
Ｔ１＋Ｔ２＋Ｔ３ SCRATCH
cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 着順 周回 タイム 順位
１．白 46 山田 久徳 やまだひさのり 京都府 JPCA 1
２．黒 47 四宮 哲郎 しのみやてつろう 京都府 JPCA 2
３．赤 34 畑段 嵐士 はただん あらし 京都府 同志社大学 4
４．青 35 坂井 篤 さかい あつし 京都府 同志社大学
５．黄 36 辰巳 裕次郎 たつみゆうじろう 滋賀県 11
６．白黒 24 池部 哲夫 いけべ てつお 滋賀 FUKADAまじりんぐ
７．白赤 30 岩井 和也 いわい かずや 京都府 向陽高校
８．白青 31 金田 明一郎 かねだ みょういちろう京都府 向陽高校
９．赤青 32 住谷 拓夢 すみたに たくむ 京都府 向陽高校
10.黒黄 6 山脇 靖宏 やまわき やすひろ 京都府 ボンシャンス飯田 6
11.黒赤 19 濱口智貴 はまぐちとしき 兵庫県 大阪経済大学 3
12.黒青 1 月岡 高文 つきおか たかふみ Club Ragazzi
13.白黄 4 坪井 伸夫 つぼいのぶお

14.赤黄 5 外賀 優 げかまさる 京都府 グレートアンカーマン
15.青黄 10 藤山 功 ふじやま いさお 京都府 おたんこなす
16.緑 11 桐山 美則 きりやま みのり 京都府 ＷＰ.KYOTO
17.緑白 12 大塚 建一 おおつか けんいち 滋賀県 ウゴーレーシングクラブ 5
18.緑黒 13 西川 哲也 にしかわ てつや 滋賀県 ストラーダバイシクルズ
19.緑赤 15 山下 哲生 やました てつお 兵庫県

20.緑青 18 岡地淳太 おかちじゅんた 大阪府 大阪経済大学 12
21.緑黄 20 松尾 哲哉 まつお てつや 大阪府 大阪経済大学
22.紫 2 小出 浩雅 こいで ひろまさ 三重 ARAI MURACA
23.紫白 16 金森 修一 かなもりしゅういち 奈良県 パナソニックレーシングチーム 8
24.紫黒 17 沼田 昭彦 ぬまた あきひこ 京都府 メイドさん学科自転車部 8
25.紫赤 23 深谷 英治 ふかたにえいじ 大阪府 CS Yamada 7
26.紫青 22 深谷 愛子 ふかたにあいこ 大阪府 CS Yamada
27.紫黄 27 明主 美由紀 みょうしゅ みゆき 京都府

28.桃 33 田丸 みゆき タマル みゆき 大阪府

29.桃白 48 鈴木 昌徳 すずきまさのり 京都府 10
Ｒ１＋Ｒ２ SCRATCH
cap № 氏名 ふりがな 所属 着順 周回 タイム 順位
１．白 3 大岩 貴 おおいわ たかし 2
２．黒 7 森田 英児 もりた えいじ 愛知県 天狗党 1
３．赤 8 一和 貴之 いちわ たかし 福井県 Ｒｉｓｅ－ＲＴ
４．青 9 長田 伸一 おさだ しんいち 京都府 グレート・アンカーマン
５．黄 25 小西 優大 こにしゆうだい 大阪 大阪工業大学
６．白黒 21 小松 敏夫 こまつ としお 京都府 TACURINO.net 4
７．白赤 28 森 皓賢 もり こうけん 大阪府 バンキッシュ自転車部 素人組 5
８．白青 29 宮下 悠生 みやした ゆうき 大阪府 大阪工業大学 3
９．赤青 14 矢野 智子 やの ともこ 京都府 バンキッシュ自転車部 6



T１ 200FTT
№ 氏名 ふりがな 府県 所属 タイム 順位

34 畑段 嵐士 はただん あらし 京都府 同志社大学
35 坂井 篤 さかい あつし 京都府 同志社大学 12.242 2
38 辻 晃平 つじこうへい 京都府 北桑田高校 11.947 1

T２ 200FTT
№ 氏名 ふりがな 所属 タイム 順位

24 池部 哲夫 いけべ てつお 滋賀 FUKADAまじりんぐ 12.871 3
30 岩井 和也 いわい かずや 京都府 向陽高校 12.861 2
31 金田 明一郎 かねだ みょういちろう京都府 向陽高校 12.527 1
32 住谷 拓夢 すみたに たくむ 京都府 向陽高校 13.028
6 山脇 靖宏 やまわき やすひろ 京都府 ボンシャンス飯田

19 濱口智貴 はまぐちとしき 兵庫県 大阪経済大学
37 井口 翔太 いぐちしょうた

38 辻 晃平 つじこうへい 京都府 北桑田高校
39 孫崎 大樹 まごさきだいじゅ 京都府 北桑田高校 13.087
40 安田 開 やすだかい 京都府 北桑田高校 13.509
41 冨田 雄介 とみたゆうすけ 京都府 北桑田高校 13.114
42 草場 啓吾 くさばけいご 京都府 北桑田高校 13.659

T３ 200FTT
№ 氏名 ふりがな 所属 タイム 順位

1 月岡 高文 つきおか たかふみ Club Ragazzi 13.253 2
4 坪井 伸夫 つぼいのぶお 13.431
5 外賀 優 げかまさる 京都府 グレートアンカーマン

10 藤山 功 ふじやま いさお 京都府 おたんこなす 13.56
11 桐山 美則 きりやま みのり 京都府 ＷＰ.KYOTO 14.227
12 大塚 建一 おおつか けんいち 滋賀県 ウゴーレーシングクラブ
13 西川 哲也 にしかわ てつや 滋賀県 ストラーダバイシクルズ 13.335 3
15 山下 哲生 やました てつお 兵庫県 15.98
18 岡地淳太 おかちじゅんた 大阪府 大阪経済大学 13.134 1
20 松尾 哲哉 まつお てつや 大阪府 大阪経済大学 13.387
2 小出 浩雅 こいで ひろまさ 三重 ARAI MURACA

16 金森 修一 かなもりしゅういち 奈良県 パナソニックレーシングチーム
17 沼田 昭彦 ぬまた あきひこ 京都府 メイドさん学科自転車部
23 深谷 英治 ふかたにえいじ 大阪府 CS Yamada
43 山本 レナ やまもとれな 京都府 北桑田高校 13.49 1
44 藤野 百萌 ふじのももえ 京都府 北桑田高校 15.006 2
45 八木 梓 やぎあずさ 京都府 北桑田高校 15.907 3
22 深谷 愛子 ふかたにあいこ 大阪府 CS Yamada 17.61
27 明主 美由紀 みょうしゅ みゆき 京都府

33 田丸 みゆき タマル みゆき 大阪府

Ｒ１ 200FTT
№ 氏名 ふりがな 所属 タイム 順位

3 大岩 貴 おおいわ たかし 13.427 2
7 森田 英児 もりた えいじ 愛知県 天狗党 12.146 1
9 長田 伸一 おさだ しんいち 京都府 グレート・アンカーマン 14.163 3

Ｒ２ 200FTT
№ 氏名 ふりがな 所属 タイム 順位

8 一和 貴之 いちわ たかし 福井県 Ｒｉｓｅ－ＲＴ 15.812 3
25 小西 優大 こにしゆうだい 大阪 大阪工業大学 12.832 1
21 小松 敏夫 こまつ としお 京都府 TACURINO.net
28 森 皓賢 もり こうけん 大阪府 バンキッシュ自転車部 素人組
29 宮下 悠生 みやした ゆうき 大阪府 大阪工業大学 14.38 2
14 矢野 智子 やの ともこ 京都府 バンキッシュ自転車部 17.18 1



T１＋Ｔ２ KEIRIN
№ 氏名 ふりがな 所属 タイム 順位

１．白 38 辻 晃平 つじこうへい 京都府 北桑田高校 2
２．黒 24 池部 哲夫 いけべ てつお 滋賀 FUKADAまじりんぐ 7
３．赤 30 岩井 和也 いわい かずや 京都府 向陽高校 8
４．青 31 金田 明一郎 かねだ みょういちろう 京都府 向陽高校 5
５．黄 32 住谷 拓夢 すみたに たくむ 京都府 向陽高校 3
６．白黒 6 山脇 靖宏 やまわき やすひろ 京都府 ボンシャンス飯田 9
７．白赤 19 濱口智貴 はまぐちとしき 兵庫県 大阪経済大学 4
８．白青 35 坂井 篤 さかい あつし 京都府 同志社大学 6
９．赤青 34 畑段 嵐士 はただん あらし 京都府 同志社大学 11.64 1
Ｔ３ KEIRIN 予選

№ 氏名 ふりがな 所属 タイム 順位
１．白 1 月岡 高文 つきおか たかふみ Club Ragazzi 6
２．黒 4 坪井 伸夫 つぼいのぶお 13.8 1
３．赤 22 深谷 愛子 ふかたにあいこ 大阪府 CS Yamada 7
４．青 10 藤山 功 ふじやま いさお 京都府 おたんこなす 2
５．黄 11 桐山 美則 きりやま みのり 京都府 ＷＰ.KYOTO 4
６．白黒 12 大塚 建一 おおつか けんいち 滋賀県 ウゴーレーシングクラブ 5
７．白赤 13 西川 哲也 にしかわ てつや 滋賀県 ストラーダバイシクルズ 3
１．白 15 山下 哲生 やました てつお 兵庫県 7
２．黒 36 辰巳 裕次郎 たつみゆうじろう 滋賀県 6
３．赤 20 松尾 哲哉 まつお てつや 大阪府 大阪経済大学 14.16 1
４．青 2 小出 浩雅 こいで ひろまさ 三重 ARAI MURACA 4
５．黄 16 金森 修一 かなもりしゅういち 奈良県 パナソニックレーシングチーム 5
６．白黒 17 沼田 昭彦 ぬまた あきひこ 京都府 メイドさん学科自転車部 2
７．白赤 23 深谷 英治 ふかたにえいじ 大阪府 CS Yamada 3
Ｒ１＋Ｒ２ KEIRIN

№ 氏名 ふりがな 所属 タイム 順位
１．白 3 大岩 貴 おおいわ たかし 2
２．黒 7 森田 英児 もりた えいじ 愛知県 天狗党 13.07 1
３．赤 8 一和 貴之 いちわ たかし 福井県 Ｒｉｓｅ－ＲＴ
４．青 9 長田 伸一 おさだ しんいち 京都府 グレート・アンカーマン 3
５．黄 25 小西 優大 こにしゆうだい 大阪 大阪工業大学 6
６．白黒 21 小松 敏夫 こまつ としお 京都府 TACURINO.net 4
７．白赤 28 森 皓賢 もり こうけん 大阪府 バンキッシュ自転車部 素人組 5
８．白青 29 宮下 悠生 みやした ゆうき 大阪府 大阪工業大学
９．赤青 14 矢野 智子 やの ともこ 京都府 バンキッシュ自転車部
Ｔ３ KEIRIN 決勝

№ 氏名 ふりがな 所属 タイム 順位
１．白 4 坪井 伸夫 つぼいのぶお 5
２．黒 10 藤山 功 ふじやま いさお 京都府 おたんこなす 13.62 1
３．赤 13 西川 哲也 にしかわ てつや 滋賀県 ストラーダバイシクルズ 6
４．青 20 松尾 哲哉 まつお てつや 大阪府 大阪経済大学 3
５．黄 17 沼田 昭彦 ぬまた あきひこ 京都府 メイドさん学科自転車部 2
６．白黒 23 深谷 英治 ふかたにえいじ 大阪府 CS Yamada 4



T１ １ｋｍ
№ 氏名 ふりがな 府県 所属 タイム 順位

34 畑段 嵐士 はただん あらし 京都府 同志社大学 1.15.96 2
35 坂井 篤 さかい あつし 京都府 同志社大学 1.13.28 1

T２ １ｋｍ
№ 氏名 ふりがな 所属 タイム 順位

24 池部 哲夫 いけべ てつお 滋賀 FUKADAまじりんぐ 1.19.85
31 金田 明一郎 かねだ みょういちろう京都府 向陽高校 1.19.21
32 住谷 拓夢 すみたに たくむ 京都府 向陽高校 1.19.18
6 山脇 靖宏 やまわき やすひろ 京都府 ボンシャンス飯田 1.21.76

19 濱口智貴 はまぐちとしき 兵庫県 大阪経済大学 1.16.88 3
37 井口 翔太 いぐちしょうた 1.14.71 2
38 辻 晃平 つじこうへい 京都府 北桑田高校 1.13.36 1
39 孫崎 大樹 まごさきだいじゅ 京都府 北桑田高校 1.20.57
40 安田 開 やすだかい 京都府 北桑田高校 1.20.57
41 冨田 雄介 とみたゆうすけ 京都府 北桑田高校 1.20.77
42 草場 啓吾 くさばけいご 京都府 北桑田高校 1.18.30

T３ １ｋｍ
№ 氏名 ふりがな 所属 タイム 順位

1 月岡 高文 つきおか たかふみ Club Ragazzi 1.24.42
4 坪井 伸夫 つぼいのぶお 1.22.16 3
5 外賀 優 げかまさる 京都府 グレートアンカーマン

15 山下 哲生 やました てつお 兵庫県 1.35.94
18 岡地淳太 おかちじゅんた 大阪府 大阪経済大学 1.21.27 2
20 松尾 哲哉 まつお てつや 大阪府 大阪経済大学 1.21.14 1
16 金森 修一 かなもりしゅういち 奈良県 パナソニックレーシングチーム 1.24.44
17 沼田 昭彦 ぬまた あきひこ 京都府 メイドさん学科自転車部
23 深谷 英治 ふかたにえいじ 大阪府 CS Yamada
2 小出 浩雅 こいで ひろまさ 三重 ARAI MURACA 1.23.37

12 大塚 建一 おおつか けんいち 滋賀県 ウゴーレーシングクラブ 1.24.81
43 山本 レナ やまもとれな 京都府 北桑田高校 41.831 1
44 藤野 百萌 ふじのももえ 京都府 北桑田高校 44.71 2
45 八木 梓 やぎあずさ 京都府 北桑田高校 47.12 3
22 深谷 愛子 ふかたにあいこ 大阪府 CS Yamada 51.38
27 明主 美由紀 みょうしゅ みゆき 京都府

33 田丸 みゆき タマル みゆき 大阪府

Ｒ１ １ｋｍ
№ 氏名 ふりがな 所属 タイム 順位

3 大岩 貴 おおいわ たかし 1.19.96 2
7 森田 英児 もりた えいじ 愛知県 天狗党 1.14.69 1
9 長田 伸一 おさだ しんいち 京都府 グレート・アンカーマン

Ｒ２ １ｋｍ
№ 氏名 ふりがな 所属 タイム 順位

8 一和 貴之 いちわ たかし 福井県 Ｒｉｓｅ－ＲＴ 1.29.45
25 小西 優大 こにしゆうだい 大阪 大阪工業大学 1.14.36 1
26 井本 隆 いもとたかし 大阪 大阪工業大学 1.25.60 2
28 森 皓賢 もり こうけん 大阪府 バンキッシュ自転車部 素人組 1.27.58 3
29 宮下 悠生 みやした ゆうき 大阪府 大阪工業大学
14 矢野 智子 やの ともこ 京都府 バンキッシュ自転車部 50.47 1



Ｔ１＋Ｔ２速度
№ 氏名 ふりがな 所属 10B 9H 9B 8H 8B 7H 7B 6H 6B 5H 5B 4H 4B 3H 3B 2H 2B 1H 1B 着順 H本数B本数タイム 順位
１．白 36 辰巳 裕次郎 たつみゆうじろう滋賀県

２．黒 48 鈴木 昌徳 すずきまさのり京都府 4 4
３．赤 47 四宮 哲郎 しのみやてつろう京都府JPCA * * * * * 1 1
４．青 46 山田 久徳 やまだひさのり京都府JPCA * * * * * * * * 2 2
５．黄 30 岩井 和也 いわい かずや京都府向陽高校 * * * * * 3 3


