
2018KTF#3NARA

T１ ２００ｍFTT
№ 氏名 ふりがな 府県 所属 タイム manual 順位

1 浜田 樹 はまだ いつき 大阪府 大阪産業大学 12.360

2 井関 太一 いせき たいち 岐阜県 Y's Road名古屋
4 高木 英行 たかぎ ひでゆき 京都 PRT KOSEKI 11.950
7 日高 将喜 ひだか まさき 大阪府 大阪経済大学 12.460
8 中野 雄太 なかの ゆうた 京都 同志社大学 12.980

12 田中 昭太朗 たなか しょうたろう大阪府 大阪経済大学 11.990
13 栗田 龍之介 くりた りゅうのすけ大阪府 大阪経済大学
14 野崎 翼 のざき つばさ 大阪 大阪大学 11.980
15 稲田 杜音 いなだ もりお 大阪府 大阪経済大学
16 井上 人志 いのうえ ひとし 滋賀県 VC VELOCE 12.870
18 嶌田 吉成 しまだ よしなり 大阪府 VC VELOCE PROSSIMO 12.240
19 山口 忠行 やまぐち ただゆき 広島県 eNShare cycling team
20 前田 堅一朗 まえだ けんいちろう大阪 CWASPアタリ前田 11.740
21 佐々木 瞭 ささき りょう 大阪府 大阪経済大学 11.960
22 根田 裕司 ねだ ゆうじ 大阪 ネクストリーム・うどん虹や 12.160
23 小原 洋未 おはら ひろみ 兵庫 VC VELOCE 11.720
24 平林 臣一 ひらばやし たかひと大阪 大阪経済大学 11.750
25 島 奨乃 しま しょうの 大阪 同志社大学 11.100
26 姫野 正志 ひめの まさし 兵庫県 Team ゼロウノフロンティア

27 村上 翔馬 むらかみ しょうま 兵庫県 大阪産業大学 11.390
28 仲野 結音 なかの ゆうと 大阪府 11.650
29 太田 大揮 おおた だいき 大阪府 Hakusei Cycling Team 11.560

T２　２００ｍFTT
№ 氏名 ふりがな area 所属 タイム manual 順位

31 上田 晃史 うえだ あきふみ 大阪府 エキップリオン 13.690

32 山口 敦大 やまぐち あつひろ 京都府 velo club VENTO
33 中里 友香 なかざと ゆか 広島県 eNShareCyclingTeam 13.740
34 岩附 英作 いわつき えいさく 愛知県 13.840
35 奥村 空 おくむら そら 大阪府 12.620
37 芝池 旺伽 しばいけ おうが 三重県 12.850
38 大槻 誠 おおつき まこと 京都府 イプ練'17 with H 13.920
44 疋田 峻一 ひきだ しゅんいち 大阪 12.460
45 川島 洋 かわしま ひろし 滋賀県 ストラーダR 12.610
47 池部 哲夫 いけべ てつお 滋賀 FUKADAまじりんぐ 12.790
49 久保 翔史 くぼ しょうし 兵庫県 サクラマチサイクル 12.740
50 芝池 伸憲 しばいけ のぶのり 三重県 12.320
51 谷岡 駿 たにおか 大阪府 Teamスクアドラ 12.480
52 中島 雅央 なかじま まさお 大阪府 ドリンキング 11.930
53 児玉 岳史 こだま たけし 福井県
55 星野 雅彦 ほしの まさひこ 大阪府 Teamスクアドラ 12.740
56 真木 一誠 まきいっせい 愛知 12.470
58 丹羽 優輔 にわ ゆうすけ 大阪府 にわか会議 12.100

TＭ　２００mFTT
№ 氏名 ふりがな area 所属 タイム manual 順位

78 石井  和明 いしい  かずあき 兵庫 サクラマチサイクル 13.370

79 門松 克己 かどまつ かつみ 大阪府 ベロチスタパールイズミ 12.380
83 長澤 豊 ながさわ ゆたか 奈良県 14.340
89 出羽 敬人 でわ のりひと 愛知県 チーム３６隊 14.250
90 新井 宏昭 あらい ひろあき 和歌山 LEVANT CYCLE RT 13.790
91 小田 一仁 おだ かずひと 愛知県 サクラマチサイクル 13.870
92 長谷 直人 はせ なおと 岐阜県 ナガラサイクリングクラブ 14.220
93 廣瀬 公智 ひろせ こうじ 岐阜県 大垣ピストンズ 13.610
95 田中 紀尋 たなか としひろ 大阪 13.190
96 藤田 季之 ふじた としゆき 大阪 MJファン 13.140
97 木下 正季 きのした まさき 大阪府 エキップリオン 12.530
99 鈴木 ただし すずき ただし 京都 ドゥールース　？ 13.260

100 渡辺 信行 わたなべ 大阪府 Teamスクアドラ 13.110
101 板崎 寿一 いたざき としかず 三重県 Aoyama　Rockets　RT 13.450
102 今村 有亨 いまむら ありみち 京都府 PRT KOSEKI
103 鍋山 聡 なべやま さとし 大阪 12.700

1／2 200FTT



2018KTF#3NARA

TL　200mFTT
№ 氏名 ふりがな 所属 タイム manual 順位

71 和田 香凛 わだ かおり 大阪府 Sakatani Racing

72 橋本 のこ はしもと のこ 愛知県 15.470
73 箕形 和代 みのがた かずよ 三重県 エキップリオン
74 小林 りょう こばやし りょう 京都府 VC VELOCE 14.440
75 奥平 厚子 おくだいら あつこ 兵庫 Team ZERO UNO FRONTIER 13.840
76 島袋 陽子 しまぶくろ ようこ 兵庫県 エキップリオン 13.610
77 矢野 智子 やの ともこ 京都府 モジュマ エリアゼロナナゴ 13.320

T3　200mFTT
№ 氏名 ふりがな 所属 タイム manual 順位

60 渡辺 晃基 わたなべ こうき 愛知県 V.C.NEKOGAHORA 15.170

62 酒井 寛大 さかい かんだい 三重県 13.800
63 佐々木 裕仁 ささき ゆうじ 大阪府 初芝立命館高校 13.470
64 白石 千尋 シライシ チヒロ 和歌山 紀ノ川DECOJA Racing 13.420
67 神谷 将志 かみや まさし 京都府 デサント 野球部 13.720
69 田中 稔 たなか 大阪府 Teamスクアドラ 14.060
70 小川 遼太 おがわ りょうた 愛知県 14.390

R1　200mFTT
№ 氏名 ふりがな 所属 タイム manual 順位
107 上西 大輔 うえにし だいすけ 奈良県 多武峰朝練

108 岡田 宝 おかだ たから 兵庫県Coraggio Kawanishi Cycling Team Junior Youth

109 笠松 稜 かさまつ りょう 和歌山 FortunaTredici 13.510
123 谷口 敦史 たにぐち あつし 兵庫県 12.800
126 瀬川 純 せがわ じゅん 滋賀県 Biwako Cycling RC 12.400

R2　200mFTT
№ 氏名 ふりがな 所属 タイム manual 順位
127 宮本 隆司 みやもと たかし 兵庫県 14.620

129 芥子 孝満 けし たかみつ 大阪府 13.870
134 郷野 智大 ごうの ちひろ 大阪府 14.120
135 小西 竜也 こにし たつや 滋賀県
149 矢野宏次 やのこうじ 京都府 宇治川サイクリングクラブ

151 岡田 浩司 おかだ こうじ 大阪府 Teamスクアドラ 13.320
152 三石 陸 みついし りく 京都府 13.870

U12  200mFTT
№ 氏名 ふりがな 所属 タイム manual 順位
153 藤原 琢磨 ふじわら たくま 大阪府 ニャンでやねんっ。 16.860

154 有山 怜恩 ありやま れおん 兵庫県Team ZERO UNO FRONTIER 18.460
155 土居 時芽 どい そうし 大阪府Coraggio Kawanishi Cycling Team Kids

156 宮本 結太 みやもと ゆいた 兵庫県Coraggio Kawanishi Cycling Team Kids 16.220
157 上田 真太郎 うえだ しんたろう 大阪府 プレザント 15.590

U15  200mFTT
№ 氏名 ふりがな 所属 タイム manual 順位
159 谷口 隼悟 たにぐち しゅんご 兵庫県 山口中学校 14.650

2／2 200FTT



2018KTF#3NARA

T１　１ｋｍ
H/B № 氏名 ふりがな 府県 所属 手動タイム 電気タイム 順位

25 島 奨乃 しま しょうの 大阪 同志社大学 1.08.13 1

10 内田 宇海 うちだ たかみ 大阪府 Teamスクアドラ 1.11.37 2
3 宇佐美 元基 うさみ もとき 京都府 同志社大学 1.11.91 3
4 高木 英行 たかぎ ひでゆき 京都 PRT KOSEKI 1.12.26 4

18 嶌田 吉成 しまだ よしなり 大阪府 VC VELOCE PROSSIMO 1.12.57 5
23 小原 洋未 おはら ひろみ 兵庫 VC VELOCE 1.12.74 6
28 仲野 結音 なかの ゆうと 大阪府 1.12.78 7
13 栗田 龍之介 くりた りゅうのすけ 大阪府 大阪経済大学 1.12.91 8
21 佐々木 瞭 ささき りょう 大阪府 大阪経済大学 1.14.40 9
19 山口 忠行 やまぐち ただゆき 広島県 eNShare cycling team 1.14.87 10
16 井上 人志 いのうえ ひとし 滋賀県 VC VELOCE 1.15.00 11
12 田中 昭太朗 たなか しょうたろう 大阪府 大阪経済大学 1.15.54 12

7 日高 将喜 ひだか まさき 大阪府 大阪経済大学 1.16.22 13
9 三浦 翔馬 みうら 翔馬 大阪府 大阪経済大学 1.18.32 14
8 中野 雄太 なかの ゆうた 京都 同志社大学 1.18.71 15
5 寺西 諒 てらにし りょう 大阪府 大阪経済大学 1.19.34 16

27 村上 翔馬 むらかみ しょうま 兵庫県 大阪産業大学 1.22.84 17
1 浜田 樹 はまだ いつき 大阪府 大阪産業大学
6 中村 弦太 T なかむら げんた 京都府

20 前田 堅一朗 まえだ けんいちろう 大阪 CWASPアタリ前田
26 姫野 正志 ひめの まさし 兵庫県 Team ゼロウノフロンティア

T２　１ｋｍ
H/B № 氏名 ふりがな 所属 手動タイム 電気タイム 順位

33 中里 友香 なかざと ゆか 広島県 eNShareCyclingTeam 42.59 opn

52 中島 雅央 なかじま まさお 大阪府 ドリンキング 1.15.09 1
58 丹羽 優輔 にわ ゆうすけ 大阪府 にわか会議 1.15.31 2
57 長﨑 優祐 ながさき ゆうすけ 兵庫県 大阪経済大学 1.15.56 3
59 山崎 洋 やまさき ひろし 岐阜県 1.15.85 4
50 芝池 伸憲 しばいけ のぶのり 三重県 1.18.46 5
53 児玉 岳史 こだま たけし 福井県 1.19.41 6
34 岩附 英作 いわつき えいさく 愛知県 1.19.83 7
47 池部 哲夫 いけべ てつお 滋賀 FUKADAまじりんぐ 1.20.02 8
40 田中 将人 たなか まさと 奈良 TANAKA BEE YARD 1.20.78 9
37 芝池 旺伽 しばいけ おうが 三重県 1.21.01 10
31 上田 晃史 うえだ あきふみ 大阪府 エキップリオン 1.26.54 11
32 山口 敦大 やまぐち あつひろ 京都府 velo club VENTO
48 中谷 空 なかたに そら 大阪府 大阪産業大学
55 星野 雅彦 ほしの まさひこ 大阪府 Teamスクアドラ
56 真木 一誠 まきいっせい 愛知

Ｒ１
H/B № 氏名 ふりがな 所属 手動タイム 電気タイム 順位

107 上西 大輔 うえにし だいすけ 奈良県 多武峰朝練
108 岡田 宝 おかだ たから 兵庫県 Coraggio Kawanishi Cycling Team Junior Youth 1.23.28 2
115 中村 弦太 R なかむら げんた 京都府

122 森田 正徳 もりたまさのり 大阪府 オーマイっ！
124 若代 健 わかしろ たけし 大阪府 TEAM all out
126 瀬川 純 せがわ じゅん 滋賀県 Biwako Cycling RC 1.17.82 1

TM
H/B № 氏名 ふりがな 所属 手動タイム 電気タイム 順位

103 鍋山 聡 なべやま さとし 大阪 39.21 1

99 鈴木 ただし すずき ただし 京都 ドゥールース　？ 39.28 2
95 田中 紀尋 たなか としひろ 大阪 39.79 3
82 辻 康成 つじ やすなり 兵庫県 NASU FAN CLUB 40.29 4
98 有山 朋男 ありやま ともお 兵庫県 Team ZERO UNO FRONTIER 40.51 5
81 種井 亮 たねい 愛知県 天狗党 42.55 6
94 大森 寛幸 おおもり ひろゆき 奈良県 ユーロワークス 43.20 7
89 出羽 敬人 でわ のりひと 愛知県 チーム３６隊 44.14 8

101 板崎 寿一 いたざき としかず 三重県 Aoyama　Rockets　RT 1.20.45 opn
93 廣瀬 公智 ひろせ こうじ 岐阜県 大垣ピストンズ 1.23.36 opn
96 藤田 季之 ふじた としゆき 大阪 MJファン 1.23.40 opn
84 西田 光良 にした みつなが 愛知県 Circles Racing Club
90 新井 宏昭 あらい ひろあき 和歌山 LEVANT CYCLE RT

100 渡辺 信行 わたなべ 大阪府 Teamスクアドラ

1／2 1kmTT/500mTT



2018KTF#3NARA

TL
H/B № 氏名 ふりがな 所属 手動タイム 電気タイム 順位

76 島袋 陽子 しまぶくろ ようこ 兵庫県 エキップリオン 42.44 1

33 中里 友香 なかざと ゆか 広島県 eNShareCyclingTeam 42.59 2
74 小林 りょう こばやし りょう 京都府 VC VELOCE 43.00 3
75 奥平 厚子 おくだいら あつこ 兵庫 Team ZERO UNO FRONTIER 44.87 4
72 橋本 のこ はしもと のこ 愛知県 44.88 5
73 箕形 和代 みのがた かずよ 三重県 エキップリオン 47.92 6
71 和田 香凛 わだ かおり 大阪府 Sakatani Racing dns
77 矢野 智子 やの ともこ 京都府 モジュマ エリアゼロナナゴ 1.25.31 opn

T3
H/B № 氏名 ふりがな 所属 手動タイム 電気タイム 順位

63 佐々木 裕仁 ささき ゆうじ 大阪府 初芝立命館高校 41.34 1

62 酒井 寛大 さかい かんだい 三重県 41.74 2
61 宇野 剛史 うの つよし 大阪 VC VELOCE PROSSIMO 42.24 3
60 渡辺 晃基 わたなべ こうき 愛知県 V.C.NEKOGAHORA 43.84 4
67 神谷 将志 かみや まさし 京都府 デサント 野球部 44.84 5

Ｒ２
H/B № 氏名 ふりがな 所属 手動タイム 電気タイム 順位

151 岡田 浩司 おかだ こうじ 大阪府 Teamスクアドラ 42.26 1

129 芥子 孝満 けし たかみつ 大阪府 43.13 2

152 三石 陸 みついし りく 京都府 44.75 3

142 早川 槙一 はやかわ しんいち 大阪府 45.33 4

134 郷野 智大 ごうの ちひろ 大阪府 47.6 5

127 宮本 隆司 みやもと たかし 兵庫県

135 小西 竜也 こにし たつや 滋賀県

149 矢野宏次 やのこうじ 京都府 宇治川サイクリングクラブ

U12
H/B № 氏名 ふりがな 所属 手動タイム 電気タイム 順位

157 上田 真太郎 うえだ しんたろう 大阪府 プレザント 46.28 1
156 宮本 結太 みやもと ゆいた 兵庫県 Coraggio Kawanishi Cycling Team Kids 53.040 2
154 有山 怜恩 ありやま れおん 兵庫県 Team ZERO UNO FRONTIER 54.410 3

U15
H/B № 氏名 ふりがな 所属 手動タイム 電気タイム 順位

159 谷口 隼悟 たにぐち しゅんご 兵庫県 山口中学校 43.87 1

2／2 1kmTT/500mTT
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Ｔ１ ケイリン予選1組  各組１-3位は決勝、4位以下は選抜
cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 タイム 順位
１．白 1 浜田 樹 はまだ いつき 大阪府大阪産業大学 4

２．黒 8 中野 雄太 なかの ゆうた 京都 同志社大学 6
３．赤 14 野崎 翼 のざき つばさ 大阪 大阪大学 3
４．青 17 樫尾 一知 かしお いっち 兵庫 Team ZERO UNO FRONTIER 7
５．黄 20 前田 堅一朗 まえだ けんいちろう 大阪 CWASPアタリ前田 5
６．白黒 23 小原 洋未 おはら ひろみ 兵庫 VC VELOCE 11.730 1
７．白赤 30 末廣 快理 すえひろ かいり 兵庫県同志社大学 2

Ｔ１ ケイリン予選2組  各組１-3位は決勝、4位以下は選抜
cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 タイム 順位
１．白 3 宇佐美 元基 うさみ もとき 京都府同志社大学 12.440 1

２．黒 13 栗田 龍之介 くりた りゅうのすけ 大阪府大阪経済大学 3
３．赤 15 稲田 杜音 いなだ もりお 大阪府大阪経済大学 dns
４．青 18 嶌田 吉成 しまだ よしなり 大阪府VC VELOCE PROSSIMO 5
５．黄 22 根田 裕司 ねだ ゆうじ 大阪 ネクストリーム・うどん虹や 4
６．白黒 24 平林 臣一 ひらばやし たかひと 大阪 大阪経済大学 2
７．白赤

Ｔ2 ケイリン予選1組  各組１-3位は決勝、4位以下は選抜
cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 タイム 順位
１．白 32 山口 敦大 やまぐち あつひろ 京都府velo club VENTO dns

２．黒 34 岩附 英作 いわつき えいさく 愛知県 7
３．赤 38 大槻 誠 おおつき まこと 京都府イプ練'17 with H 6
４．青 43 清水 誠悟 しみず せいご 大阪府かめや 5
５．黄 48 中谷 空 なかたに そら 大阪府大阪産業大学 3
６．白黒 52 中島 雅央 なかじま まさお 大阪府ドリンキング 12.190 1
７．白赤 56 真木 一誠 まきいっせい 愛知 2
８．白青 59 山崎 洋 やまさき ひろし 岐阜県 4

Ｔ2 ケイリン予選2組  各組１-3位は決勝、4位以下は選抜
cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 タイム 順位
１．白 33 中里 友香 なかざと ゆか 広島県eNShareCyclingTeam 2

２．黒 36 狩野 大吾 かの だいご 静岡県Ｉｋｕｓｅｒ 3
３．赤 39 田口 純也 たぐち じゅんや 兵庫県662CCC dns
４．青 45 川島 洋 かわしま ひろし 滋賀県ストラーダR 5
５．黄 49 久保 翔史 くぼ しょうし 兵庫県サクラマチサイクル 6
６．白黒 55 星野 雅彦 ほしの まさひこ 大阪府Teamスクアドラ 4
７．白赤 58 丹羽 優輔 にわ ゆうすけ 大阪府にわか会議 12.800 1
８．白青

T3+TL ケイリン予選１組  各組１-3位は決勝、4位以下は選抜
cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 タイム 順位
１．白 60 渡辺 晃基 わたなべ こうき 愛知県V.C.NEKOGAHORA 5

２．黒 62 酒井 寛大 さかい かんだい 三重県 3
３．赤 65 田口 詞也 たぐち つぐなり 兵庫県662CCC/兵庫工業高等学校 dns
４．青 68 平野 準 ひらの じゅん 愛知県 2
５．黄 70 小川 遼太 おがわ りょうた 愛知県 14.090 1
６．白黒 72 橋本 のこ はしもと のこ 愛知県 6 TL

７．白赤 75 奥平 厚子 おくだいら あつこ 兵庫 Team ZERO UNO FRONTIER 4 TL

T3+TL ケイリン予選２組  各組１-3位は決勝、4位以下は選抜
cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 タイム 順位
１．白 61 宇野 剛史 うの つよし 大阪 VC VELOCE PROSSIMO dns

２．黒 64 白石 千尋 シライシ チヒロ 和歌山紀ノ川DECOJA Racing 1
３．赤 67 神谷 将志 かみや まさし 京都府デサント 野球部 5
４．青 69 田中 稔 たなか 大阪府Teamスクアドラ 4
５．黄 71 和田 香凛 わだ かおり 大阪府Sakatani Racing dns TL

６．白黒 74 小林 りょう こばやし りょう 京都府VC VELOCE 3 TL

７．白赤 76 島袋 陽子 しまぶくろ ようこ 兵庫県エキップリオン 2 TL
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ＴM ケイリン予選１組  各組１-２位は決勝、３－４位以下は選抜、５位以下は特
cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 タイム 順位
１．白 78 石井  和明 いしい  かずあき 兵庫 サクラマチサイクル 13.780 1

２．黒 83 長澤 豊 ながさわ ゆたか 奈良県 8
３．赤 86 見田 英夫 みた ひでお 愛知県 6
４．青 89 出羽 敬人 でわ のりひと 愛知県チーム３６隊 7
５．黄 92 長谷 直人 はせ なおと 岐阜県ナガラサイクリングクラブ 5
６．白黒 95 田中 紀尋 たなか としひろ 大阪 2
７．白赤 98 有山 朋男 ありやま ともお 兵庫県Team ZERO UNO FRONTIER 4
8．白青 101 板崎 寿一 いたざき としかず 三重県Aoyama　Rockets　RT 3

ＴM ケイリン予選２組  各組１-２位は決勝、３－４位以下は選抜、５位以下は特
cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 タイム 順位
１．白 79 門松 克己 かどまつ かつみ 大阪府ベロチスタパールイズミ - 1

２．黒 84 西田 光良 にした みつなが 愛知県Circles Racing Club dns
３．赤 87 吉川 伸 よしかわ しん 奈良県チーム米俵 6
４．青 90 新井 宏昭 あらい ひろあき 和歌山LEVANT CYCLE RT 7
５．黄 93 廣瀬 公智 ひろせ こうじ 岐阜県大垣ピストンズ 4
６．白黒 96 藤田 季之 ふじた としゆき 大阪 MJファン 5
７．白赤 99 鈴木 ただし すずき ただし 京都 ドゥールース　？ 3
8．白青 103 鍋山 聡 なべやま さとし 大阪 2

ＴM ケイリン予選３組  各組１-２位は決勝、３－４位以下は選抜、５位以下は特
cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 タイム 順位
１．白 80 髙橋 俊一 たかはし しゅんいち 大阪府ベロチスタパールイズミ 7

２．黒 85 前川 圭助 T まえがわ けいすけ 滋賀県White Jack 13.520 1
３．赤 88 頼近 直純 よりちか なおずみ 滋賀県Teamまんま 6
４．青 91 小田 一仁 おだ かずひと 愛知県サクラマチサイクル 5
５．黄 94 大森 寛幸 おおもり ひろゆき 奈良県ユーロワークス 3
６．白黒 97 木下 正季 きのした まさき 大阪府エキップリオン 2
７．白赤 100 渡辺 信行 わたなべ 大阪府Teamスクアドラ 4

T1 ケイリン決勝
cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 タイム 順位
１．白 23 小原 洋未 おはら ひろみ 兵庫 VC VELOCE 2

２．黒 30 末廣 快理 すえひろ かいり 兵庫県同志社大学 11.450 1
３．赤 14 野崎 翼 のざき つばさ 大阪 大阪大学 6
４．青 3 宇佐美 元基 うさみ もとき 京都府同志社大学 3
５．黄 24 平林 臣一 ひらばやし たかひと 大阪 大阪経済大学 4
６．白黒 13 栗田 龍之介 くりた りゅうのすけ 大阪府大阪経済大学 5

T1 ケイリン選抜
cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 タイム 順位
１．白 1 浜田 樹 はまだ いつき 大阪府大阪産業大学 3

２．黒 20 前田 堅一朗 まえだ けんいちろう 大阪 CWASPアタリ前田 DNS
３．赤 8 中野 雄太 なかの ゆうた 京都 同志社大学 4
４．青 17 樫尾 一知 かしお いっち 兵庫 Team ZERO UNO FRONTIER 2
５．黄 22 根田 裕司 ねだ ゆうじ 大阪 ネクストリーム・うどん虹や 12.860 1
６．白黒 18 嶌田 吉成 しまだ よしなり 大阪府VC VELOCE PROSSIMO DNS
７．白赤
8．白青

Ｔ２ケイリン決勝
cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 タイム 順位
１．白 52 中島 雅央 なかじま まさお 大阪府ドリンキング 1

２．黒 56 真木 一誠 まきいっせい 愛知 dnf
３．赤 48 中谷 空 なかたに そら 大阪府大阪産業大学 2
４．青 58 丹羽 優輔 にわ ゆうすけ 大阪府にわか会議 12.780 1
５．黄 33 中里 友香 なかざと ゆか 広島県eNShareCyclingTeam 4
６．白黒 36 狩野 大吾 かの だいご 静岡県Ｉｋｕｓｅｒ 3

Ｔ２ケイリン選抜
cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 タイム 順位
１．白 59 山崎 洋 やまさき ひろし 岐阜県 13.820 1

２．黒 43 清水 誠悟 しみず せいご 大阪府かめや 5
３．赤 38 大槻 誠 おおつき まこと 京都府イプ練'17 with H 3
４．青 34 岩附 英作 いわつき えいさく 愛知県 2
５．黄 55 星野 雅彦 ほしの まさひこ 大阪府Teamスクアドラ 4
６．白黒 45 川島 洋 かわしま ひろし 滋賀県ストラーダR 7
７．白赤 49 久保 翔史 くぼ しょうし 兵庫県サクラマチサイクル 6
８．白青
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Ｔ３＋TLケイリン決勝
cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 タイム 順位
１．白 70 小川 遼太 おがわ りょうた 愛知県 6

２．黒 68 平野 準 ひらの じゅん 愛知県 5
３．赤 62 酒井 寛大 さかい かんだい 三重県 3
４．青 64 白石 千尋 シライシ チヒロ 和歌山紀ノ川DECOJA Racing 13.060 1
５．黄 76 島袋 陽子 しまぶくろ ようこ 兵庫県エキップリオン 2
６．白黒 74 小林 りょう こばやし りょう 京都府VC VELOCE 4

Ｔ３＋TLケイリン選抜
cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 タイム 順位
１．白 75 奥平 厚子 おくだいら あつこ 兵庫 Team ZERO UNO FRONTIER 3

２．黒 60 渡辺 晃基 わたなべ こうき 愛知県V.C.NEKOGAHORA 2
３．赤 72 橋本 のこ はしもと のこ 愛知県 4
４．青 69 田中 稔 たなか 大阪府Teamスクアドラ dns
５．黄 67 神谷 将志 かみや まさし 京都府デサント 野球部 14.860 1
６．白黒

ＴMケイリン決勝
cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 タイム 順位
１．白 78 石井  和明 いしい  かずあき 兵庫 サクラマチサイクル 4

２．黒 95 田中 紀尋 たなか としひろ 大阪 6
３．赤 79 門松 克己 かどまつ かつみ 大阪府ベロチスタパールイズミ 12.640 1
４．青 103 鍋山 聡 なべやま さとし 大阪 2
５．黄 85 前川 圭助 T まえがわ けいすけ 滋賀県White Jack 3
６．白黒 97 木下 正季 きのした まさき 大阪府エキップリオン 5

ＴMケイリン選抜
cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 タイム 順位
１．白 101 板崎 寿一 いたざき としかず 三重県Aoyama　Rockets　RT 6

２．黒 98 有山 朋男 ありやま ともお 兵庫県Team ZERO UNO FRONTIER 3
３．赤 99 鈴木 ただし すずき ただし 京都 ドゥールース　？ 12.840 1
４．青 93 廣瀬 公智 ひろせ こうじ 岐阜県大垣ピストンズ 4
５．黄 94 大森 寛幸 おおもり ひろゆき 奈良県ユーロワークス 5
６．白黒 100 渡辺 信行 わたなべ 大阪府Teamスクアドラ 2

ＴMケイリン特選
cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 タイム 順位
１．白 92 長谷 直人 はせ なおと 岐阜県ナガラサイクリングクラブ 2

２．黒 86 見田 英夫 みた ひでお 愛知県 5
３．赤 89 出羽 敬人 でわ のりひと 愛知県チーム３６隊 6
４．青 83 長澤 豊 ながさわ ゆたか 奈良県 7
５．黄 96 藤田 季之 ふじた としゆき 大阪 MJファン 3
６．白黒 87 吉川 伸 よしかわ しん 奈良県チーム米俵 dns
７．白赤 90 新井 宏昭 あらい ひろあき 和歌山LEVANT CYCLE RT 8
８．白青 91 小田 一仁 おだ かずひと 愛知県サクラマチサイクル dns
９．赤青 88 頼近 直純 よりちか なおずみ 滋賀県Teamまんま 13.890 1
10.黒黄 80 髙橋 俊一 たかはし しゅんいち 大阪府ベロチスタパールイズミ 4 U15

R1ケイリン決勝
cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 タイム 順位
１．白 106 岩崎 礼緒 いわさき れお 和歌山FortunaTredici 7

２．黒 109 笠松 稜 かさまつ りょう 和歌山FortunaTredici 6
３．赤 110 川嶋 祐紀 かわしま ゆうき 和歌山FortunaTredici 2
４．青 118 藤原 周司 ふじわら しゅうじ 大阪府ネクストリーム・うどん虹や 5
５．黄 122 森田 正徳 もりたまさのり 大阪府オーマイっ！ 8
６．白黒 123 谷口 敦史 たにぐち あつし 兵庫県 4
７．白赤 124 若代 健 わかしろ たけし 大阪府TEAM all out
８．白青 125 後藤 東洋士 ごとう ひろし 大阪 ネクストリーム・うどん虹や 13.960 1
９．赤青 126 瀬川 純 せがわ じゅん 滋賀県Biwako Cycling RC 3
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Ｒ２＋U15ケイリン決勝
cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 タイム 順位
１．白 127 宮本 隆司 みやもと たかし 兵庫県 6

２．黒 129 芥子 孝満 けし たかみつ 大阪府 8
３．赤 134 郷野 智大 ごうの ちひろ 大阪府 2
４．青 135 小西 竜也 こにし たつや 滋賀県 dns
５．黄 148 村田 孝幸 むらた たかゆき 大阪府ほんまちクラブ 3
６．白黒 149 矢野宏次 やのこうじ 京都府宇治川サイクリングクラブ dns
７．白赤 151 岡田 浩司 おかだ こうじ 大阪府Teamスクアドラ 14.400 1
８．白青 152 三石 陸 みついし りく 京都府 5
９．赤青 158 中西 永輝 ナカニシトキ 兵庫県潮見中学校 4 U15

10.黒黄 159 谷口 隼悟 たにぐち しゅんご 兵庫県山口中学校 9 U15

11.黒赤 160 米田 祐規 よねだ ゆうき 和歌山 7

U12 ケイリン決勝
cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 タイム 順位
１．白 153 藤原 琢磨 ふじわら たくま 大阪府ニャンでやねんっ。 4

２．黒 154 有山 怜恩 ありやま れおん 兵庫県Team ZERO UNO FRONTIER 3
３．赤 155 土居 時芽 どい そうし 大阪府Coraggio Kawanishi Cycling Team Kids dns
４．青 156 宮本 結太 みやもと ゆいた 兵庫県Coraggio Kawanishi Cycling Team Kids 2
５．黄 157 上田 真太郎 うえだ しんたろう 大阪府プレザント 15.990 1
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T1　SCRATCH 8km

cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 タイム 順位

１．白 2 井関 太一 いせき たいち 岐阜県 Y's Road名古屋
２．黒 3 宇佐美 元基 うさみ もとき 京都府 同志社大学 2
３．赤 4 高木 英行 たかぎ ひでゆき 京都 PRT KOSEKI 4
４．青 5 寺西 諒 てらにし りょう 大阪府 大阪経済大学
５．黄 6 中村 弦太 T なかむら げんた 京都府
６．白黒 9 三浦 翔馬 みうら 翔馬 大阪府 大阪経済大学 5
７．白赤 10 内田 宇海 うちだ たかみ 大阪府 Teamスクアドラ 10.02.39 1
８．白青 11 大前 雄暉 おおまえ ゆうき 大阪府 グランデパール播磨 9
９．赤青 13 栗田 龍之介 くりた りゅうのすけ 大阪府 大阪経済大学
10.黒黄 14 野崎 翼 のざき つばさ 大阪 大阪大学 8
11.黒赤 15 稲田 杜音 いなだ もりお 大阪府 大阪経済大学
12.黒青 16 井上 人志 いのうえ ひとし 滋賀県 VC VELOCE
13.白黄 19 山口 忠行 やまぐち ただゆき 広島県 eNShare cycling team 7
14.赤黄 22 根田 裕司 ねだ ゆうじ 大阪 ネクストリーム・うどん虹や 11
15.青黄 23 小原 洋未 おはら ひろみ 兵庫 VC VELOCE 6
16.緑 25 島 奨乃 しま しょうの 大阪 同志社大学 12
17.緑白 27 村上 翔馬 むらかみ しょうま 兵庫県 大阪産業大学 3
18.緑黒 29 太田 大揮 おおた だいき 大阪府 Hakusei Cycling Team 13
19.緑赤 30 末廣 快理 すえひろ かいり 兵庫県 同志社大学 10
20.緑青

T2　SCRATCH 8km

cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 タイム 順位

１．白 33 中里 友香 なかざと ゆか 広島県 eNShareCyclingTeam 9
２．黒 34 岩附 英作 いわつき えいさく 愛知県 13
３．赤 35 奥村 空 おくむら そら 大阪府 20
４．青 36 狩野 大吾 かの だいご 静岡県 Ｉｋｕｓｅｒ 6
５．黄 37 芝池 旺伽 しばいけ おうが 三重県 7
６．白黒 38 大槻 誠 おおつき まこと 京都府 イプ練'17 with H 11
７．白赤 39 田口 純也 たぐち じゅんや 兵庫県 662CCC
８．白青 40 田中 将人 たなか まさと 奈良 TANAKA BEE YARD 14
９．赤青 41 中西 浩一 なかにし ひろかず 大阪府
10.黒黄 42 吉森 大晃 よしもり ひろあき 奈良県 Hakusei Cycling Team 10
11.黒赤 43 清水 誠悟 しみず せいご 大阪府 かめや 15
12.黒青 44 疋田 峻一 ひきだ しゅんいち 大阪 18
13.白黄 45 川島 洋 かわしま ひろし 滋賀県 ストラーダR 12
14.赤黄 46 天野 颯太 あまの そうた 大阪府 チーム　アベノバ 2
15.青黄 47 池部 哲夫 いけべ てつお 滋賀 FUKADAまじりんぐ 16
16.緑 48 中谷 空 なかたに そら 大阪府 大阪産業大学 17
17.緑白 49 久保 翔史 くぼ しょうし 兵庫県 サクラマチサイクル 19
18.緑黒 50 芝池 伸憲 しばいけ のぶのり 三重県 3
19.緑赤 51 谷岡 駿 たにおか 大阪府 Teamスクアドラ 10.49.16 1
20.緑青 52 中島 雅央 なかじま まさお 大阪府 ドリンキング 8
21.緑黄 53 児玉 岳史 こだま たけし 福井県 5
22.紫 54 中村 聡哉 なかむら そうや 大阪府 関西大学
23.紫白 59 山崎 洋 やまさき ひろし 岐阜県 4
24.紫黒
25.紫赤

TL+T3 SCRATCＨ 4km

cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 タイム 順位 cat

１．白 64 白石 千尋 シライシ チヒロ 和歌山 紀ノ川DECOJA Racing 5.47.61 1
２．黒 65 田口 詞也 たぐち つぐなり 兵庫県 662CCC/兵庫工業高等学校
３．赤 66 寺岡 敦史 てらおか あつし 滋賀 4
４．青 68 平野 準 ひらの じゅん 愛知県 3
５．黄 72 橋本 のこ はしもと のこ 愛知県 TL
６．白黒 74 小林 りょう こばやし りょう 京都府 VC VELOCE 5 TL
７．白赤 76 島袋 陽子 しまぶくろ ようこ 兵庫県 エキップリオン 2 TL
８．白青

1／3 scratch
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TM SCRATCＨ 4km

cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 タイム 順位 cat

１．白 78 石井  和明 いしい  かずあき 兵庫 サクラマチサイクル 2
２．黒 81 種井 亮 たねい 愛知県 天狗党 7
３．赤 82 辻 康成 つじ やすなり 兵庫県 NASU FAN CLUB 3
４．青 83 長澤 豊 ながさわ ゆたか 奈良県 dnf
５．黄 85 前川 圭助 T まえがわ けいすけ 滋賀県 White Jack 6
６．白黒 86 見田 英夫 みた ひでお 愛知県 dnf
７．白赤 87 吉川 伸 よしかわ しん 奈良県 チーム米俵 10
８．白青 88 頼近 直純 よりちか なおずみ 滋賀県 Teamまんま 4
９．赤青 91 小田 一仁 おだ かずひと 愛知県 サクラマチサイクル 8
10.黒黄 95 田中 紀尋 たなか としひろ 大阪 dnf
11.黒赤 97 木下 正季 きのした まさき 大阪府 エキップリオン 5
12.黒青 98 有山 朋男 ありやま ともお 兵庫県 Team ZERO UNO FRONTIER 9
13.白黄 101 板崎 寿一 いたざき としかず 三重県 Aoyama　Rockets　RT dns
14.赤黄 102 今村 有亨 いまむら ありみち 京都府 PRT KOSEKI 5.29.16 1

R1 SCRATCＨ 4km

cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 タイム 順位

１．白 106 岩崎 礼緒 いわさき れお 和歌山 FortunaTredici 2
２．黒 107 上西 大輔 うえにし だいすけ 奈良県 多武峰朝練
３．赤 108 岡田 宝 おかだ たから 兵庫県 Coraggio Kawanishi Cycling Team Junior Youth

４．青 109 笠松 稜 かさまつ りょう 和歌山 FortunaTredici 5.36.16 1
５．黄 110 川嶋 祐紀 かわしま ゆうき 和歌山 FortunaTredici 3
６．白黒 112 角田 健輔 つのだ けんすけ 京都府 立命館大学体育会トライアスロン部

７．白赤 115 中村 弦太 R なかむら げんた 京都府
８．白青 116 濱中 康志 はまなか やすし 兵庫県 Team ZERO UNO FRONTIER 

９．赤青 118 藤原 周司 ふじわら しゅうじ 大阪府 ネクストリーム・うどん虹や
10.黒黄 122 森田 正徳 もりたまさのり 大阪府 オーマイっ！ 7
11.黒赤 123 谷口 敦史 たにぐち あつし 兵庫県 6
12.黒青 124 若代 健 わかしろ たけし 大阪府 TEAM all out
13.白黄 125 後藤 東洋士 ごとう ひろし 大阪 ネクストリーム・うどん虹や 5
14.赤黄 126 瀬川 純 せがわ じゅん 滋賀県 Biwako Cycling RC 4
15.青黄

R2+U15  SCRATCＨ 2km

cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 タイム 順位

１．白 127 宮本 隆司 みやもと たかし 兵庫県 2.56.61 1
２．黒 135 小西 竜也 こにし たつや 滋賀県 dns
３．赤 142 早川 槙一 はやかわ しんいち 大阪府 5
４．青 148 村田 孝幸 むらた たかゆき 大阪府 ほんまちクラブ 3
５．黄 158 中西 永輝 ナカニシトキ 兵庫県 潮見中学校 2 U15

６．白黒 159 谷口 隼悟 たにぐち しゅんご 兵庫県 山口中学校 6 U15

７．白赤 160 米田 祐規 よねだ ゆうき 和歌山 4

U12 SCRATCＨ 2km

cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 タイム 順位

１．白 153 藤原 琢磨 ふじわら たくま 大阪府 ニャンでやねんっ。 3
２．黒 154 有山 怜恩 ありやま れおん 兵庫県 Team ZERO UNO FRONTIER 4
３．赤 155 土居 時芽 どい そうし 大阪府 Coraggio Kawanishi Cycling Team Kids dns
４．青 156 宮本 結太 みやもと ゆいた 兵庫県 Coraggio Kawanishi Cycling Team Kids 2
５．黄 157 上田 真太郎 うえだ しんたろう 大阪府 プレザント 3 1

2／3 scratch
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学生スクラッチ 10km

cap № 氏名 ふりがな 府県 所属 タイム 順位

１．白 104 青木 美柚 あおき みゆ 京都府 立命館大学

２．黒 105 石原 卓彦 いしはら たくひこ 京都府 立命館大学

３．赤 111 丹波 ちひろ たんば ちひろ 京都府 立命館大学

４．青 112 角田 健輔 つのだ けんすけ 京都府 立命館大学体育会トライアスロン部

５．黄 113 坪倉 浩一 つぼくら こういち 大阪府 2

６．白黒 114 土江 巧真 どえ たくま 奈良県 立命館大学体育会トライアスロン部

７．白赤 117 廣瀬 智貴 ひろせ ともき 大阪府 関西外国語大学

８．白青 119 古林 大輝 ふるばやし だいき 京都府 立命館

９．赤青 120 牧田 竜明 まきた たつあき 大阪府 立命館大学体育会トライアスロン部

10.黒黄 121 松本 康佑 まつもと こうすけ 滋賀県 立命館大学

11.黒赤 128 市園 真瑚 いちぞの まこ 大阪府 関西大学トライアスロンサークルINFINITY

12.黒青 163 加野 拓海 かのたくみ 大阪 近畿大学

13.白黄 130 朝山 凌 あさやま りょう 兵庫県 同志社大学

14.赤黄 131 伊東 千明 いとう ちあき 大阪府 関西大学

15.青黄 132 上野 瑞紀 うえの みずき 京都府 京都府立医科大学

16.緑 133 岡本 達也 おかもと たつや 京都府 同志社大学

17.緑白 136 笹川 舜 ささがわ しゅん 京都府 同志社大学

18.緑黒 137 谷脇 翼 たにわき つばさ 大阪 関西大学トライアスロンサークル

19.緑赤 138 仲元寺 孝行 ちゅうげんじ たかゆき京都府 同志社大学

20.緑青 139 西川 晋広 にしかわ くにひろ 大阪府 近畿大学体育会トライアスロン部

21.緑黄 140 橋本 悠輝 はしもと ゆうき 大阪府 近畿大学体育会トライアスロン部

22.紫 141 長谷川 隆朗 はせがわ たかあき 京都府 同志社大学トライアスロンチーム

23.紫白 161 谷本 悠麿 たにもとゆうま 大阪 近畿大学 14.41.20 1
24.紫黒 162 村枝 雅史 むらえだまさし 大阪 近畿大学

25.紫赤 144 原口 大空 はらぐち ひろたか 京都府 同志社大学 3
40.橙 145 平野 蓮太郎 ひらの れんたろう 兵庫県 神戸学院大学

41.橙白 146 古川 徳人 ふるかわ なるひと 京都府 同志社大学

28.桃 147 正下 文太郎 まさした ぶんたろう 京都府 関西大学

29.桃白 150 吉村 暢高 よしむら のぶたか 京都府 関西大学

30.桃黒

3／3 scratch
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Ｔ１ エリミネーション
№ b-no 氏名 ふりがな 府県 所属 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # # # 着順 タイム 順位

１．白 6 中村 弦太 T なかむら げんた 京都府 dns

２．黒 10 内田 宇海 うちだ たかみ 大阪府 Teamスクアドラ * 4

３．赤 11 大前 雄暉 おおまえ ゆうき 大阪府 グランデパール播磨 dns

４．青 15 稲田 杜音 いなだ もりお 大阪府 大阪経済大学 dns

５．黄 16 井上 人志 いのうえ ひとし 滋賀県 VC VELOCE * 5

６．白黒 17 樫尾 一知 かしお いっち 兵庫 Team ZERO UNO FRONTIER * 3

７．白赤 19 山口 忠行 やまぐち ただゆき広島県 eNShare cycling team 2.01.40 1

８．白青 27 村上 翔馬 むらかみ しょうま兵庫県 大阪産業大学 *

９．赤青 29 太田 大揮 おおた だいき 大阪府 Hakusei Cycling Team dns

10.黒黄 30 末廣 快理 すえひろ かいり 兵庫県 同志社大学 2

Ｔ2 エリミネーション 
№ b-no 氏名 ふりがな 府県 所属 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # # # 着順 タイム 順位

１．白 36 狩野 大吾 かの だいご 静岡県 Ｉｋｕｓｅｒ

２．黒 38 大槻 誠 おおつき まこと 京都府 イプ練'17 with H * 10

３．赤 39 田口 純也 たぐち じゅんや 兵庫県 662CCC

４．青 40 田中 将人 たなか まさと 奈良 TANAKA BEE YARD * 6

５．黄 42 吉森 大晃 よしもり ひろあき奈良県 Hakusei Cycling Team * 11

６．白黒 43 清水 誠悟 しみず せいご 大阪府 かめや * 9

７．白赤 44 疋田 峻一 ひきだ しゅんいち大阪 * 5

８．白青 45 川島 洋 かわしま ひろし 滋賀県 ストラーダR * 4

９．赤青 46 天野 颯太 あまの そうた 大阪府 チーム　アベノバ * 3

10.黒黄 47 池部 哲夫 いけべ てつお 滋賀 FUKADAまじりんぐ * 12

11.黒赤 51 谷岡 駿 たにおか 大阪府 Teamスクアドラ 4.59.24 1

12.黒青 52 中島 雅央 なかじま まさお 大阪府 ドリンキング 2

13.白黄 54 中村 聡哉 なかむら そうや 大阪府 関西大学 dns

14.赤黄 55 星野 雅彦 ほしの まさひこ 大阪府 Teamスクアドラ * 7

15.青黄 59 山崎 洋 やまさき ひろし 岐阜県 * 8

TM エリミネーション
№ b-no 氏名 ふりがな 府県 所属 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # # # 着順 タイム 順位

１．白 78 石井  和明 いしい  かずあき 兵庫 サクラマチサイクル * 3

２．黒 81 種井 亮 たねい 愛知県 天狗党 * 4

３．赤 82 辻 康成 つじ やすなり 兵庫県 NASU FAN CLUB 2

４．青 85 前川 圭助 T まえがわ けいすけ滋賀県 White Jack * 8

５．黄 86 見田 英夫 みた ひでお 愛知県 * 9

６．白黒 88 頼近 直純 よりちか なおずみ滋賀県 Teamまんま * 10

７．白赤 91 小田 一仁 おだ かずひと 愛知県 サクラマチサイクル * 5

８．白青 96 藤田 季之 ふじた としゆき 大阪 MJファン * 6

９．赤青 97 木下 正季 きのした まさき 大阪府 エキップリオン * 7

10.黒黄 102 今村 有亨 いまむら ありみち京都府 PRT KOSEKI 4.08.52 1

1／3 ELIMINATION
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T3+TLエリミネーション
b-no 氏名 ふりがな 府県 所属 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # # # 着順 タイム 順位

１．白 64 白石 千尋 シライシ チヒロ 和歌山 紀ノ川DECOJA Racing DNS

２．黒 65 田口 詞也 たぐち つぐなり 兵庫県 662CCC/兵庫工業高等学校 DNS

３．赤 68 平野 準 ひらの じゅん 愛知県 * 4

４．青 69 田中 稔 たなか 大阪府 Teamスクアドラ 2

５．黄 75 奥平 厚子 おくだいら あつこ兵庫 Team ZERO UNO FRONTIER * 5

６．白黒 76 島袋 陽子 しまぶくろ ようこ兵庫県 エキップリオン 2.19.45 1

７．白赤 77 矢野 智子 やの ともこ 京都府 モジュマ エリアゼロナナゴ * 3

R1 エリミネーション
№ b-no 氏名 ふりがな 府県 所属 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # # # 着順 タイム 順位

１．白 #N/A #N/A #N/A #N/A dns

２．黒 #N/A #N/A #N/A #N/A dns

３．赤 106 岩崎 礼緒 いわさき れお 和歌山 FortunaTredici * 3

４．青 108 岡田 宝 おかだ たから 兵庫県 Coraggio Kawanishi Cycling Team Junior Youth * 4

５．黄 109 笠松 稜 かさまつ りょう 和歌山 FortunaTredici * 5

６．白黒 110 川嶋 祐紀 かわしま ゆうき 和歌山 FortunaTredici 4.39.44 1

７．白赤 #N/A #N/A #N/A #N/A dns

８．白青 113 坪倉 浩一 つぼくら こういち大阪府 * 7

９．赤青 114 土江 巧真 どえ たくま 奈良県 立命館大学体育会トライアスロン部 * 11

10.黒黄 115 中村 弦太 R なかむら げんた 京都府 dns

11.黒赤 116 濱中 康志 はまなか やすし 兵庫県 Team ZERO UNO FRONTIER dns

12.黒青 117 廣瀬 智貴 ひろせ ともき 大阪府 関西外国語大学 * 9

13.白黄 118 藤原 周司 ふじわら しゅうじ大阪府 ネクストリーム・うどん虹や 2

14.赤黄 119 古林 大輝 ふるばやし だいき京都府 立命館 dns

15.青黄 120 牧田 竜明 まきた たつあき 大阪府 立命館大学体育会トライアスロン部 * 8

16.緑 121 松本 康佑 まつもと こうすけ滋賀県 立命館大学 dns

17.緑白 122 森田 正徳 もりたまさのり 大阪府 オーマイっ！ * 6

18.緑黒 123 谷口 敦史 たにぐち あつし 兵庫県 dns

19.緑赤 124 若代 健 わかしろ たけし 大阪府 TEAM all out dns

20.緑青 125 後藤 東洋士 ごとう ひろし 大阪 ネクストリーム・うどん虹や dns

21.緑黄 112 角田 健輔 つのだ けんすけ 京都府 立命館大学体育会トライアスロン部 * 10

2／3 ELIMINATION
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Ｒ２　エリミネーション
№ b-no 氏名 ふりがな 府県 所属 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # # # # 着順 タイム 順位

１．白 127 宮本 隆司 みやもと たかし 兵庫県 * 5

２．黒 128 市園 真瑚 いちぞの まこ 大阪府 関西大学トライアスロンサークルINFINITY * 13

３．赤 129 芥子 孝満 けし たかみつ 大阪府 * 11

４．青 130 朝山 凌 あさやま りょう 兵庫県 同志社大学 dns

５．黄 131 伊東 千明 いとう ちあき 大阪府 関西大学 dns

６．白黒 133 岡本 達也 おかもと たつや 京都府 同志社大学 dns

７．白赤 135 小西 竜也 こにし たつや 滋賀県 dns

８．白青 136 笹川 舜 ささがわ しゅん 京都府 同志社大学 dns

９．赤青 137 谷脇 翼 たにわき つばさ 大阪 関西大学トライアスロンサークル * 9

10.黒黄 138 仲元寺 孝行 ちゅうげんじ たか京都府 同志社大学 dns

11.黒赤 139 西川 晋広 にしかわ くにひろ大阪府 近畿大学体育会トライアスロン部 9.09.89 1

12.黒青 140 橋本 悠輝 はしもと ゆうき 大阪府 近畿大学体育会トライアスロン部 * 3

13.白黄 141 長谷川 隆朗 はせがわ たかあき京都府 同志社大学トライアスロンチーム * 12

14.赤黄 143 早川 直樹 はやかわ なおき 大阪 dns

15.青黄 145 平野 蓮太郎 ひらの れんたろう兵庫県 神戸学院大学 dns

16.緑 146 古川 徳人 ふるかわ なるひと京都府 同志社大学 dns

17.緑白 147 正下 文太郎 まさした ぶんたろ京都府 関西大学 * 14

18.緑黒 148 村田 孝幸 むらた たかゆき 大阪府 ほんまちクラブ 2

19.緑赤 150 吉村 暢高 よしむら のぶたか京都府 関西大学 dns

20.緑青 155 土居 時芽 どい そうし 大阪府 Coraggio Kawanishi Cycling Team Kids dns U12

21.緑黄 156 宮本 結太 みやもと ゆいた 兵庫県 Coraggio Kawanishi Cycling Team Kids dns U12

22.紫 159 谷口 隼悟 たにぐち しゅんご兵庫県 山口中学校 dns U15

23.紫白 104 青木 美柚 あおき みゆ 京都府 立命館大学 * 16

24.紫黒 105 石原 卓彦 いしはら たくひこ京都府 立命館大学 * 8

25.紫赤 111 丹波 ちひろ たんば ちひろ 京都府 立命館大学 * 15

26.紫青 132 上野 瑞紀 うえの みずき 京都府 京都府立医科大学 dns

27.紫黄 dns U15

28.桃 158 中西 永輝 ナカニシトキ 兵庫県 潮見中学校 * 6

29.桃白 162 村枝 雅史 むらえだまさし 大阪 近畿大学 * 4

30.桃黒 163 加野 拓海 かのたくみ 大阪 近畿大学 * 7

31.桃赤 161 谷本 悠麿 たにもとゆうま 大阪 近畿大学 * 10

3／3 ELIMINATION
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チームレース
チームスプリント
組 H/B チーム名 氏名１ 氏名２ 氏名３ 氏名４ タイム 順位

1 H 大阪経済大学A 21 佐々木 瞭 24 平林 臣一 12 田中 昭太朗 1.10.92
2 H 大阪経済大学B 44 疋田 峻一 13 栗田 龍之介 57 長﨑 優祐 1.13.40

1／1 団体種目
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