田 勝 ヤマダ マサル M 大阪府
522 山根 寿志 ヤマネ ヒサシ M 京都府 FBU
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523 山本 幸市 ヤマモトコウイチ M 京都府 丹後酔夢遊輪
524 山本 貴幸 ヤマモトタカユキ M 愛知県 ガブリンチョ
525 山本 琢也 ヤマモトタクヤ M 大阪府 CTC大阪自転車部
526 山本 剛史 ヤマモトタケシ M 滋賀県 堀場製作所自転車倶楽部
527 山本 博 ヤマモトヒロシ M 京都府
528 山盛 康雄 ヤマモリヤスオ M 京都府
529 横山 嘉昭 ヨコヤマ ヨシアキ M 大阪府
530 吉川 明 ヨシカワアキラ M 滋賀県
531 吉田 絵美子 ヨシダ エミコ F 福井県 TEA M 203
532 吉田 庄吾 ヨシダショウゴ M 京都府
533 吉田 匡史 ヨシダタダシ M 京都府
534 吉田 均 ヨシダ ヒトシ M 大阪府 ライダーときどきチャリ部
535 吉田 浩 ヨシダヒロシ M 大阪府
536 吉田 正也 ヨシダ マサヤ M 兵庫県
537 吉田 宗弘 ヨシダムネヒロ M 京都府 サイクリング☆スター
538 吉原 勝己 ヨシハラカツミ M 福岡県 YJSRD
539 吉牟田 和也 ヨシムタカズヤ M 滋賀県 ポレポレチャリ部
540 義本 学 ヨシモトマナブ M 兵庫県 team A t sky
541 米田 泰史 ヨネダヤスシ M 奈良県 Bicycle Color
542 龍門 裕太 リュウモンユウタ M 大阪府 Team Skyra
543 若井 篤志 ワカイアツシ M 大阪府 若井
544 若井 幹夫 ワカイミキオ M 大阪府 若井
545 若江 典昭 ワカエノリアキ M 大阪府 ポレポレチャリ部
546 若代 健 ワカシロ タケシ M 大阪府
547 若林 良樹 ワカバヤシ ヨシキ M 福井県
548 若山 輝和 ワカヤマテルカズ M 愛知県
549 脇 光雄 ワキ テルオ M 京都府 TCC
550 和田 要 ワダ カナメ M 石川県 JKCC
551 和田 武浩 ワダタケヒロ M 京都府
552 和田 光夫 ワダ ミツオ M 京都府 l宮津
553 渡邉 一正 ワタナベ カズマサ M 京都府
554 渡辺 幸三 ワタナベ コウゾウ M 大阪府
555 渡邉 智哉 ワタナベ トモヤ M 京都府 Team Skyra
556 中村 顕生 ナカムラアキオ M 大阪府
557 松永 佑太 マツナガユウタ M 福井県
558 清本 周二 きよもとしゅうじ M 京都府
559 森本 保夫 モリモトヤスオ M 京都府 翁
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