
カテゴリー 参加者数ﾎﾞﾃﾞｨｰ№ 氏名 氏名ふりがな 所属クラブ名 性別
高校選手権 1 1 濱野 大介 ハマノダイスケ 大産大附
高校選手権 2 2 藤田 宏 フジタヒロシ 大産大附
高校選手権 3 3 石中 和人 イシナカトモヒト 大産大附
高校選手権 4 4 伊庭 平伍 イニワヘイゴ 大産大附
高校選手権 5 5 木村 朋宏 キムラトモヒロ 此花学院
高校選手権 6 6 太田 譲治 オオタジョウジ 此花学院
高校選手権 7 7 鈴木 貴広 スズキタカヒロ 此花学院
高校選手権 8 8 谷岡 駿 タニオカシュン 泉大津
高校選手権 9 9 酒谷 和希 サカタニトモキ 興國
高校選手権 10 10 小西 幸太 コニシコウタ 興國
高校選手権 11 11 門松 孝成 カドマツコウセイ 興國
高校選手権 12 12 小林 諒一 コバヤシリョウイチ 興國
高校選手権 13 13 土生 貴大 ハブタカヒロ 興國
高校選手権 14 14 石間 裕太 イシマユウタ 府立高専
高校選手権 15 15 田村 嶺二 タムラリョウジ 城東工科
高校選手権 16 16 稲垣 丈志 イナガキタケシ 城東工科
高校選手権 17 17 一色 一希 イッシキカズキ 城東工科
高校選手権 18 18 古谷 勇輝 フルヤユウキ 城東工科
高校選手権 19 19 中武 三四郎 ナカタケサンシロウ 城東工科
高校選手権 20 20 的場 優宏 マトバマサヒロ 城東工科
高校選手権 21 21 福田 智仁 フクダトシヒト 城東工科
高校選手権 22 22 園田 浩士 ソノダヒロシ 茨木工科
高校選手権 23 23 榊原 裕 サカキバラユタカ 茨木工科
高校選手権 24 24 日比 智博 ヒビトモヒロ 茨木工科
高校選手権 25 25 秋丸 湧哉 アキマルユウヤ 泉北
高校選手権 26 26 中西 重智 ナカニシシゲトモ 瀬田工
高校選手権 27 27 木村 圭佑 キムラケイスケ 瀬田工
高校選手権 28 28 竹内 達也 タケウチタツヤ 瀬田工
高校選手権 29 29 堀田 祥広 ホッタヨシヒロ 瀬田工
高校選手権 30 30 平野 大治 ヒラノダイチ 紀北工
高校選手権 31 31 高橋 洋祐 タカハシヨウスケ 紀北工
高校選手権 32 32 谷口 晃聖 タニグチテルマサ 和歌山北
高校選手権 33 33 風神 友吾 カゼカミユウゴ 和歌山北
高校選手権 34 34 熊代 宏人 クマシロヒロト 和歌山北
高校選手権 35 35 大浦 網輝 オオウラツナキ 和歌山北
高校選手権 36 36 和田 力 ワダチカラ 和歌山北
高校選手権 37 37 猪鼻 拓哉 イノハナタクヤ 和歌山北
高校選手権 38 38 榎本 年秀 エノモトトシヒデ 和歌山北
高校選手権 39 39 北村 彰也 キタムラシュウヤ 和歌山北
高校選手権 40 40 谷口 功将 タニグチコウスケ 和歌山北
高校選手権 41 41 中村 雄太郎 ナカムラユウタロウ 和歌山北
高校選手権 42 42 二神 匤隆 ニカミキヨタカ 和歌山北
高校選手権 43 43 山本 元喜 ヤマモトゲンキ 奈良北
高校選手権 44 44 大平 将汰 オオヒラショウタ 奈良北
高校選手権 45 45 藤岡 宣 フジオカヒロム 奈良北
高校選手権 46 46 豊田 雄作 トヨダユウサク 奈良北
高校選手権 47 47 松谷 翔 マツタニショウ 奈良北
高校選手権 48 48 岩指 翔太 イワサシショウタ 奈良北
高校選手権 49 49 渡辺 青慈 ワタナベセイジ 奈良北
高校選手権 50 50 安原 大貴 ヤスハラダイキ 榛生昇陽
高校選手権 51 51 山本 慎一 ヤマモトシンイチ 榛生昇陽
高校選手権 52 52 谷 尚樹 タニナオキ 榛生昇陽
高校選手権 53 53 中井 俊亮 ナカイシュンスケ 榛生昇陽
高校選手権 54 54 秋山 彰吾 アキヤマショウゴ 兵庫工
高校選手権 55 55 高橋 豊 タカハシユタカ 兵庫工
高校選手権 56 56 長光 亮平 ナガミツリョウヘイ 三田学園
高校選手権 57 57 池野 健太 イケノケンタ 三田学園
高校選手権 58 58 末田 達彦 スエダタツヒコ 三田学園
高校選手権 59 59 山田 智大 ヤマダトモヒロ 三田学園
高校選手権 60 60 松本 耀介 マツモトヨウスケ 三田学園
高校選手権 61 61 小松 聖義 コマツマサヨシ 日生第三
高校選手権 62 62 西尾 駿希 ニシオトシキ 日生第三
高校選手権 63 63 山手 準平 ヤマテジュンペイ 日生第三



高校選手権 64 64 清水 孝将 シミズタカマサ 日生第三
高校選手権 65 65 三木 龍馬 ミキリュウマ 日生第三
高校選手権 66 66 丸本 篤 マルモトアツシ 小野工
高校選手権 67 67 横田 竜也 ヨコタタツヤ 小野工
高校選手権 68 68 藤田 淳平 フジタジュンペイ 小野工
高校選手権 69 69 山田 尭司 ヤマダタカシ 小野工
高校選手権 70 70 河村 大輔 カワムラダイスケ 神崎
高校選手権 71 71 久後 諒太 クゴリョウタ 神崎
高校選手権 72 72 高馬 陽平 コウマヨウヘイ 飾磨工
高校選手権 73 73 小野 公裕 オノタカヒロ 飾磨工
高校選手権 74 74 敷谷 光亮 シキタニコウスケ 飾磨工
高校選手権 75 75 高堰 竜馬 タカセキリョウマ 飾磨工
高校選手権 76 76 小林 一輝 コバヤシカズキ 飾磨工
高校選手権 77 77 多月 翔太 タツキショウタ 飾磨工
高校選手権 78 78 葉坂 諒太郎 ハサカリョウタロウ 飾磨工
高校選手権 79 79 堀井 康平 ホリイコウヘイ 飾磨工
高校選手権 80 80 森 章太郎 モリショウタロウ 鴨沂
高校選手権 81 81 河原林 毅 カワラバヤシタケシ 北桑田
高校選手権 82 82 梅原 快斗 ウメハラカイト 北桑田
高校選手権 83 83 西沢 倭義 ニシザワイヨリ 北桑田
高校選手権 84 84 浜地 一徳 ハマジカズノリ 北桑田
高校選手権 85 85 藤野 航 フジノコウ 北桑田
高校選手権 86 86 宮野 海 ミヤノカイ 北桑田
高校選手権 87 87 山森 真将 ヤマモリマユキ 北桑田
高校選手権 88 88 海津 寛 カイズヒロシ 北桑田
高校選手権 89 89 田中 翔悟 タナカショウゴ 向陽
高校選手権 90 90 茂籠 慎吾 モロシンゴ 向陽
高校選手権 91 91 山崎 健人 ヤマザキケント 福知山成美
高校選手権 92 92 吉岡 直哉 ヨシオカナオヤ 大谷
高校選手権 93 93 西村 隼人 ニシムラハヤト 田辺
高校選手権 94 94 武士田 幹人 ブシダミキト 田辺
高校選手権 95 95 吉澤 海輝 ヨシザワカイキ 田辺
高校選手権 96 96 増田 豊行 マスダアツノリ 龍谷大平安
高校選手権 97 97 磯崎 貴史 イソザキタカシ 龍谷大平安
高校選手権 98 98 美崎 哲也 ミサキテツヤ 西乙訓
高校選手権 99 99 阿部 一輝 アベカズキ 西乙訓
高校選手権 100 100 岡崎 友哉 オカザキトモヤ 西乙訓
高校選手権 101 101 竹田 直樹 タケダナオキ 花園
高校選手権 102 102 美濃部 太貴 ミノベダイキ 花園
高校選手権 103 103 西岡 翔也 ニシオカショウヤ 花園
C1 1 104 Viveros Cristobalｳﾞｨｳﾞｪﾛｽ ｸﾘｽﾄﾊﾞﾙ Ａｓｔｒｏ ＯＧＫ カブト 男
C1 2 105 林 宏憲 はやしひろのり ＢＡＬＢＡ ＲＡＣＩＮＧ 男
C1 3 106 野坂 元路 のさかもとじ ＢＡＬＢＡ ＲＡＣＩＮＧ 男
C1 4 107 寺崎 武郎 てらさきたけろう ＢＡＬＢＡ ＲＡＣＩＮＧ 男
C1 5 108 堀江 俊也 ほりりとしや ＢＡＬＢＡ ＲＡＣＩＮＧ 男
C1 6 109 米田 浩一 ﾖﾈﾀﾞ ｺｳｲﾁ ＢＲＥＺＺＡカミハギ 男
C1 7 110 松本 翼 まつもとたすく Ｃｏｍｒａｄｅ Ｇｉａｎｔ 男
C1 8 111 長 義幸 ちょうよしゆき Ｄａｒｋ Ｂｌｕｅ Ｂｉｋｅｒｓ 男
C1 9 112 稲益 拓也 いなますたくや Ｄａｒｋ Ｂｌｕｅ Ｂｉｋｅｒｓ 男
C1 10 113 田畔 嘉人 たぐろよしと ＦＵＫＡＤＡまじりんぐ 男
C1 11 114 田中 剛 ﾀﾅｶ ﾂﾖｼ ＫＯＮＳＩＮレーシング 男
C1 12 115 一色 寛之 ｲｯｼｷ ﾋﾛﾕｷ ＫＵＣＣＲ 男
C1 13 116 大塚 航 おおつかわたる ｍａｓａｈｉｋｏｍｉｆｕｎｅ.ｃｏｍ 男
C1 14 117 大石 建二 ｵｵｲｼ ｹﾝｼﾞ ｍａｓａｈｉｋｏｍｉｆｕｎｅ.ｃｏｍ 男
C1 15 118 笹井 秀治 ｻｻｲ ﾋﾃﾞﾊﾙ ｍａｓａｈｉｋｏｍｉｆｕｎｅ.ｃｏｍ 男
C1 16 119 竹浪 芳晃 ﾀｹﾅﾐ ﾖｼｱｷ ｍａｓａｈｉｋｏｍｉｆｕｎｅ.ｃｏｍ 男
C1 17 120 小島 啓史 こじまひろふみ ＯＵＣＣ ＯＢ 男
C1 18 121 服部 健一 はっとりけんいち ＳＡＫＡＩ ＲＡＣＩＮＧ 男
C1 19 122 飯田 晋一 いいだしんいち ＳＡＫＡＩ ＲＡＣＩＮＧ 男
C1 20 123 佐々木 正美 ささきまさみ Ｓａｋａｔａｎｉ Ｒａｃｉｎｇ 男
C1 21 124 村田 憲治 むらたけんじ ＴＡＣＵＲＩＮＯ－ＭＢＫ 男
C1 22 125 辻 俊行 つじとしゆき ＴＡＣＵＲＩＮＯ－ＭＢＫ 男
C1 23 126 中田 尚志 ﾅｶﾀ ﾀｶｼ ＴＡＣＵＲＩＮＯ－ＭＢＫ 男
C1 24 127 佐々木 英雄 ｻｻｷ ﾋﾃﾞｵ ＴＡＣＵＲＩＮＯ－ＭＢＫ 男



C1 25 128 西村 拓也 ﾆｼﾑﾗ ﾀｸﾔ ＴＡＣＵＲＩＮＯ－ＭＢＫ 男
C1 26 129 西山 知宏 ﾆｼﾔﾏ ﾄﾓﾋﾛ ＴＡＣＵＲＩＮＯ－ＭＢＫ 男
C1 27 130 宇井 賢司 ｳｲ ｹﾝｼﾞ ＴＡＣＵＲＩＮＯ－ＭＢＫ 男
C1 28 131 有澤 広昭 ｱﾘｻﾜ ﾋﾛｱｷ ＴＥＡＭ 男
C1 29 132 鳥居 新也 ﾄﾘｲ ｼﾝﾔ Ｔｅａｍ Ｓｐｅｅｄ 男
C1 30 133 有吉 竜一 ｱﾘﾖｼ ﾘｮｳｲﾁ ＴＥＡＭ☆ルパンｔｔｍ 男
C1 31 134 近江 忠仁 ｵｳﾐ ﾀﾀﾞﾋﾄ ＴＥＡＭ☆ルパンｔｔｍ 男
C1 32 135 稲垣 怜 ｲﾅｶﾞｷ ｻﾄｼ Ｔｅａｍまるいち 男
C1 33 136 三田 雅之 ﾐﾀ ﾏｻﾕｷ Ｔｅｓｔａｃｈ－Ｒａｃｉｎｇ 男
C1 34 137 福田 貴之 ﾌｸﾀﾞ ﾀｶｼ ＺｉｐｐｙタケウチＲＣ 男
C1 35 138 小渡 健悟 こわたりけんご キナンｍｕｕｒ-ｋｉｎｇ.ｃｏｍ 男
C1 36 139 数元 彰 すもとあきら キナンｍｕｕｒ-ｋｉｎｇ.ｃｏｍ 男
C1 37 140 相良 吉孝 ｻｶﾞﾗ ﾖｼﾀｶ キナンｍｕｕｒ-ｋｉｎｇ.ｃｏｍ 男
C1 38 141 粟野 智也 あわのとしや 岐阜第一高校自転車競技部 男
C1 39 142 鎌谷 哲也 かまたにてつや クラブ シルベスト 男
C1 40 143 下村 伸行 しもばやしのぶゆき クラブ シルベスト 男
C1 41 144 景山 昭宏 ｶｹﾞﾔﾏ ｱｷﾋﾛ クラブ シルベスト 男
C1 42 145 奥田 瑛史 ｵｸﾀﾞ ｴｲｼﾞ クラブ シルベスト 男
C1 43 146 布施 啓富 ﾌｾ ﾋﾛﾄﾐ クラブ シルベスト 男
C1 44 147 松木 健治 ﾏﾂｷ ｹﾝｼﾞ クラブ シルベスト 男
C1 45 148 松村 孝一 ﾏﾂﾑﾗ ｺｳｲﾁ クラブ シルベスト 男
C1 46 149 山本 恵大 やまもとやすとも グランデパール播磨 男
C1 47 150 松本 哲 まつもとさとし グランデパール播磨 男
C1 48 151 有田 安伸 ありたやすのぶ グランデパール播磨 男
C1 49 152 橋本 博水 ﾊｼﾓﾄ ﾊｸｽｲ グランデパール播磨 男
C1 50 153 永良 大誠 ﾅｶﾞﾗ ﾀﾞｲｾｲ グランデパール播磨 男
C1 51 154 堅田 郁也 ｶﾀﾀﾞ ｲｸﾔ グランデパール播磨 男
C1 52 155 松本 貞行 ﾏﾂﾓﾄ ｻﾀﾞﾕｷ サカタニＧアンカーマン 男
C1 53 156 小野 一美 ｵﾉ ｶｽﾞﾐ ジッピー 男
C1 54 157 松井 正史 まついまさし シマノドリンキング 男
C1 55 158 松井 久 まついひさし シマノドリンキング 男
C1 56 159 田中 良忠 たなかよしただ シマノドリンキング 男
C1 57 160 入江 克典 いりえよしのり シマノドリンキング 男
C1 58 161 佐々木 文吾 ささきぶんご シマノドリンキング 男
C1 59 162 森下 繁 もりしたしげる シマノドリンキング 男
C1 60 163 白石 真悟 しらいししんご シマノドリンキング 男
C1 61 164 高橋 聡一 ﾀｶﾊｼ ｿｳｲﾁ シマノドリンキング 男
C1 62 165 外勢 健一朗 とせけんいちろう ダイハツボンシャンス飯田！ 男
C1 63 166 杉本 龍哉 ｽｷﾞﾓﾄ ﾀﾂﾔ チーム チェブロ 男
C1 64 167 古野 修 ふるのおさむ チーム☆ルパン.ｔｔｍ 男
C1 65 168 古賀 善広 ｺｶﾞ ﾖｼﾋﾛ チーム☆ルパンｔｔｍ 男
C1 66 169 水野 貴行 ﾐｽﾞﾉ ﾀｶﾕｷ チームＧｉｒｏ 男
C1 67 170 今村 信也 ｲﾏﾑﾗ ｼﾝﾔ チームスクアドラ 男
C1 68 171 加藤 俊介 ｶﾄｳ ｼｭﾝｽｹ テスタッチレーシング 男
C1 69 172 奥村 崇三 ｵｸﾑﾗ ｼｭｳｿﾞｳ トラクターＲＣ 男
C1 70 173 岡崎 陽介 ｵｶｻﾞｷ ﾖｳｽｹ トラクターＲＣ 男
C1 71 174 早水 直樹 ﾊﾔﾐｽﾞ ﾅｵｷ ナカガワＡＳ．Ｋ’デザイン 男
C1 72 175 下村 英男 ｼﾓﾑﾗ ﾋﾃﾞｵ ナカガワＡＳ．Ｋ’デザイン 男
C1 73 176 東畠 信行 ひがしばたのぶゆき ナカガワＡＳ．Ｋ’デザイン 男
C1 74 177 岸本 公輝 きしもとこうき ナカガワＡＳ．Ｋ’デザイン 男
C1 75 178 続木 健二 ﾂﾂﾞｷ ｹﾝｼﾞ ナカガワＡＳ．Ｋ’デザイン 男
C1 76 179 吉田 浩之 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ ナカガワＡＳ．Ｋ’デザイン 男
C1 77 180 佐野 友哉 ｻﾉ ﾄﾓﾔ マトリックスパワータグ 男
C1 78 181 島沢 由紀夫 ｼﾏｻﾞﾜ ﾕｷｵ ミソノイレーシングチーム 男
C1 79 182 佐鞍 隼彦 ｻｸﾗ ﾊﾔﾋｺ 関西大学 男
C1 80 183 竹浪 滋晃 ﾀｹﾅﾐ ｼｹﾞｱｷ 岩井商会レーシンク゛ 男
C1 81 184 番匠谷 諭 ばんしょうやさとし 京都産業大学自転車競技部 男
C1 82 185 永山 貴浩 ﾅｶﾞﾔﾏ ﾀｶﾋﾛ 大阪産業大学 男
C1 83 186 田中 政輝 たなかまさき 中部チームチェブロ 男
C1 84 187 秋山 尚徳 あきやまひさのり 男
C1 85 188 中島 剛 なかじまつよし 男
C1 86 189 徳岡 秀昭 とくおかひであき 男
C1 87 190 網永 義広 ｱﾐﾅｶﾞﾖｼﾋﾛ 男
C1 88 191 和田山 尚史 ﾜﾀﾞﾔﾏ ﾀｶﾌﾐ 男



C1 89 192 眞柄 よしゆき ﾏｶﾞﾗ ﾖｼﾕｷ 男
C1 90 193 Burns Mark ﾊﾞｰﾝｽﾞ ﾏｰｸ 男
C1 91 194 Reynolds Zac ﾚｲﾉﾙｽﾞ ｻﾞｯｸ 男
C1 92 195 辻 善光 つじよしみつ 男
U23 1 196 末松 亮平 すえまつりょうへい ｍａｓａｈｉｋｏｍｉｆｕｎｅ.ｃｏｍ 男
U23 2 197 北河 建 きたがわけん ｍａｓａｈｉｋｏｍｉｆｕｎｅ.ｃｏｍ 男
U23 3 198 坂口 亮太 さかぐちりょうた Ｍｏｒｉｃｏ Ｗａｖｅ 勇城 男
U23 4 199 村上 大輔 むらかみだいすけ クラブ シルベスト 男
U23 5 200 井上 人志 ｲﾉｳｴ ﾋﾄｼ クラブ シルベスト 男
U23 6 201 足立 洋介 ｱﾀﾞﾁ ﾖｳｽｹ チームＧｉｒｏ 男
U23 7 202 臼澤 光太郎 ｳｽｻﾞﾜ ｺｳﾀﾛｳ トラクターＲＣ 男
U23 8 203 笹 拓也 ｻｻ ﾀｸﾔ トラクターＲＣ 男
U23 9 204 小原 俊一 ｵﾊﾞﾗ ｼｭﾝｲﾁ ナカガワＡＳ・Ｋ’デザイン 男
U23 10 205 新居 広一郎 にいこういちろう ナカガワＡＳ・Ｋ’デザイン 男
U23 11 206 善本 航平 よしもとこうへい 関西大学 男
U23 12 207 二階堂 尚志 ﾆｶｲﾄﾞｳ ﾀｶｼ 関西大学 男
U23 13 208 廣浦 典也 ひろうらふみや 京都産業大学自転車競技部 男
U23 14 209 渋谷 壮之 しぶやそうし 京都産業大学自転車競技部 男
U23 15 210 清水 真 しみずまさと 京都産業大学自転車競技部 男
U23 16 211 川島 良太 かわしまりょうた 京都産業大学自転車競技部 男
U23 17 212 木守 望 きもりのぞむ 京都産業大学自転車競技部 男
U23 18 213 佐藤 康彦 さとうやすひこ 京都産業大学自転車競技部 男
U23 19 214 多田 義孝 ただよしたか 京都産業大学自転車競技部 男
U23 20 215 湊 淳二 みなとじゅんじ 京都産業大学自転車競技部 男
U23 21 216 佐々木 優也 ささきゆうや 京都産業大学自転車競技部 男
U23 22 217 山森 雅也 やまもりまさや 京都産業大学自転車競技部 男
U23 23 218 恒川 益毅 つねかわよしき 京都大学自転車競技連盟 男
U23 24 219 鳥井 大輝 とりいひろき 京都大学自転車競技連盟 男
U23 25 220 岡崎 友輔 おかざきゆうすけ 京都大学自転車競技連盟 男
U23 26 221 杉山 暢克 すぎやまのぶかつ 京都大学自転車競技連盟 男
U23 27 222 宇野 誓 うのせい 京都大学自転車競技連盟 男
U23 28 223 市川 琢巳 いちかわたくみ 京都大学自転車競技連盟 男
U23 29 224 新谷 拓宙 シンタニヒロミチ 京都大学自転車競技連盟 女
U23 30 225 溝口 侑 みぞぐちゆう 京都大学自転車競技連盟 男
U23 31 226 吉浦 満 よしうらみつる 京都大学自転車競技連盟 男
U23 32 227 椎木 隆将 しいのきたかまさ 大阪経済大学 男
U23 33 228 丸本 皇太 まるもとこうた 大阪経済大学 男
U23 34 229 福田 高志 ふくだたかし 大阪経済大学 男
U23 35 230 川崎 智貴 かわさきともき 大阪経済大学 男
U23 36 231 伊勢 洋人 いせひろと 大阪産業大学 男
U23 37 232 剱持 草 ｹﾝﾓﾁ ｿｳ 大阪産業大学 男
U23 38 233 角谷 健吾 ｽﾐﾔ ｹﾝｺﾞ 大阪大学 男
U23 39 234 内藤 篤 ないとうあつし 大阪府立大学 男
U23 40 235 大野 正雄 ｵｵﾉ ﾏｻｵ 大阪府立大学 男
U23 41 236 三河井 翼 みかわいつばさ 同志社大学 男
U23 42 237 森田 晃博 もりたあきひろ 同志社大学 男
U23 43 238 白崎 孝紀 しらさきこうき 同志社大学 男
U23 44 239 東 直哉 あずまなおや 同志社大学 男
U23 45 240 藤井 雄大 ふじいゆうだい 同志社大学 男
U23 46 241 松原 智徳 まつばらとものり 同志社大学 男
U23 47 242 森井 庸介 もりいようすけ 同志社大学 男
U23 48 243 熊坂 亮 くまさかりょう 同志社大学 男
U23 49 244 海老瀬 将太 えびせしょうた 同志社大学 男
U23 50 245 岩崎 庄平 いわさきしょうへい 同志社大学 男
U23 51 246 石井 陽 いしいあきら 立命館大学自転車競技部 男
U23 52 247 足立 和哉 ｱﾀﾞﾁ ｶｽﾞﾔ 立命館大学自転車競技部 男
U23 53 248 大中 拓磨 ｵｵﾅｶ ﾀｸﾏ 立命館大学自転車競技部 男
U23 54 249 松井 響 ﾏﾂｲ ﾋﾋﾞｷ 立命館大学自転車競技部 男
U23 55 250 鵜川 大輝 ｳｶﾞﾜ ﾀﾞｲｷ 立命館大学自転車競技部 男
U23 56 251 小林 勇介 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｽｹ 立命館大学自転車競技部 男
U23 57 252 中家 拓郎 なかいえたくろう 立命館大学自転車競技部 男
U23 58 253 榎本 倫晃 えのもとのりあき 立命館大学自転車競技部 男
U23 59 254 嶋田 正勝 しまさまさかつ 龍谷大学自転車部 男
U23 60 255 西城 慧 さいじょうさとし 龍谷大学自転車部 男



U23 61 256 難波 飛鳥 なんばあすか 龍谷大学自転車部 男
U23 62 257 高山 勉 ﾀｶﾔﾏ ﾂﾄﾑ 男
C2 1 258 池田 健一 いけだけんいち ＢＡＬＢＡ ＲＡＣＩＮＧ 男
C2 2 259 山口 晶永 やまぐちしょうえい ＢＡＬＢＡ ＲＡＣＩＮＧ 男
C2 3 260 黒川 明宏 くろかわあきひろ ＢＡＬＢＡ ＲＡＣＩＮＧ 男
C2 4 261 竹下 真二 たけしたしんじ ＢＡＬＢＡ ＲＡＣＩＮＧ 男
C2 5 262 田辺 保 たなべたもつ ＢＡＬＢＡ ＲＡＣＩＮＧ 男
C2 6 263 平井 陽一 ﾋﾗｲ ﾖｳｲﾁ ＢＥＥＲＥＮ 男
C2 7 264 小川 典之 ｵｶﾞﾜ ﾉﾘﾕｷ ＢＲＥＺＺＡカミハギＲＴ 男
C2 8 265 仲田 正人 ﾅｶﾀ ﾏｻﾄ Ｃ.Ｃ.じゃがいも 男
C2 9 266 所司 純一 ｼｮｼ ｼﾞｭﾝｲﾁ Ｃ.Ｃ.じゃがいも 男
C2 10 267 山本 一幸 ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞﾕｷ ＣＳヤマダ 男
C2 11 268 轟 和則 ﾄﾄﾞﾛｷ ｶｽﾞﾉﾘ ＣＳヤマダ 男
C2 12 269 山本 剛史 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｹｼ ＣＳヤマダ 男
C2 13 270 太田 誠 ｵｵﾀ ﾏｺﾄ ＦＯＲＺＡオールスターズ 男
C2 14 271 戸田 忠寛 ﾄﾀﾞ ﾀﾀﾞﾋﾛ ＦＲＥＥＳＰＥＥＤ 男
C2 15 272 池部 哲夫 いけべてつお ＦＵＫＡＤＡまじりんぐ 男
C2 16 273 大塚 拳 ｵｵﾂｶ ｹﾝ ＦＵＫＡＤＡまじりんぐ 男
C2 17 274 丸山 大地 ﾏﾙﾔﾏ ﾀﾞｲﾁ Ｇａｉｎｅｓ Ｒ 男
C2 18 275 鈴木 庸仁 ｽｽﾞｷ ﾉﾌﾞﾋﾄ ＨＲＭ-Ｒａｃｉｎｇ 男
C2 19 276 山本 孝志 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶｼ Ｉｎｓｐｉｒｅ Ｒａｃｉｎｇ Ｔｅａｍ 男
C2 20 277 吉岡 由行 ﾖｼｵｶ ﾖｼﾕｷ ＭＡＸ ＳＰＥＥＤ９７ 男
C2 21 278 中村 友一郎 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｲﾁﾛｳ ＴＥＡＭ ＭＯＤＥＮＡ 男
C2 22 279 清原 健雄 ｷﾖﾊﾗ ﾀｹｵ ＮＡＳＵ ＦＡＮ ＣＬＵＢ 男
C2 23 280 北江 孝史 きたえたかし ＰＣサイクルクラブ松本 男
C2 24 281 大村 一良 ｵｵﾑﾗ ｶｽﾞﾖｼ ＰＣサイクルクラブ松本 男
C2 25 282 村岸 旭 ﾑﾗｷﾞｼ ｱｷﾗ ＰＣサイクルクラブ松本 男
C2 26 283 高木 正哉 ﾀｶｷﾞ ﾏｻﾔ ＰＲＥＳＴＯ 男
C2 27 284 北野 敬一 ｷﾀﾉ ｹｲｲﾁ ＰＲＥＳＴＯ 男
C2 28 285 村岡 俊典 ﾑﾗｵｶ ﾄｼﾉﾘ Ｒ２ ＳＰＯＲＴＳ ＣＹＣＬＩＮＧ ＴＥＡＭ 男
C2 29 286 熊崎 祥太 ｸﾏｻﾞｷ ｼｮｳﾀ Ｒ２ ＳＰＯＲＴＳ ＣＹＣＬＩＮＧ ＴＥＡＭ 男
C2 30 287 飯塚 健二 ｲｲﾂﾞｶ ｹﾝｼﾞ Ｓａｌａｔａ Ｂｉａｎｃａ Ｋｏｂｅ 男
C2 31 288 細渓 拓男 ﾎｿﾀﾆ ﾀｸｵ Ｓａｌａｔａ Ｂｉａｎｃａ Ｋｏｂｅ 男
C2 32 289 藤原 秀成 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾋﾃﾞﾅﾘ ＳＦＲ 男
C2 33 290 平岡 恒哲 ひらおかつねあき ＳＰＡＤＥ ＡＣＥ 男
C2 34 291 安川 智一朗 ﾔｽｶﾜ ﾄﾓｲﾁﾛｳ ＳＰＡＤＥ ＡＣＥ 男
C2 35 292 田中 力 たなかりき ＴＡＣＵＲＩＮＯ－ＭＢＫ 男
C2 36 293 酒井 義輝 ｻｶｲ ﾖｼﾃﾙ ＴＡＣＵＲＩＮＯ－ＭＢＫ 男
C2 37 294 川口 浩孝 ｶﾜｸﾞﾁ ﾋﾛﾀｶ ＴＡＣＵＲＩＮＯ－ＭＢＫ 男
C2 38 295 岸田 慶一 ｷｼﾀﾞ ｹｲｲﾁ ＴＡＣＵＲＩＮＯ－ＭＢＫ 男
C2 39 296 大森 忠幸 ｵｵﾓﾘ ﾀﾀﾞﾕｷ ＴＡＣＵＲＩＮＯ－ＭＢＫ 男
C2 40 297 森岡 正宏 ﾓﾘｵｶ ﾏｻﾋﾛ ＴＡＣＵＲＩＮＯ－ＭＢＫ 男
C2 41 298 岡田 晃典 ｵｶﾀﾞ ｱｷﾉﾘ ＴＥＡＭ ＢＡＫＥＲＡＴＴＡ 男
C2 42 299 高垣 茂光 たかがきしげみつ Ｔｅａｍ ＨＥＡＲＴ ＢＥＡＴ Ｒａｃｉｎｇ 男
C2 43 300 津崎 忠広 つさきただひろ Ｔｅａｍ ＨＥＡＲＴ ＢＥＡＴ Ｒａｃｉｎｇ 男
C2 44 301 後藤 晋司 ごとうしんじ Ｔｅａｍ ＨＥＡＲＴ ＢＥＡＴ Ｒａｃｉｎｇ 男
C2 45 302 小島 龍之介 こじまりゅうのすけ ＴＥＡＭ ＭＯＤＥＮＡ 男
C2 46 303 石野 佑介 ｲｼﾉ ﾕｳｽｹ ＴＥＡＭ ＭＯＤＥＮＡ 男
C2 47 304 前田 直人 ﾏｴﾀﾞ ﾅｵﾄ ＴＥＡＭ ＭＯＤＥＮＡ 男
C2 48 305 左成 岳志 さなりたけし Ｔｅａｍ ＰＯＬＰＯ 男
C2 49 306 樫尾 一知 ｶｼｵ ｲｯﾁ Ｔｅａｍ ＰＯＬＰＯ 男
C2 50 307 菅谷 俊宏 ｽｶﾞﾔ ﾄｼﾋﾛ Ｓａｋａｔａｎｉ Ｒａｃｉｎｇ 男
C2 51 308 西田 信 ﾆｼﾀﾞ ｼﾝ Ｔｅａｍ Ｓｐｅｅｄ 男
C2 52 309 中野 政彦 ﾅｶﾉ ﾏｻﾋｺ Ｔｅａｍ Ｓｐｅｅｄ 男
C2 53 310 柏 貴洋 ｶｼﾜ ﾀｶﾋﾛ Ｔｅａｍ Ｓｐｅｅｄ 男
C2 54 311 一木 智英 ｲﾁｷ ﾄﾓﾋﾃﾞ Ｔｅａｍ-ＤＡＤＤＹ 男
C2 55 312 中山 大樹 ﾅｶﾔﾏ ﾀｲｷ Ｔｅａｍ-ＤＡＤＤＹ 男
C2 56 313 本間 智樹 ﾎﾝﾏ ﾄﾓｷ ＴＥＡＭ ＭＯＤＥＮＡ 男
C2 57 314 山本 俊太郎 ﾔﾏﾓﾄ ｼｭﾝﾀﾛｳ ＷＡＰＰＡ☆ＣＬＵＢ 男
C2 58 315 山下 秀剛 ﾔﾏｼﾀ ﾋﾃﾞﾀｶ ＷＡＰＰＡ☆ＣＬＵＢ 男
C2 59 316 植村 俊基 うえむらとしき ＺＩＰＰＹタケウチＲＣ 男
C2 60 317 中澤 直継 ながざわなおつぐ ＺＩＰＰＹタケウチＲＣ 男
C2 61 318 辻 豊 ﾂｼﾞ ﾕﾀｶ アストロＯＧＫカブト 男
C2 62 319 松田 健介 ﾏﾂﾀﾞ ｹﾝｽｹ アストロＯＧＫカブト 男



C2 63 320 平村 太郎 ﾋﾗﾑﾗ ﾀﾛｳ アストロＯＧＫカブト 男
C2 64 321 岩尾 伸一 いわおしんいち クラブ シルベスト 男
C2 65 322 辻 邦浩 ﾂｼﾞ ｸﾆﾋﾛ クラブ シルベスト 男
C2 66 323 浅利 悠 ｱｻﾘ ﾕｳ クラブ シルベスト 男
C2 67 324 宮里 隆夫 ﾐﾔｻﾞﾄ ﾀｶｵ クラブ シルベスト 男
C2 68 325 田中 彰 ﾀﾅｶ ｱｷﾗ グランデパール播磨 男
C2 69 326 佐想 善勇 ｻｿｳ ﾖｼｲｻ グランデパール播磨 男
C2 70 327 山本 大輔 ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ グランデパール播磨 男
C2 71 328 森川 敦 もりかわあつし サイクルロードエイト 男
C2 72 329 柳川 権治 ﾔﾅｶﾞﾜ ｹﾝｼﾞ シマノ 男
C2 73 330 後藤 雅史 ごとうまさし シマノドリンキング 男
C2 74 331 岩本 馨介 ｲﾜﾓﾄ ｹｲｽｹ シマノドリンキング 男
C2 75 332 スズキチ すずきまさのり ステア 男
C2 76 333 川島 洋 かわしまひろし ストラーダレーシング 男
C2 77 334 中井 将喜 ﾅｶｲ ﾏｻｷ ストラーダレーシング 男
C2 78 335 夜久 峰夫 ﾔｸ ﾐﾈｵ ストラーダレーシング 男
C2 79 336 谷口 和徳 ﾀﾆｸﾞﾁ ｶｽﾞﾉﾘ ストラーダレーシング 男
C2 80 337 福田 和博 ﾌｸﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ スワコレーシングチーム 男
C2 81 338 川端 一吉 ｶﾜﾊﾞﾀ ｶｽﾞﾖｼ たからくじ同好会 男
C2 82 339 安福 智 やすふくさとし チーム アミューズ 男
C2 83 340 上田 貴史 ｳｴﾀﾞ ﾀｶｼ チーム リエゾン 男
C2 84 341 下田 佑樹 ｼﾓﾀﾞ ﾕｳｷ チーム リエゾン 男
C2 85 342 近藤 憲一 ｺﾝﾄﾞｳ ｹﾝｲﾁ チーム サニーサイド 男
C2 86 343 丸岡 勇生 ﾏﾙｵｶ ﾕｳｷ チーム スクアドラ 男
C2 87 344 長屋 良 ﾅｶﾞﾔ ﾘｮｳ チーム リエゾン 男
C2 88 345 中川 真一 ﾅｶｶﾞﾜ ｼﾝｲﾁ チーム岡山 男
C2 89 346 菱岡 洋志 ﾋｼｵｶ ﾋﾛｼ チーム泥んこプロレス 男
C2 90 347 中川 幸嗣 ﾅｶｶﾞﾜ ｺｳｼﾞ トーヨーレーシングチーム 男
C2 91 348 松田 浩輝 ﾏﾂﾀﾞ ﾋﾛｷ トラクターＲＣ 男
C2 92 349 大永 剛志 ｵｵﾅｶﾞ ﾂﾖｼ トラクターＲＣ 男
C2 93 350 別府 敬司 ﾍﾞｯﾌﾟ ｹｲｼﾞ ナカガワ ＡＳ・Ｋデザイン 男
C2 94 351 大庭 直樹 ｵｵﾊﾞ ﾅｵｷ 男
C2 95 352 判藤 広一郎 ﾊﾝﾄﾞｳ ｺｳｲﾁﾛｳ なるしまフレンド 男
C2 96 353 佐竹 亮太 さたけりょうた パナソニックレーシングチーム 男
C2 97 354 蘆田 恭卓 ｱｼﾀﾞ ﾔｽﾂﾅ パンダライオン大学 男
C2 98 355 高津 新一 たかつしんいち まほロバＲＣ 男
C2 99 356 寺田 卓司 ﾃﾗﾀﾞ ﾀｸｼﾞ まほロバＲＣ 男
C2 100 357 佐々木 暖 ｻｻｷ ﾀﾞﾝ まほロバＲＣ 男
C2 101 358 石川 智崇 ｲｼｶﾜ ﾄｼﾀｶ まるいち 男
C2 102 359 三浦 達也 みうらたつや ミソノイレーシングチーム 男
C2 103 360 森川 恭徳 ﾓﾘｶﾜ ﾔｽﾉﾘ ミソノイレーシングチーム 男
C2 104 361 永田 健二 ﾅｶﾞﾀ ｹﾝｼﾞ ミソノイレーシングチーム 男
C2 105 362 岡田 章 ｵｶﾀﾞ ｱｷﾗ ミソノイレーシングチーム 男
C2 106 363 奥 弘充 ｵｸ ﾋﾛﾓﾄ モリコウェーブ勇城 男
C2 107 364 宇田 裕行 ｳﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ チーム リエゾン 男
C2 108 365 山口 正起 やまぐちまさき レブハフトレーシング 男
C2 109 366 所 俊介 ところしゅんすけ レブハフトレーシング 男
C2 110 367 市埜 吉孝 いちのよしたか 越前おろしそば 男
C2 111 368 伊藤 栄俊 いとうひでとし 京大サイクリング部 男
C2 112 369 山田 論敬 やまだゆたか 京大サイクリング部 男
C2 113 370 安藤 聡一 ｱﾝﾄﾞｳ ｿｳｲﾁ 京都大学サイクリング部 男
C2 114 371 山本 清義 やまもとせいぎ 京都大学自転車競技連盟 男
C2 115 372 西上 健太朗 にしがみけんたろう 京都大学自転車競技連盟 男
C2 116 373 池内 雅裕 いけうちまさひろ 京都大学自転車競技連盟 男
C2 117 374 松原 洋一 まつばらよういち 西神戸クラブ 男
C2 118 375 塩見 肇 ｼｵﾐ ﾊｼﾞﾒ 西神戸サイクル ＫＡＥＲＵ ｓｔｙｌｅ 男
C2 119 376 清水 達人 しみずたつひと 大垣ＣＳＣ 男
C2 120 377 箕浦 元志 ﾐﾉｳﾗ ﾓﾄｼ 大垣ＣＳＣ 男
C2 121 378 小川 洋平 おがわようへい 大阪産業大学 男
C2 122 379 今堀 竜太郎 いまほりりゅうたろう大阪産業大学 男
C2 123 380 藤村 俊之 ﾌｼﾞﾑﾗ ﾄｼﾕｷ 大阪産業大学 男
C2 124 381 坂上 祐季 さかがみゆうき 大阪大学 男
C2 125 382 前田 洋佑 まえだようすけ 大阪大学 男
C2 126 383 小畑 亮司 ｵﾊﾞﾀ ﾘｮｳｼﾞ 鷹組 男



C2 127 384 岩井 伸雄 ｲﾜｲ ﾉﾌﾞｵ 鷹組 男
C2 128 385 曽根 大輔 ｿﾈ ﾀﾞｲｽｹ 鷹組 男
C2 129 386 井上 正祥 ｲﾉｳｴ ﾏｻﾖｼ 鷹組 男
C2 130 387 山下 賢仁 やましたけんじ 同志社大学 男
C2 131 388 岸本 陽介 ｷｼﾓﾄ ﾖｳｽｹ 姫路市役所 男
C2 132 389 松井 渉 まついわたる 府立高専サイクリング部 男
C2 133 390 赤坂 雄一郎 ｱｶｻｶ ﾕｳｲﾁﾛｳ 名古屋外国語大学自転車部 男
C2 134 391 渡辺 寛大 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾝﾀﾞｲ 名大サイクリング部 男
C2 135 392 難波 克也 ﾅﾝﾊﾞ ｶﾂﾔ 名大サイクリング部 男
C2 136 393 野末 秀志 ﾉｽﾞｴ ｼｭｳｼﾞ 立命館大学 男
C2 137 394 藤原 良成 ふじわらよしなり 男
C2 138 395 後藤田 孝 ごとうだたかし 男
C2 139 396 小森 秀和 こもりひでかず 男
C2 140 397 田辺 正久 たなべまさひさ 男
C2 141 398 鬼頭 昭吉 きとうあきよし 男
C2 142 399 田伏 雅司 ﾀﾌﾞｾ ﾏｻｼ 男
C2 143 400 小牧 悟 ｺﾏｷ ｻﾄﾙ 男
C2 144 401 川村 誠 ｶﾜﾑﾗ ﾏｺﾄ 男
C2 145 402 野井 浩祐 ﾉｲ ｺｳｽｹ 男
C2 146 403 梅川 住友 ｳﾒｶﾜ ｽﾐﾄﾓ 男
C2 147 404 大山 祐二 ｵｵﾔﾏ ﾕｳｼﾞ 男
C2 148 405 兵頭 貴志 ﾋｮｳﾄﾞｳ ﾀｶｼ 男
C2 149 406 皿屋 豊 ｻﾗﾔ ﾕﾀｶ 男
C2 150 407 熊本 有一朗 ｸﾏﾓﾄ ﾕｳｲﾁﾛｳ 男
C2 151 408 呉 民守 ｵｰ ﾐﾝｽ 男
C2 152 409 鄭 致孝 ﾁｫﾝ ﾁﾋｮ 男
C2 153 410 山下 和義 ﾔﾏｼﾀ ｶｽﾞﾖｼ 男
C2 154 411 御澤 栄輔 ﾐｻﾜ ｴｲｽｹ 男
C2 155 412 久村 義治 ｸﾑﾗ ﾖｼﾊﾙ 男
C2 156 413 生田 憲司 ｲｸﾀ ｹﾝｼﾞ 男
C2 157 414 西尾 勇一 ﾆｼｵ ﾕｳｲﾁ 男
C2 158 415 田村 英敏 ﾀﾑﾗ ﾋﾃﾞﾄｼ 男
C2 159 416 相馬 洋平 ｿｳﾏ ﾖｳﾍｲ 男
C2S 1 417 上坂 秀樹 ｳｴｻｶ ﾋﾃﾞｷ ＢＡＬＢＡ ＲＡＣＩＮＧ 男
C2S 2 418 寺崎 嘉彦 てらさきよしひこ ＢＡＬＢＡ ＲＡＣＩＮＧ 男
C2S 3 419 横尾 治彦 ﾖｺｵ ﾊﾙﾋｺ ｂｉｃｉｎｏｋｏ.ｃｏｍ 男
C2S 4 420 村田 誠 ﾑﾗﾀ ﾏｺﾄ ＣＬＵＢ★ＴＲＯＴおやじ君 男
C2S 5 421 徳田 省二 とくだしょうじ ＦＵＫＡＤＡまじりんぐ 男
C2S 6 422 竹知 要 ﾀｹﾁ ｶﾅﾒ ＦＵＫＡＤＡまじりんぐ 男
C2S 7 423 山本 太 ﾔﾏﾓﾄ ﾌﾄｼ Ｍｏｒｉｃｏ Ｗａｖｅ 勇城 男
C2S 8 424 松井 正通 ﾏﾂｲ ﾏｻﾐﾁ Ｍｏｒｉｃｏ Ｗａｖｅ 勇城 男
C2S 9 425 寺川 信一 ﾃﾗｶﾜ ｼﾝｲﾁ ＰＲＥＳＴＯ 男
C2S 10 426 澤谷 恒明 ｻﾜﾔ ﾂﾈｱｷ ＳＰＡＤＥ ＡＣＥ 男
C2S 11 427 石田 昌幸 ｲｼﾀﾞ ﾏｻﾕｷ Ｔｅａｍ スクアドラ 男
C2S 12 428 浅田 昌弘 ｱｻﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ ＴＥＡＭ 光 男
C2S 13 429 柾木 宏之 ﾏｻｷ ﾋﾛﾕｷ ＶＩＶＡＣＥ４１９ 男
C2S 14 430 前川 圭助 ﾏｴｶﾞﾜ ｹｲｽｹ ＷＨＩＴＥ ＪＡＣＫ 男
C2S 15 431 中津 顕 ﾅｶﾂ ｱｷﾗ ＷＰ ＫＹＯＴＯ 男
C2S 16 432 田中 謙一 たなかけんいち ＺＩＰＰＹタケウチＲＣ 男
C2S 17 433 冨士 勲 ﾌｼﾞ ｲｻｵ ＺＩＰＰＹタケウチＲＣ 男
C2S 18 434 岡武 孝浩 おかたけたかひろ アクトアーミー正周工業 男
C2S 19 435 簗瀬 雄二 ﾔﾅｾ ﾕｳｼﾞ キナンＭＵＵＲ 男
C2S 20 436 小川 洸 ｵｶﾞﾜ ﾋｶﾙ クラブ シルベスト 男
C2S 21 437 永松 良介 ﾅｶﾞﾏﾂ ﾘｮｳｽｹ クラブ シルベスト 男
C2S 22 438 松広 忠 ﾏﾂﾋﾛ ﾀﾀﾞｼ クラブ シルベスト 男
C2S 23 439 猪又 靖 ｲﾉﾏﾀ ｷﾖｼ クラブ シルベスト 男
C2S 24 440 森 一朗 ﾓﾘ ｲﾁﾛｳ グランデパール播磨 男
C2S 25 441 青田 誠 ｱｵﾀ ﾏｺﾄ グランデパール播磨 男
C2S 26 442 内海 洋二 ｳﾂﾐ ﾖｳｼﾞ グランデパール播磨 男
C2S 27 443 元井 和彦 ﾓﾄｲ ｶｽﾞﾋｺ シャカリキ 男
C2S 28 444 江口 冬起 えぐちふゆき チーム サニーサイド 男
C2S 29 445 松山 正範 ﾏﾂﾔﾏ ﾏｻﾉﾘ チーム・ルパン 男
C2S 30 446 川口 英樹 ｶﾜｸﾞﾁ ﾋﾃﾞｷ チーム サニーサイド 男
C2S 31 447 吉村 裕 ﾖｼﾑﾗ ﾕﾀｶ チームリブロング 男



C2S 32 448 大塚 章彦 おおつかあきひこ トーヨーレーシングチーム 男
C2S 33 449 高木 繁行 ﾀｶｷﾞ ｼｹﾞﾕｷ トラクターＲＣ 男
C2S 34 450 岡村 登貴也 おかむらときや ナカガワＡＳ・Ｋ’デザイン 男
C2S 35 451 奥 昌敏 おくまさとし ナカガワＡＳ・Ｋ’デザイン 男
C2S 36 452 村井 政美 むらいまさみ ナカガワＡＳ・Ｋ’デザイン 男
C2S 37 453 上原 年 うえはらとし パワーキック 男
C2S 38 454 木崎 正人 きざきまさと ミノウラ大垣レーシング 男
C2S 39 455 矢船 良洋 やふねよしひろ レブハフトレーシング 男
C2S 40 456 三輪 進 みわすすむ 山陽特殊製鋼ＲＣ 男
C2S 41 457 川上 芳生 かわかみよしお 神交アスリートクラブ 男
C2S 42 458 石川 昭 いしかわあきら 大泉愛輪会 男
C2S 43 459 本城 茂男 ほんじょうしげお 大泉愛輪会 男
C2S 44 460 岸田 直樹 ｷｼﾀﾞ ﾅｵｷ 鷹組 男
C2S 45 461 有竹 尚人 ｱﾘﾀｹ ﾅｵﾄ 鷹組 男
C2S 46 462 楠 昭彦 ｸｽﾉｷ ｱｷﾋｺ 男
C2S 47 463 神崎 克之 ｶﾝｻﾞｷ ｶﾂﾕｷ 男
C2S 48 464 吉田 茂 ﾖｼﾀﾞ ｼｹﾞﾙ 男
C2S 49 465 花澤 弘史 ﾊﾅｻﾞﾜ ﾋﾛｼ 男
C2S 50 466 浜田 健志 ﾊﾏﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 男
C2S 51 467 山崎 眞一 ﾔﾏｻｷ ｼﾝｲﾁ 男
C2S 52 468 植本 輝彦 ｳｴﾓﾄ ﾃﾙﾋｺ 男
C2S 53 469 近藤 達哉 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀﾂﾔ 男
C2W 1 470 圓道 泰子 えんどうやすこ ＢＡＬＢＡ ＲＡＣＩＮＧ 女
C2W 2 471 堀内 美八子 ほりうちみやこ ＢＡＬＢＡ ＲＡＣＩＮＧ 女
C2W 3 472 福本 千佳 ふくもとちか クラブ シルベスト 女
C2W 4 473 矢崎 麻里 やざきまり クラブ シルベスト 女
C2W 5 474 坂田 美紀 ｻｶﾀ ﾐｷ グランデパール播磨 女
C2W 6 475 紀藤 亜美 ｷﾄｳ ｱﾐ 岩井商会レーシング 女
C2W 7 476 田中 琴絵 たなかことえ 神戸市立兵庫商業高校 女
C2W 8 477 岩田 知夏 いわたともか 北桑田高校 女
C2W 9 478 下久保 初菜 しもくぼはつな 北桑田高校 女
C2W 10 479 永島 律子 ﾅｶﾞｼﾏ ﾘﾂｺ 女
C3 1 480 安井 祐一 やすいゆういち ＢＡＬＢＡ ＲＡＣＩＮＧ 男
C3 2 481 木村 茂 きむらしげる ＢＡＬＢＡ ＲＡＣＩＮＧ 男
C3 3 482 奥本 康文 おくもとやすふみ ＢＡＬＢＡ ＲＡＣＩＮＧ 男
C3 4 483 牧野 友哉 まきのともや ＢＡＬＢＡ ＲＡＣＩＮＧ 男
C3 5 484 野々川 佑也 ﾉﾉｶﾞﾜ ﾕｳﾔ ＢＲＥＺＺＡカミハギ 男
C3 6 485 赤木 伸行 あかぎのぶゆき Ｂダッシュ 男
C3 7 486 江藤 洋一朗 えとうよういちろう ＣＳＫ Ｒａｃｉｎｇ Ｃｌｕｂ 男
C3 8 487 森下 博 もりしたひろし ＣＳヤマダ 男
C3 9 488 山田 央彦 ﾔﾏﾀﾞ ﾃﾙﾋｺ ＣＳヤマダ 男
C3 10 489 大久保 和洋 ｵｵｸﾎﾞ ｶｽﾞﾋﾛ ＤＡＮＤＡＮ 男
C3 11 490 笠松 公輔 ｶｻﾏﾂ ｺｳｽｹ ＤＡＮＤＡＮ 男
C3 12 491 森 俊夫 ﾓﾘ ﾄｼｵ ＥＵＲＯ－ＷＯＲＫＳ Ｒａｃｉｎｇ 男
C3 13 492 成田 久志 ﾅﾘﾀ ﾋｻｼ ＨＡＹＡＴＥ 男
C3 14 493 友田 昌史 ともだまさふみ ＨＥＡＴ ＢＥＡＴ Ｃｏｍｐａｎｙ 男
C3 15 494 林 航 ﾊﾔｼ ﾜﾀﾙ ＨＭＲ-ｒａｃｉｎｇ 男
C3 16 495 山内 耕介 ﾔﾏｳﾁ ｺｳｽｹ ＨＭＲ-ｒａｃｉｎｇ 男
C3 17 496 和田 康之 わだやすゆき Ｉｎｆｉｔｙ 男
C3 18 497 中村 順宏 ﾅｶﾑﾗ ｼﾞｭﾝｺｳ ＫＯＮＳＩＮ-ＲＡＣＩＮＧ 男
C3 19 498 林 正敏 ﾊﾔｼ ﾏｻﾄｼ ｌａ ｐａｓｓｉｏｎ 男
C3 20 499 岡田 孟凡 ｵｶﾀﾞ ﾀｹﾋﾛ ｌａ ｐａｓｓｉｏｎ 男
C3 21 500 岡田 耕治 ｵｶﾀﾞ ｺｳｼﾞ ｌａ ｐａｓｓｉｏｎ 男
C3 22 501 伊藤 隆 ｲﾄｳ ﾀｶｼ ｌａ ｐａｓｓｉｏｎ 男
C3 23 502 黒崎 智之 ｸﾛｻｷ ﾄﾓﾕｷ ｌａ ｐａｓｓｉｏｎ 男
C3 24 503 松並 俊雄 まつなみとしお ｍａｓａｈｉｋｏｍｉｆｕｎｅ.ｃｏｍ 男
C3 25 504 小松 大祐 ｺﾏﾂ ﾀﾞｲｽｹ ＭＥ-ＴＵＥＢＯ 男
C3 26 505 大西 純一 ｵｵﾆｼ ｼﾞｭﾝｲﾁ ＮＡＳＵ ＦＡＮ ＣＬＵＢ 男
C3 27 506 浦谷 登 ｳﾗﾀﾆ ﾉﾎﾞﾙ ＮＡＳＵ ＦＡＮ ＣＬＵＢ 男
C3 28 507 渕上 純彦 ﾌﾁｶﾞﾐ ｱﾂﾋｺ ＮＡＳＵ ＦＡＮ ＣＬＵＢ 男
C3 29 508 兒島 省吾 ｺｼﾞﾏ ｼｮｳｺﾞ ＮＡＳＵ ＦＡＮ ＣＬＵＢ 男
C3 30 509 片山 仁 ｶﾀﾔﾏ ﾋﾄｼ ＮＯ！Ｐａｓｓｉｎｇ 男
C3 31 510 西川 芳宏 ﾆｼｶﾜ ﾖｼﾋﾛ ＯＵＣＣＯＢ 男
C3 32 511 弘中 大作 ﾋﾛﾅｶ ﾀﾞｲｻｸ ＰＣサイクルクラブ松本 男



C3 33 512 田中 伸之 ﾀﾅｶ ﾉﾌﾞﾕｷ ＲＩＳＥ-ＲＴ 男
C3 34 513 西村 文宏 ﾆｼﾑﾗ ﾌﾐﾋﾛ ＲＩＳＥ-ＲＴ 男
C3 35 514 桑江 淳太 ｸﾜｴ ｼﾞｭﾝﾀ Ｓａｋａｔａｎｉ Ｒａｃｉｎｇ 男
C3 36 515 大谷 一弘 ｵｵﾀﾆ ｶｽﾞﾋﾛ ｓｏ－ｒｕｎ 男
C3 37 516 植田 智也 ｳｴﾀﾞ ﾄﾓﾔ ＴＡＣＵＲＩＮＯ-ｂｌｏｇｌｉｎｅｓ 男
C3 38 517 水口 智之 みなくちさとし ＴＡＣＵＲＩＮＯ－ＭＢＫ 男
C3 39 518 河原 一之 かわはらかずゆき ＴＡＣＵＲＩＮＯ－ＭＢＫ 男
C3 40 519 西野 博信 ﾆｼﾉ ﾋﾛﾉﾌﾞ ＴＡＣＵＲＩＮＯ－ＭＢＫ 男
C3 41 520 東 昌幸 ﾋｶﾞｼ ﾏｻﾕｷ ＴＡＣＵＲＩＮＯ－ＭＢＫ 男
C3 42 521 林 貴彦 ﾊﾔｼ ﾀｶﾋｺ ＴＥＡＭ ２ちゃんねる 男
C3 43 522 中村 和昭 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞｱｷ ＴＥＡＭ ＤＡＮ ＤＡＮ 男
C3 44 523 月岡 幹雄 ﾂｷｵｶ ﾐｷｵ ＴＥＡＭ ＤＡＮ ＤＡＮ 男
C3 45 524 古茂田 健太 ｺﾓﾀﾞ ｹﾝﾀ Ｔｅａｍ Ｆｌａｔ３５ 男
C3 46 525 佐野 真義 さのなおよし Ｔｅａｍ ＳＡＫＡＴＡＮＩ 男
C3 47 526 小泉 信宏 ｺｲｽﾞﾐ ﾉﾌﾞﾋﾛ Ｔｅａｍ ＳＡＫＡＴＡＮＩ 男
C3 48 527 藤本 寛央 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾋﾛｵ Ｔｅａｍ ＳＡＫＡＴＡＮＩ 男
C3 49 528 島田 朗宏 ｼﾏﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ Ｔｅａｍ ＳＡＫＡＴＡＮＩ 男
C3 50 529 東 孝浩 ｱｽﾞﾏ ﾀｶﾋﾛ Ｔｅａｍ ＳＡＫＡＴＡＮＩ 男
C3 51 530 上西 浩司 ｳｴﾆｼ ｺｳｼﾞ Ｔｅａｍ ＳＡＫＡＴＡＮＩ 男
C3 52 531 小澤 隆 おざわたかし Ｔｅａｍ Ｓｐｅｅｄ 男
C3 53 532 保崎 はるや ほざきはるや ＴＥＡＭ ＴＯＰＦＩＥＬＤ 男
C3 54 533 林 泰弘 はやしやすひろ Ｔｅａｍ スクアドラ 男
C3 55 534 隅原 秀年 ｽﾐﾊﾗ ﾋﾃﾞﾄｼ Ｔｅａｍ スクアドラ 男
C3 56 535 西野 順一 ﾆｼﾉ ｼﾞｭﾝｲﾁ Ｔｅａｍ スクアドラ 男
C3 57 536 藤田 浩平 ﾌｼﾞﾀ ｺｳﾍｲ Ｔｅａｍ スクアドラ 男
C3 58 537 池田 貴志 ｲｹﾀﾞ ﾀｶｼ Ｔｅａｍ スクアドラ 男
C3 59 538 二川 和成 ﾆｶﾜ ｶｽﾞﾅﾘ Ｔｅａｍ スクアドラ 男
C3 60 539 柏木 徹 かしわぎてつ Ｔｅａｍ ちびちび号 男
C3 61 540 佐藤 忠一 さとうただかず ＴＥＡＭ追風 男
C3 62 541 森田 大理 もりただいり ＴＳＵ ＲＡＣＩＮＧ 男
C3 63 542 杉村 健一郎 ｽｷﾞﾑﾗ ｹﾝｲﾁﾛｳ ＴＳＵ ＲＡＣＩＮＧ 男
C3 64 543 稲瀬 朋之 ｲﾅｾ ﾄﾓﾕｷ ＷＥＭＯ 男
C3 65 544 鈴木 浩之 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾕｷ ＷＥＭＯ 男
C3 66 545 鈴木 健之 ｽｽﾞｷ ﾀｹﾕｷ ＷＥＭＯ 男
C3 67 546 今江 大輔 ｲﾏｴ ﾀﾞｲｽｹ ＷＨＩＴＥ ＪＡＣＫ ？ 男
C3 68 547 木村 聡 きむらさとし ＺＩＰＰＹタケウチＲＣ 男
C3 69 548 野崎 貴裕 ﾉｻﾞｷ ﾀｶﾋﾛ アストロ 男
C3 70 549 新本 竜也 にいもとたつや クラブ シルベスト 男
C3 71 550 益本 創志 ﾏｽﾓﾄ ｿｳｼ クラブ シルベスト 男
C3 72 551 下江 薫 ｼﾓｴ ｶｵﾙ クラブ シルベスト 男
C3 73 552 東 勝義 ﾋｶﾞｼ ｶﾂﾖｼ シマノドリンキング 男
C3 74 553 林 忠広 ﾊﾔｼ ﾀﾀﾞﾋﾛ ストラーダレーシング 男
C3 75 554 吉田 誠 よしだまこと ストラーダレーシング 男
C3 76 555 佐野 光宏 さのみつひろ ストラーダレーシング 男
C3 77 556 舘 博文 ﾀﾁ ﾋﾛﾌﾐ ストラーダレーシング 男
C3 78 557 松田 博之 ﾏﾂﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ ストラーダレーシング 男
C3 79 558 織田 正和 ｵﾀﾞ ﾏｻｶｽﾞ たからくじ同好会 男
C3 80 559 松浦 精司 まつうらせいじ チーム サニーサイド 男
C3 81 560 藤吉 晃士朗 ふじよしこうしろう チーム ニルス 男
C3 82 561 湯浅 修 ゆあさおさむ チーム ヒナコ 男
C3 83 562 西田 亮太 にしだりょうた チーム リエゾン 男
C3 84 563 津田 淳志 ﾂﾀﾞ ｱﾂｼ チームぐるぺっと 男
C3 85 564 前原 憲治 ﾏｴﾊﾗ ｹﾝｼﾞ チームご近所さん 男
C3 86 565 山本 裕治 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｼﾞ チームユウユウ 男
C3 87 566 長谷川 将 はせがわまさる チームりんりん 男
C3 88 567 原田 輝久 はらだてるひさ チームりんりん 男
C3 89 568 湯浅 毅彦 ゆあさたけひこ チームりんりん 男
C3 90 569 大構 規之 ｵｵｶﾞﾏｴ ﾉﾘﾕｷ チームレグルス 男
C3 91 570 大津 誠 ｵｵﾂ ﾏｺﾄ つうばいつうレーシングチーム 男
C3 92 571 中田 太郎 ﾅｶﾀﾞ ﾀﾛｳ トーヨーＲＴ 男
C3 93 572 平井 欣也 ひらいきんや トクシマレーシング 男
C3 94 573 武田 高志 たけだたかし ナカガワＡＳ・Ｋ’デザイン 男
C3 95 574 佐藤 健一 ｻﾄｳ ｹﾝｲﾁ のんびり出来るの。 男
C3 96 575 吉田 毅 よしだたけし パナソニックレーシングチーム 男



C3 97 576 關 直史 ｾｷ ﾀﾀﾞｼ フォルツァＡＳ 男
C3 98 577 ｱﾄｷﾝｿﾝ･ｱﾝﾄﾞﾘｭｰ ｱﾄｷﾝｿﾝ･ｱﾝﾄﾞﾘｭｰ またさか 男
C3 99 578 浜崎 晋一 はまざきしんいち またんごＣ.Ｔ. 男
C3 100 579 松本 真介 ﾏﾂﾓﾄ ｼﾝｽｹ まほロバＲＣ 男
C3 101 580 前田 宗幸 ﾏｴﾀﾞ ﾑﾈﾕｷ ミツモ -Ｍ 男
C3 102 581 松本 成治 ﾏﾂﾓﾄ ｾｲｼﾞ リブロング神戸 男
C3 103 582 南薗 正一 ﾐﾅﾐｿﾞﾉ ｼｮｳｲﾁ 違駄天 男
C3 104 583 増井 英人 ﾏｽｲ ﾋﾃﾞﾄ 違駄天 男
C3 105 584 寺岡 敦史 ﾃﾗｵｶ ｱﾂｼ 違駄天 男
C3 106 585 東海林 浩平 ｼｮｳｼﾞ ｺｳﾍｲ 岩井商会レーシング 男
C3 107 586 今井 健太 いまいけんた 京都工繊大トライアスロンサークル 男
C3 108 587 荒木 佑馬 あらきゆうま 京都大学自転車競技連盟 男
C3 109 588 東口 涼 ひがしぐちりょう 京都大学自転車競技連盟 男
C3 110 589 長森 浩平 ながもりこうへい 京都大学自転車競技連盟 男
C3 111 590 松本 翔悟 まつもとしょうご 京都大学自転車競技連盟 男
C3 112 591 堤 崇男 つつみたかお 京都大学自転車競技連盟 男
C3 113 592 奥村 将徳 おくむらまさのり 京都大学自転車競技連盟 男
C3 114 593 川嵜 拓郎 ｶﾜｻｷ ﾀｸﾛｳ 深田マジリング 男
C3 115 594 山之内 大希 やまのうちだいき 神交アスリートクラブ 男
C3 116 595 小池 貴裕 こいけたかひろ 神交アスリートクラブ 男
C3 117 596 堀川 真二 ほりかわしんじ 神交アスリートクラブ 男
C3 118 597 高馬 聖貴 こうまきよたか 神交アスリートクラブ 男
C3 119 598 高橋 哲也 たかはしてつや 人力車 男
C3 120 599 中山 直樹 ﾅｶﾔﾏ ﾅｵｷ 村田製作所 男
C3 121 600 川尻 進一 かわじりしんいち 大阪経済大学 男
C3 122 601 大皿 晃平 ｵｵｻﾗ ｺｳﾍｲ 大阪市立大学 男
C3 123 602 加納 大雅 ｶﾉｳ ﾋﾛﾉﾘ 大阪府立大学 男
C3 124 603 橋本 圭多 はしもとけいた 同志社大学 男
C3 125 604 加藤 邦晃 かとうくにあき 同志社大学 男
C3 126 605 島西 拓実 しまにしたくみ 同志社大学 男
C3 127 606 田中 心太郎 たなかしんたろう 同志社大学 男
C3 128 607 清水 洋佑 しみずようすけ 同志社大学 男
C3 129 608 石田 真義 ｲｼﾀﾞ ﾏｻﾖｼ 豊和工業自転車部 男
C3 130 609 小林 良悟 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳｺﾞ 妄想男 男
C3 131 610 今津 徹哉 いまづてつや 龍谷大学自転車部 男
C3 132 611 小野 一晃 おのかずあき 男
C3 133 612 小泉 淳二 こいずみじゅんじ 男
C3 134 613 宮 一貴 みやかずき 男
C3 135 614 加藤 雅人 かとうまさと 男
C3 136 615 矢木 健二 やぎけんじ 男
C3 137 616 川本 裕二 かわもとゆうじ 男
C3 138 617 坂田 一義 さかたかずよし 男
C3 139 618 奥川 健一 おくかわけんいち 男
C3 140 619 諏訪部 道彦 すわべみちひこ 男
C3 141 620 田中 良亮 たなかりょうすけ 男
C3 142 621 金杉 浩幸 ｶﾅｽｷﾞ ﾋﾛﾕｷ 男
C3 143 622 上村 典久 ｳｴﾑﾗ ﾉﾘﾋｻ 男
C3 144 623 可児 秀樹 ｶﾆ ﾋﾃﾞｷ 男
C3 145 624 山名 智公 ﾔﾏﾅ ﾁｻﾄ 男
C3 146 625 瀬口 淳一 ｾｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝｲﾁ 男
C3 147 626 杉浦 宏和 ｽｷﾞｳﾗ ﾋﾛｶｽﾞ 男
C3 148 627 岸田 有三 ｷｼﾀﾞ ﾕｳｿﾞｳ 男
C3 149 628 坂田 昌治 ｻｶﾀ ﾏｻﾊﾙ 男
C3 150 629 那谷 典史 ﾅﾀ ﾖｼﾌﾐ 男
C3 151 630 田丸 晃 ﾀﾏﾙ ｱｷﾗ 男
C3 152 631 岡林 和人 ｵｶﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾄ 男
C3 153 632 安川 洋平 ﾔｽｶﾜ ﾖｳﾍｲ 男
C3 154 633 田森 誠規 ﾀﾓﾘ ﾏｻﾉﾘ 男
C3 155 634 小川 修 ｵｶﾞﾜ ｵｻﾑ 男
C3 156 635 西田 恭明 ﾆｼﾀﾞ ﾔｽｱｷ 男
C3 157 636 足立 和浩 ｱﾀﾞﾁ ｶｽﾞﾋﾛ 男
C3 158 637 畠中 英樹 ﾊﾀｹﾅｶ ﾋﾃﾞｷ 男
C3 159 638 細川 洋平 ﾎｿｶﾜ ﾖｳﾍｲ 男
C3 160 639 前田 真吾 ﾏｴﾀﾞ ｼﾝｺﾞ 男



C3 161 640 谷脇 章弘 ﾀﾆﾜｷ ｱｷﾋﾛ 男
C3 162 641 柏原 浩二 ｶｼﾊﾗ ｺｳｼﾞ 男
C3 163 642 中山 朋也 ﾅｶﾔﾏ ﾄﾓﾔ 男
C3 164 643 西田 光宏 ﾆｼﾀﾞ ﾐﾂﾋﾛ 男
C3 165 644 森本 和成 ﾓﾘﾓﾄ ｶｽﾞﾅﾘ 男
C3 166 645 増田 優次 ﾏｽﾀﾞ ﾕｳｼﾞ 男
C3 167 646 山下 富生 ﾔﾏｼﾀ ﾄﾐｵ 男
C3 168 647 朝田 政男 ｱｻﾀﾞ ﾏｻｵ 男
C3 169 648 名倉 克尚 ﾅｸﾞﾗ ｶﾂﾋｻ 男
C3 170 649 広出 靖之 ﾋﾛﾃﾞ ﾔｽｼ 男
C3 171 650 上村 大輔 ｶﾐﾑﾗ ﾀﾞｲｽｹ 男
C3 172 651 三木 俊克 ﾐｷ ﾄｼｶﾂ 男
C3 173 652 大久保 直樹 ｵｵｸﾎﾞ ﾅｵｷ 男
C3 174 653 伊藤 誠 ｲﾄｳ ﾏｺﾄ 男
C3 175 654 重松 隆幸 ｼｹﾞﾏﾂ ﾀｶﾕｷ 男
C3 176 655 清水 亮宏 ｼﾐｽﾞ ｱｷﾋﾛ 男
C3 177 656 藤井 寛順 ﾌｼﾞｲ ﾋﾛﾉﾌﾞ 男
C3S 1 657 滝波 範男 ﾀｷﾅﾐ ﾉﾘｵ ＢＡＬＢＡ ＲＡＣＩＮＧ 男
C3S 2 658 三屋 雅信 みやまさのぶ ＢＡＬＢＡ ＲＡＣＩＮＧ 男
C3S 3 659 寺本 史生 てらもとふみお ＢＡＬＢＡ ＲＡＣＩＮＧ 男
C3S 4 660 吉岡 真治 よしおかしんじ ＢＡＬＢＡ ＲＡＣＩＮＧ 男
C3S 5 661 樋口 伸之 ひぐちのぶゆき ＣＳカンザキ 男
C3S 6 662 谷端 秀貴 ﾀﾆﾊﾞﾀ ﾋﾃﾞｷ ＣＳヤマダ 男
C3S 7 663 巳波 一郎 ﾐﾅﾐ ｲﾁﾛｳ Ｅｕｒｏ-Ｗｏｒｋｓ 男
C3S 8 664 清水 浩次 ｼﾐｽﾞ ｺｳｼﾞ Ｆｒｏｍ Ｔｈｉｒｔｙ 男
C3S 9 665 望月 正明 もちづきまさあき ＦＵＫＡＤＡまじりんぐ 男
C3S 10 666 深尾 繁治 ﾌｶｵ ｼｹﾞﾊﾙ ＦＵＫＡＤＡまじりんぐ 男
C3S 11 667 竹内 直樹 ﾀｹｳﾁ ﾅｵｷ ＦＵＫＡＤＡまじりんぐ 男
C3S 12 668 樽角 清治 たるかどきよじ ＨＯＬＩＤＡＹ Ｃ.Ｃ 男
C3S 13 669 安藤 勝治 ｱﾝﾄﾞｳ ｶﾂｼﾞ ＭＩＮＯＵＲＡ大垣レーシング 男
C3S 14 670 盛岡 豊 ﾓﾘｵｶ ﾕﾀｶ Ｍｏｒｉｃｏ Ｗａｖｅ 勇城 男
C3S 15 671 中谷 征夫 ﾅｶﾀﾆ ﾏｻｵ Ｒ.Ｔ.いちもくさん 男
C3S 16 672 上加世田 記生 うえかせだきせい Ｒａｉｂｏｗ Ｒａｃｉｎｇ 男
C3S 17 673 細谷 秀之 ﾎｿﾀﾆ ﾋﾃﾞﾕｷ ＲＩＳＥ-ＲＴ 男
C3S 18 674 藤本 宏 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾋﾛｼ ｒｕｎｎａｗａｙｓ 男
C3S 19 675 武本 匠司 ﾀｹﾓﾄ ｼｮｳｼﾞ ｒｕｎｎａｗａｙｓ 男
C3S 20 676 阿部 伸太朗 ｱﾍﾞ ｼﾝﾀﾛｳ ｒｕｎｎａｗａｙｓ 男
C3S 21 677 湯川 竜伺 ゆかわりゅうじ ＳＡＫＡＩ★ＲＡＣＩＮＧ 男
C3S 22 678 澤田 龍之 さわだたつゆき ＳＰＡＤＥ ＡＣＥ 男
C3S 23 679 秋山 隆一 ｱｷﾔﾏ ﾘｭｳｲﾁ ＴＡＣＵＲＩＮＯ－ＭＢＫ 男
C3S 24 680 松村 勇一 ﾏﾂﾑﾗ ﾕｳｲﾁ ＴＥＡＭ ＤＡＮ ＤＡＮ 男
C3S 25 681 坂本 眞徳 ｻｶﾓﾄ ﾏｻﾉﾘ Ｔｅａｍ Ｓａｋａｔａｎｉ 男
C3S 26 682 田中 康敬 ﾀﾅｶ ﾔｽﾋﾛ Ｔｅａｍ Ｓａｋａｔａｎｉ 男
C3S 27 683 山下 郁夫 ﾔﾏｼﾀ ｲｸｵ Ｔｅａｍ Ｓａｋａｔａｎｉ 男
C3S 28 684 渡邊 敬夫 わたなべたかお Ｔｅａｍ Ｓｐｅｅｄ 男
C3S 29 685 給田 義昭 きゅうたよしあき Ｔｅａｍ ＶＸ 男
C3S 30 686 杉尾 直明 ｽｷﾞｵ ﾅｵｱｷ Ｔｅａｍ スクアドラ 男
C3S 31 687 涌本 幸志 ﾜｸﾓﾄ ｺｳｼ Ｔｅａｍ Ｓａｋａｔａｎｉ 男
C3S 32 688 下垣内 直紀 ｼﾓｶﾞｲﾄ ﾅｵｷ Ｔｅａｍ スクアドラ 男
C3S 33 689 片山 順一 かたやまじゅんいち ＶＩＶＡＣＥ４１９ 男
C3S 34 690 加治木 秀志 かじきひでし ＶＩＶＡＣＥ４１９ 男
C3S 35 691 松元 剛 ﾏﾂﾓﾄ ﾂﾖｼ ＺｉｐｐｙタケウチＲＣ 男
C3S 36 692 宮本 光則 みやもとみつのり ウィルワークス 男
C3S 37 693 平本 久三 ﾋﾗﾓﾄ ﾋｻﾐ エバーウィンＲＣ 男
C3S 38 694 塩崎 勝久 しおざきかつひさ オキドキスロースタイル神戸 男
C3S 39 695 幅田 一志 はばたかずし クラブ シルベスト 男
C3S 40 696 羽田 正 はだただし クラブ シルベスト 男
C3S 41 697 藤岡 英景 ふじおかひであき クラブ シルベスト 男
C3S 42 698 黒田 正巳 ｸﾛﾀﾞ ﾏｻﾐ クラブ シルベスト 男
C3S 43 699 佐藤 利圭 ｻﾄｳ ﾄｼﾓﾘ クラブ シルベスト 男
C3S 44 700 福島 薫一 ﾌｸｼﾏ ｸﾝｲﾁ クラブ シルベスト 男
C3S 45 701 村田 眞志 ﾑﾗﾀ ﾏｻｼ クラブ シルベスト 男
C3S 46 702 岡本 浩 ｵｶﾓﾄ ﾋﾛｼ クラブ シルベスト 男
C3S 47 703 益本 恵 ﾏｽﾓﾄ ﾒｸﾞﾑ クラブ シルベスト 男



C3S 48 704 柿永 謙司 ｶｷﾅｶﾞ ｹﾝｼﾞ クラブシルベストチンクワンタ 男
C3S 49 705 柏本 雅司 ｶｼﾓﾄ ﾏｻｼ サイクルチーム 男
C3S 50 706 谷村 貴樹 たにむらたかき ストラーダレーシング 男
C3S 51 707 吉川 伸 ﾖｼｶﾜ ｼﾝ ストラーダレーシング 男
C3S 52 708 篁 雄巳 たかむらゆうじ スペリアーモ・イワイ 男
C3S 53 709 酒井 研二 ｻｶｲ ｹﾝｼﾞ ターミネーターＲＴ 男
C3S 54 710 小出 浩雅 ｺｲﾃﾞ ﾋﾛﾏｻ ターミネーターＲＴ 男
C3S 55 711 筒井 正信 ﾂﾂｲ ﾏｻﾉﾌﾞ チーム サカタニ 男
C3S 56 712 冨田 厚志 ﾄﾐﾀ ｱﾂｼ チーム Ｇｉｒｏ 男
C3S 57 713 田中 拓哉 ﾀﾅｶ ﾀｸﾔ チーム サニーサイド 男
C3S 58 714 寸田 顕 ｽﾝﾀﾞ ｱｷﾗ チーム恋来 男
C3S 59 715 高木 直樹 ﾀｶｷﾞ ﾅｵｷ チョモ練チョッキース゛ 男
C3S 60 716 塚本 好信 つかもとよしのぶ つうばいつうＲＣ 男
C3S 61 717 竹田 豊 ﾀｹﾀﾞ ﾕﾀｶ つぅばいつぅレーシング 男
C3S 62 718 清水 裕之 ｼﾐｽﾞ ﾋﾛﾕｷ つうばいつうレーシング 男
C3S 63 719 山中 康正 ﾔﾏﾅｶ ﾔｽﾏｻ つうばいつうレーシング 男
C3S 64 720 廣瀬 尚紀 ﾋﾛｾ ﾅｵｷ つうばいつうレーシング 男
C3S 65 721 秋房 伸一 あきふさしんいち トーヨーＲＴ 男
C3S 66 722 飯 聡 いいあきら トーヨーＲＴ 男
C3S 67 723 四方 史哉 ｼｶﾀ ﾌﾐﾔ トーヨーＲＴ 男
C3S 68 724 竹内 民夫 ﾀｹｳﾁ ﾀﾐｵ トーヨーＲＴ 男
C3S 69 725 杜若 治彦 かきつばたはるひこ トーヨーＲＴ 男
C3S 70 726 鵜島 逸郎 うのしまいつろう トラクターＲＣ 男
C3S 71 727 大永 徳彦 ｵｵﾅｶﾞ ﾉﾘﾋｺ トラクターＲＣ 男
C3S 72 728 小久保 正彦 ｺｸﾎﾞ ﾏｻﾋｺ まほロバＲＣ 男
C3S 73 729 得津 公義 ﾄｸﾂ ｷﾐﾖｼ もっこりパンティーズ 男
C3S 74 730 和島 恭士郎 ﾜｼﾞﾏ ｷｮｳｼﾛｳ レグルス 男
C3S 75 731 七野 智昭 ｼﾁﾉ ﾄﾓｱｷ 伊丹ＮＣＣ 男
C3S 76 732 高津 宣行 ﾀｶﾂ ﾉﾌﾞﾕｷ 伊丹ＮＣＣ 男
C3S 77 733 糸本 守 ｲﾄﾓﾄ ﾏﾓﾙ 伊丹ＮＣＣ 男
C3S 78 734 鳥居 英司 ﾄﾘｲ ｴｲｼﾞ 京都市交通局 男
C3S 79 735 曽我部 斗二郎 ｿｶﾞﾍﾞ ﾄｼﾞﾛｳ 西神戸クラブ 男
C3S 80 736 水谷 聡 ﾐｽﾞﾀﾆ ｻﾄﾙ 鷹組 男
C3S 81 737 井上 長作 いのうえちょうさく 本町クラブ堺 男
C3S 82 738 梶川 明久 かじかわあきひさ 本町クラブ堺 男
C3S 83 739 細杖 純二 ﾎｿｴ ｼﾞｭﾝｼﾞ 和歌山ＴＥＡＭ ＴＷＩＮＫＬＥ 男
C3S 84 740 伊与木 洋 いよきひろし 男
C3S 85 741 石田 純之 いしだあつし 男
C3S 86 742 中村 一馬 なかむらかずま 男
C3S 87 743 高木 一真 たかぎかずま 男
C3S 88 744 磯村 正 ｲｿﾑﾗ ﾀﾀﾞｼ 男
C3S 89 745 中川 博之 ﾅｶｶﾞﾜ ﾋﾛﾕｷ 男
C3S 90 746 井本 憲 ｲﾓﾄ ｻﾄｼ 男
C3S 91 747 服部 享英 ﾊｯﾄﾘ ﾀｶﾋﾗ 男
C3S 92 748 山本 秀樹 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾃﾞｷ 男
C3S 93 749 加藤 浩一 ｶﾄｳ ｺｳｲﾁ 男
C3S 94 750 下中 康史 ｼﾓﾅｶ ﾔｽｼ 男
C3S 95 751 竹本 弘樹 ﾀｹﾓﾄ ﾋﾛｷ 男
C3S 96 752 曽我部 とう二郎 ｿｶﾞﾍﾞ ﾄｳｼﾞﾛｳ 男
C3S 97 753 菅澤 和彦 ｽｶﾞｻﾜ ｶｽﾞﾋｺ 男
C3S 98 754 波戸元 一浩 ﾊﾄﾓﾄ ｶｽﾞﾋﾛ 男
C3S 99 755 竹村 年生 ﾀｹﾑﾗ ﾄｼｵ 男
C3S 100 756 増田 晴海 ﾏｽﾀﾞ ﾊﾙﾐ 男
C3S 101 757 山本 浩之 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛﾕｷ 男
C3S 102 758 福井 順 ﾌｸｲ ｽﾅｵ 男
C3S 103 759 池田 礼二 ｲｹﾀﾞ ﾚｲｼﾞ 男
C3S 104 760 宮田 吉信 ﾐﾔﾀ ﾖｼﾉﾌﾞ 男
C3S 105 761 秋丸 仁政 ｱｷﾏﾙ ﾖｼﾏｻ 男
C3W 1 762 宗 千栄子 ｿｳ ﾁｴｺ ＴＡＣＵＲＩＮＯ－ＭＢＫ 女
C3W 2 763 藤原 美和子 ふじわらみわこ ＴＥＡＭ ＴＯＰＦＩＥＬＤ 女
C3W 3 764 浅田 久美子 ｱｻﾀﾞ ｸﾐｺ ＴＥＡＭ 光 女
C3W 4 765 中村 尚子 ﾅｶﾑﾗ ｼｮｳｺ エバーウィンＲＣ 女
C3W 5 766 上田 順子 うえだじゅんこ クラブ シルベスト 女
C3W 6 767 宮里 智恵 ﾐﾔｻﾞﾄ ﾁｴ クラブ シルベスト 女



C3W 7 768 釜下 裕子 ｶﾏｼﾀ ﾕｳｺ サカタニレーシンぐ～！ 女
C3W 8 769 角内 郁子 ｶｸｳﾁ ｲｸｺ サカタニレーシングかも 女
C3W 9 770 田中 佳和子 ﾀﾅｶ ｶﾅｺ 女
C3W 10 771 山本 記佐 ﾔﾏﾓﾄ ｷｻ 女
C3W 11 772 秋丸 朋子 ｱｷﾏﾙ ﾄﾓｺ 女
CY 1 773 秋田 拓磨 ｱｷﾀ ﾀｸﾏ ＢＡＬＢＡ ＲＡＣＩＮＧ 男
CY 2 774 轟 和海 ﾄﾄﾞﾛｷ ｶｽﾞﾐ ＣＳヤマダ 男
CY 3 775 井上 大輔 いのうえだいすけ ＲＴいちもくさん 男
CY 4 776 松永 圭峻 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾖｼﾀｶ ウイルワークスJr 男
CY 5 777 野島 遊 ﾉｼﾞﾏ ﾕｳ クラブ シルベスト 男
CY 6 778 八木 悠太 やぎゆうた ちびロケ 男
C4 1 779 川西 明洋 かわにしあきひろ ＡＩＯＬＯＳ 男
C4 2 780 副島 洋昭 ｿｴｼﾞﾏ ﾋﾛｱｷ ＢＡＬＢＡ ＲＡＣＩＮＧ 男
C4 3 781 藤澤 洋平 ふじさわようへい ＢＡＬＢＡ ＲＡＣＩＮＧ 男
C4 4 782 大久保 準 おおくぼじゅん ＢＡＬＢＡ ＲＡＣＩＮＧ 男
C4 5 783 盛屋 英二 もりやえいじ ＢＡＬＢＡ ＲＡＣＩＮＧ 男
C4 6 784 加藤 貴行 かとうたかゆき ＢＡＬＢＡ ＲＡＣＩＮＧ 男
C4 7 785 武田 好晴 たけだよしはる ＢＡＬＢＡ ＲＡＣＩＮＧ 男
C4 8 786 井上 勝利 いのうえかつとし ＢＡＬＢＡ ＲＡＣＩＮＧ 男
C4 9 787 原田 仁司 はらだひとし ＢＡＬＢＡ ＲＡＣＩＮＧ 男
C4 10 788 岡本 典行 おかもとのりゆき ＢＡＬＢＡ ＲＡＣＩＮＧ 男
C4 11 789 出井 優一 でいゆういち ＢＡＬＢＡ ＲＡＣＩＮＧ 男
C4 12 790 宮本 義信 みやもとよしのぶ ＢＡＬＢＡ ＲＡＣＩＮＧ 男
C4 13 791 成田 一郎 なりたいちろう ＢＡＬＢＡ ＲＡＣＩＮＧ 男
C4 14 792 伊藤 健 ｲﾄｳ ﾀｹｼ ＣＳヤマダ 男
C4 15 793 大島 健裕 ｵｵｼﾏ ﾀｹﾋﾛ ＣＳヤマダ 男
C4 16 794 太田 隆博 おおたたかひろ Ｅｑｕｌｎｏｘ Ｒａｃｉｎｇ Ｔｅａｍ 男
C4 17 795 青山 護 あおやままもる ＦＵＫＡＤＡまじりんぐ 男
C4 18 796 塩見 誠 ｼｵﾐ ﾏｺﾄ ＦＵＫＡＤＡまじりんぐ 男
C4 19 797 島添 雅浩 ｼﾏｿﾞｴ ﾏｻﾋﾛ ＦＵＫＡＤＡまじりんぐ 男
C4 20 798 安田 京介 やすだきょうすけ Ｇ☆リッピーノ 男
C4 21 799 藤本 健司 ﾌｼﾞﾓﾄ ｹﾝｼﾞ ＨＡＵＦＵ １／２ 男
C4 22 800 濱子 高志 ﾊﾏｺ ﾀｶｼ ＨＡＵＦＵ １／２ 男
C4 23 801 江草 隆志 ｴｸﾞｻ ﾀｶｼ Ｔｅａｍ ＨＥＡＲＴ ＢＥＡＴ Ｒａｃｉｎｇ 男
C4 24 802 西村 浩一 ﾆｼﾑﾗ ｺｳｲﾁ ｍａｓａｈｉｋｏｍｉｆｕｎｅ.ｃｏｍ 男
C4 25 803 中西 武徳 ﾅｶﾆｼ ﾀｹﾉﾘ ＮＦ☆ＦＣ 男
C4 26 804 奥津 康介 ｵｸﾂ ｺｳｽｹ ＳＰＡＤＥ ＡＣＥ 男
C4 27 805 稲治 芳樹 いなじよしき ｔｅａｍ ｌａ ｐａｓｓｉｏｎ 男
C4 28 806 木村 まさとき きむらまさとき Ｔｅａｍ Ｗｅｄｎｅｓｄｒｙ 男
C4 29 807 西川 修司 ﾆｼｶﾜ ｼｭｳｼﾞ Ｔｅａｍ スクアドラ 男
C4 30 808 村田 友亮 ﾑﾗﾀ ﾄﾓｱｷ ＷＡＰＰＡ☆ＣＬＵＢ 男
C4 31 809 中島 多々楽 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀﾀﾗ ウィーラースクールジャパン 男
C4 32 810 石川 雄也 いしかわゆうや エバーウィンキッズ 男
C4 33 811 加藤 誠 かとうまこと クラブ シルベスト 男
C4 34 812 益本 恭志 ﾏｽﾓﾄ ﾋｻｼ クラブ シルベスト 男
C4 35 813 山本 大助 ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ ケッタマシーン隊 男
C4 36 814 麻田 貴文 ｱｻﾀﾞ ﾀｶﾌﾐ サンワレーシング 男
C4 37 815 木村 幸史 ｷﾑﾗ ｺｳｼﾞ シャカリキ自転車部 男
C4 38 816 佐藤 満 さとうみつる スネゲミショリレーシング 男
C4 39 817 奥田 英一 ｵｸﾀﾞ ｴｲｲﾁ スペリアーモイワイ 男
C4 40 818 内部 幸太郎 ｳﾁﾍﾞ ｺｳﾀﾛｳ たからくじ同好会 男
C4 41 819 門野 邦康 かどのくにやす チーム・セストリエール 男
C4 42 820 西畑 達夫 ﾆｼﾊﾀ ﾀﾂｵ チーム・セストリエール 男
C4 43 821 田平 実 ﾀﾋﾗ ﾐﾉﾙ チームレグルス 男
C4 44 822 山田 和宏 ﾔﾏﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ チーム泥んこプロレス 男
C4 45 823 坂本 伸太郎 さかもとしんたろう まほロバＲＣ 男
C4 46 824 山西 知之 ﾔﾏﾆｼ ﾄﾓﾕｷ ミツモ 男
C4 47 825 松本 慎一 まつもとしんいち リブロング 男
C4 48 826 福山 順大 ふくやまよしひろ 綾部サイクルフレンズ 男
C4 49 827 秋田 智隆 あきたともたか 綾部サイクルフレンズ 男
C4 50 828 後藤 孝 ｺﾞﾄｳ ﾀｶｼ 関西大学 男
C4 51 829 勝野 正規 ｶﾂﾉ ﾏｻｷ 関西大学 男
C4 52 830 永立 貴良 ｴｲﾘｭｳ ﾀｶﾖｼ 関西大学 男
C4 53 831 宮本 貴司 ﾐﾔﾓﾄ ﾀｶｼ 関西大学 男



C4 54 832 久保井 聡 ｸﾎﾞｲ ｻﾄｼ 高島市役所ＣＴ 男
C4 55 833 庄田 裕貴 ｼｮｳﾀﾞ ﾕｳｷ 川西北陵高校 男
C4 56 834 芝田 弘樹 しばたひろき 大阪経済大学 男
C4 57 835 高橋 亮 たかはしりょう 大阪経済大学 男
C4 58 836 福西 勇之助 ふくにしゆうのすけ 男
C4 59 837 栗林 禎輔 くりばやしただすけ 男
C4 60 838 諸角 誠 もろかどまこと 男
C4 61 839 藤田 元稀 ﾌｼﾞﾀ ﾓﾄｷ 男
C4 62 840 入江 晋平 ｲﾘｴ ｼﾝﾍﾟｲ 男
C4 63 841 奥村 康平 ｵｸﾑﾗ ｺｳﾍｲ 男
C4 64 842 中川 智裕 ﾅｶｶﾞﾜ ﾄﾓﾋﾛ 男
C4 65 843 横谷 隆幸 ﾖｺﾀﾆ ﾀｶﾕｷ 男
C4 66 844 宮本 雄志郎 ﾐﾔﾓﾄ ﾕｳｼﾞﾛｳ 男
C4 67 845 大下 岳志 ｵｵｼﾀ ﾀｹｼ 男
C4 68 846 前川 純一 ﾏｴｶﾜ ｼﾞｭﾝｲﾁ 男
C4 69 847 横田 浩二 ﾖｺﾀ ｺｳｼﾞ 男
C4 70 848 吉田 祝善 ﾖｼﾀﾞ ﾉﾘﾖｼ 男
C4 71 849 澤田 卓 ｻﾜﾀﾞ ｽｸﾞﾙ 男
C4 72 850 西 良典 ﾆｼ ﾖｼﾉﾘ 男
C4 73 851 福田 隆宏 ﾌｸﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 男
C4 74 852 中村 和志 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞｼ 男
C4 75 853 中村 喬 ﾅｶﾑﾗ ﾀｶｼ 男
C4 76 854 宮本 貴尚 ﾐﾔﾓﾄ ﾀｶﾋｻ 男
C4 77 855 下世古 拓見 ｼﾓｾｺ ﾀｸﾐ 男
C4 78 856 奥西 雅之 ｵｸﾆｼ ﾏｻﾕｷ 男
C4 79 857 岡田 智宏 ｵｶﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ 男
C4 80 858 豊田 高志 ﾄﾖﾀﾞ ﾀｶｼ 男
C4 81 859 宮野 暁 ﾐﾔﾉ ｱｷﾗ 男
C4 82 860 織田 真人 ｵﾘﾀ ﾏｻﾄ 男
C4 83 861 松原 友紀 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾄﾓﾉﾘ 男
C4 84 862 千崎 弘人 ｾﾝｻﾞｷ ﾋﾛﾄ 男
C4S 1 863 三好 昭彦 ﾐﾖｼ ｱｷﾋｺ Ａｌｌｅｇｒｅｚｚａ ｅ-ｃｙｃｌｅ 男
C4S 2 864 宮川 和彦 みやがわかずひこ ＢＡＬＢＡ ＲＡＣＩＮＧ 男
C4S 3 865 細川 浩司 ﾎｿｶﾜ ｺｳｼ ＣＳヤマダ 男
C4S 4 866 川島 時男 ｶﾜｼﾏ ﾄｷｵ ＣＳヤマダ 男
C4S 5 867 尾崎 昇 ｵｻﾞｷ ﾉﾎﾞﾙ ＦＵＫＡＤＡまじりんぐ 男
C4S 6 868 渡辺 正弘 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾋﾛ ＨｏｔｔＳｐｉｎ 男
C4S 7 869 徳田 三男 とくだみつお ＫＲＯＣＣ 男
C4S 8 870 今井 泰光 ｲﾏｲ ﾔｽﾐﾂ ｌａ ｐａｓｓｉｏｎ 男
C4S 9 871 矢田 昌宏 ﾔﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ ＲＩＳＥ-ＲＴ 男
C4S 10 872 穂迫 延博 ﾎｻｺ ﾉﾌﾞﾋﾛ ＳＡＮＷＡ Ｒ.Ｔ 男
C4S 11 873 中尾 祥浩 ﾅｶｵ ﾔｽﾋﾛ Ｔａｎｉｍｕｒａ ｅｉｇｈｔ ｒｕｎ 男
C4S 12 874 松本 真人 ﾏﾂﾓﾄ ﾏｺﾄ ｔｅａｍ ６０'ｓ 男
C4S 13 875 伊藤 正孝 ｲﾄｳ ﾏｻﾀｶ ｔｅａｍ ｌａ ｐａｓｓｉｏｎ 男
C4S 14 876 岸本 泰浩 ｷｼﾓﾄ ﾔｽﾋﾛ Ｔｅａｍ ＰＯＬＰＯ 男
C4S 15 877 村木 康男 ﾑﾗｷ ﾔｽｵ Ｔｅａｍ Ｓａｋａｔａｎｉ 男
C4S 16 878 藤原 幸春 ふじわらゆきはる ＴＥＡＭ ＴＯＰＦＩＥＬＤ 男
C4S 17 879 佐々木 静雄 ささきしずお Ｔｅａｍ スクアドラ 男
C4S 18 880 春野 武士 ﾊﾙﾉ ﾀｹｼ Ｔｅａｍ スクアドラ 男
C4S 19 881 武藤 慶太 ﾑﾄｳ ｹｲﾀ ＶＩＶＡＣＥ４１９ 男
C4S 20 882 平嶋 敏一 ひらじまとしかず ＺＩＰＰＹくずはＲＣ 男
C4S 21 883 金田 誠次 かなたせいじ エスペックレーシングチーム 男
C4S 22 884 青木 善郎 ｱｵｷ ﾖｼｵ サニーサイド 男
C4S 23 885 古川 良一 ﾌﾙｶﾜ ﾘｮｳｲﾁ チーム アークトゥルス 男
C4S 24 886 室山 和久 ﾑﾛﾔﾏ ｶｽﾞﾋｻ チームウエーブ 男
C4S 25 887 寺嶋 領一 ﾃﾗｼﾏ ﾑﾈｶｽﾞ チームご近所 男
C4S 26 888 楠本 二郎 ｸｽﾓﾄ ｼﾞﾛｳ チームサカタニ 男
C4S 27 889 東野 宗丈 ﾋｶﾞｼﾉ ﾑﾈﾀｹ チームたいしょうくん 男
C4S 28 890 松永 幸雄 まつながゆきお チーム恋来 男
C4S 29 891 齊藤 隆志 さいとうたかし トーヨーＲＴ 男
C4S 30 892 奥田 和朗 おくだかずろう メモレックス 男
C4S 31 893 野口 一人 ﾉｸﾞﾁ ｶｽﾞﾋﾄ ヤマシロ・クラブ 男
C4S 32 894 福山 保孝 ふくやまやすたか 綾部サイクルフレンズ 男
C4S 33 895 加藤 壽嗣 ｶﾄｳ ﾋｻﾂｸﾞ 違駄天 男



C4S 34 896 土井 博之 ﾄﾞｲ ﾋﾛﾕｷ 違駄天 男
C4S 35 897 藤井 高 ふじいたかし 西宮市役所自転車部 男
C4S 36 898 福田 晃道 ふくだあきみち 男
C4S 37 899 今井 芳治 いまいよしじ 男
C4S 38 900 井上 猛 いのうえたけし 男
C4S 39 901 福島 一雄 ふくしまかずお 男
C4S 40 902 日暮 雅夫 ひぐらしまさお 男
C4S 41 903 後藤 庸太 ｺﾞﾄｳ ﾖｳﾀ 男
C4S 42 904 松山 恭男 ﾏﾂﾔﾏ ﾔｽｵ 男
C4S 43 905 伊丹 圭一 ｲﾀﾐ ｹｲｲﾁ 男
C4S 44 906 西浦 豊 ﾆｼｳﾗ ﾕﾀｶ 男
C4S 45 907 雑賀 保彦 ｻｲｶﾞ ﾔｽﾋｺ 男
C4S 46 908 梅村 隆司 ｳﾒﾑﾗ ﾀｶｼ 男
C4S 47 909 仲 浩延 ﾅｶ ﾋﾛﾉﾌﾞ 男
C4S 48 910 新見 章彦 ﾆｲﾐ ｱｷﾋｺ 男
C4S 49 911 池田 章 ｲｹﾀﾞ ｱｷﾗ 男
C4S 50 912 猪飼 文治 ｲｶｲ ﾌﾐﾊﾙ 男
C4S 51 913 松本 憲二 ﾏﾂﾓﾄ ｹﾝｼﾞ 男
C4S 52 914 森川 純 ﾓﾘｶﾜ ｼﾞｭﾝ 男
C4S 53 915 大森 克洋 ｵｵﾓﾘ ｶﾂﾋﾛ 男
C4S 54 916 池野 忠洋 ｲｹﾉ ﾀﾀﾞﾋﾛ 男
C4S 55 917 増田 尚弘 ﾏｽﾀﾞ ﾅｵﾋﾛ 男
C4S 56 918 入江 清 ｲﾘｴ ｷﾖｼ 男
C4S 57 919 奥村 康仁 ｵｸﾑﾗ ﾔｽﾋﾄ 男
C4S 58 920 佐藤 孝博 ｻﾄｳ ﾀｶﾋﾛ 男
C4W 1 921 川西 晴恵 かわにしはるえ ＡＩＯＬＯＳ 女
C4W 2 922 古川 香織 ふるかわかおり ＢＡＬＢＡ ＲＡＣＩＮＧ 女
C4W 3 923 丸山 恭子 まるやまきょうこ ＢＡＬＢＡ ＲＡＣＩＮＧ 女
C4W 4 924 宮川 佳代 みやがわかよ ＢＡＬＢＡ ＲＡＣＩＮＧ 女
C4W 5 925 森 智子 もりともこ ＢＡＬＢＡ ＲＡＣＩＮＧ 女
C4W 6 926 居関 真澄 いせきますみ ＢＡＬＢＡ ＲＡＣＩＮＧ 女
C4W 7 927 吉岡 麻里代 よしおかまりよ ＢＡＬＢＡ ＲＡＣＩＮＧ 女
C4W 8 928 大島 雅紀 ｵｵｼﾏ ﾏｻｷ ＣＳヤマダ 女
C4W 9 929 谷端 留未 ﾀﾆﾊﾞﾀ ﾙﾐ ＣＳヤマダ 女
C4W 10 930 溝口 育美 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ｲｸﾐ ｌａ ｐａｓｓｉｏｎ 女
C4W 11 931 柴田 有希子 ｼﾊﾞﾀ ﾕｷｺ ＳＡＮＷＡ Ｒ.Ｔ 女
C4W 12 932 二川 弥生 ﾆｶﾜ ﾔﾖｲ Ｔｅａｍ スクアドラ 女
C4W 13 933 浅田 聖奈 ｱｻﾀﾞ ｾｲﾅ Ｔｅａｍ 光 女
C4W 14 934 浅田 愛理 ｱｻﾀﾞ ｱｲﾘ Ｔｅａｍ 光 女
C4W 15 935 宇恵 千純 ｳｴ ﾁｽﾞﾐ Ｔｅａｍ スクアドラ 女
C4W 16 936 前川 千優 ﾏｴｶﾞﾜ ﾁﾋﾛ ＷＨＩＴＥ ＪＡＣＫ 女
C4W 17 937 松永 薫 ﾏﾂﾅｶﾞ ｶｵﾘ ウイルワークス 女
C4W 18 938 岡本 真祐美 ｵｶﾓﾄ ﾏﾕﾐ クラブ シルベスト 女
C4W 19 939 益本 純子 ﾏｽﾓﾄ ｼﾞｭﾝｺ クラブ シルベスト 女
C4W 20 940 長谷川 綾子 はせがわあやこ チームりんりん 女
C4W 21 941 清水 友恵 ｼﾐｽﾞ ﾄﾓｴ チームレグルス 女
C4W 22 942 沼田 信子 ﾇﾏﾀ ﾉﾌﾞｺ ミソノイレーシンク゛ 女
C4W 23 943 畑中 美佐 はたなかみさ ミソノイレーシングチーム 女
C4W 24 944 福山 愛美 ふくやままなみ 綾部サイクルフレンズ 女
CK34B 1 945 道見 優太 どうみゆうた ＣｈｅｅｒＦｕｌ Ｂｏｙｓ 男
CK34B 2 946 村岸 駿 ﾑﾗｷﾞｼ ｼｭﾝ ＰＣサイクルクラブ松本 男
CK34B 3 947 大倉 滉生 ｵｵｸﾗ ｺｳｾｲ Ｔｅａｍ ＵＰ！ＵＰ！ 男
CK34B 4 948 吉野 洲馬 よしのしゅうま きのくに子ども村学園小学校 男
CK34B 5 949 中西 めい ﾅｶﾆｼ ﾒｲ チーム・チェブロ キッズ！ 女
CK34B 6 950 首藤 映人 しゅどうえいと 東別院小学校 男
CK34B 7 951 廣戸 諒太郎 ひろどりょうたろう 南丹市立園部小学校 男
CK34B 8 952 高木 緋音 たかぎあかね 女
CK34B 9 953 丸山 朱加葉 ﾏﾙﾔﾏ ｱｶﾊ 女
CK34S 1 954 吉岡 拓也 よしおかたくや ＢＡＬＢＡ ＲＡＣＩＮＧ 男
CK34S 2 955 小川 真琳 ｵｶﾞﾜ ﾏﾘﾝ ＢＲＥＺＺＡカミハギＲＴ 女
CK34S 3 956 三浦 凌 ﾐｳﾗ ﾘｮｳ ｈｏｔｔ ｓｐｉｎ 男
CK34S 4 957 村上 翔馬 ﾑﾗｶﾐ ｼｮｳﾏ ＭＭ-ＫＩＤＳ 男
CK34S 5 958 穂迫 大輝 ﾎｻｺ ﾀｲｷ ＳＡＮＷＡ Ｒ.Ｔ 男
CK34S 6 959 大那 颯真 ｵｵﾅ ｿｳﾏ ＴＥＡＭ００７ 男



CK34S 7 960 松永 悠希 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾕｳｷ ウイルワークスJr 男
CK34S 8 961 松浦 大空 まつうらひろたか キナンＭＵＵＲ 男
CK34S 9 962 寸田 桜 ｽﾝﾀﾞ ｻｸﾗ チーム恋来 女
CK34S 10 963 竹田 遼真 ﾀｹﾀﾞ ﾘｮｳﾏ つぅばいつぅレーシング 男
CK34S 11 964 岡村 紀一郎 おかむらきいちろう ナカガワＡＳ・Ｋ’デザイン 男
CK34S 12 965 竹村 望 たけむらのぞむ 宮島小学校 男
CK34S 13 966 中川 寛太 なかがわかんた 神交ＡＣ Ｊｒ 男
CK34S 14 967 入江 輪太郎 ｲﾘｴ ﾘﾝﾀﾛｳ 男
CK34S 15 968 西川 りな ﾆｼｶﾜ ﾘﾅ 女
CK34S 16 969 藤井 晴香 ﾌｼﾞｲ ﾊﾙｶ 女
CK34S 17 970 河野 尋生 こうのひろき 男
CK56B 1 971 丸山 香有菜 ﾏﾙﾔﾏ ｶｱﾅ 女
CK56S 1 972 吉岡 優斗 よしおかゆうと ＢＡＬＢＡ ＲＡＣＩＮＧ 男
CK56S 2 973 竹内 庸之 ﾀｹｳﾁ ﾉﾌﾞﾕｷ ＦＵＫＡＤＡまじりんぐ 男
CK56S 3 974 安田 開 やすだかい Ｇ☆リッピーノ 男
CK56S 4 975 三浦 涼香 ﾐｳﾗ ｽｽﾞｶ ｈｏｔｔ ｓｐｉｎ 女
CK56S 5 976 橋本 悠吾 ﾊｼﾓﾄ ﾕｳｺﾞ ウィルワークスJr 男
CK56S 6 977 大中 健登 ｵｵﾅｶ ｹﾝﾄ サンワレーシング 男
CK56S 7 978 八木 梓 やぎあずさ ちびロケ 女
CK56S 8 979 竹村 花菜 たけむらかな 宮島小学校 女
CK56S 9 980 高馬 聖花 こうませいか 神交アスリートクラブ Ｊｒ 女
CK56S 10 981 高木 克己 たかぎまさき 男
CK56S 11 982 道見 和也 ﾄﾞｳﾐ ｶｽﾞﾔ 男
CK56S 12 983 川崎 孝一郎 ｶﾜｻｷ ｺｳｲﾁﾛｳ 男
CK56S 13 984 小関 晋作 ｵｾﾞｷ ｼﾝｻｸ 男
CK56S 14 985 尾関 太伍 ｵｾﾞｷ ﾀｲｺﾞ 男
CK56S 15 986 西川 郁希 ﾆｼｶﾜ ﾌﾐｷ 男
CK56S 16 987 秋丸 琢郎 ｱｷﾏﾙ ﾀｸﾛｳ 男
CK56B 2 988 村田 瑞季 むらたみずき 宮島小学校 男
C3 178 989 粟原 昌紀 あわはらまさき ＦＵＫＡＤＡまじりんぐ 男
C2 160 990 辻本 学 つじもとまなぶ ｍａｓａｈｉｋｏｍｉｆｕｎｅ.ｃｏｍ 男
CK34B 10 991 桐野 望 きりののぞむ 男
CK56B 3 992 山本 恭平 やまもときょうへい 男
CK34B 11 993 藤原 然 ふじわらねん 男
U23 63 994 岡 豊洋 おかとよひろ 京都産業大学自転車競技部 男
C4W 25 995 佐竹 美雪 さたけみゆき ＦＵＫＡＤＡまじりんぐ 女


