種⽬目名

参加者（カナ）

都道府県

チーム名

1001 【ROAD】１．エキスパート

百地  伸樹  様

ﾓﾓﾁﾞ  ﾉﾌﾞｷ

京都府

1002 【ROAD】１．エキスパート

⻄西  克明  様

ﾆｼ  ｶﾂｱｷ

⼤大阪府

アトミック出前迅速！

1003 【ROAD】１．エキスパート

宮⽥田  和俊  様

ﾐﾔﾀ  ｶｽﾞﾄｼ

⼤大阪府

さかたに

1004 【ROAD】１．エキスパート

⻄西⼝口  哲路路  様

ﾆｼｸﾞﾁ  ﾃﾂｼﾞ

⼤大阪府

1005 【ROAD】１．エキスパート

⼩小関  寛  様

ｺｾｷ  ﾋﾛｼ

徳島県

1006 【ROAD】１．エキスパート

兼松  ⼤大和  様

ｶﾈﾏﾂ  ﾔﾏﾄ

奈奈良良県

Team  Green  Road

1007 【ROAD】１．エキスパート

森⼝口  剛成  様

ﾓﾘｸﾞﾁ  ﾀｶﾅﾘ

⼤大阪府

Bandits

1008 【ROAD】１．エキスパート

宮崎  ⼀一幸  様

ﾐﾔｻﾞｷ  ｶｽﾞﾕｷ

⼤大阪府

Ｔeam  Bandits

1009 【ROAD】１．エキスパート

柴⽥田  國幸  様

ｼﾊﾞﾀ  ｸﾆﾕｷ

愛知県

1010 【ROAD】１．エキスパート

野⼝口  浩章  様

ﾉｸﾞﾁ  ﾋﾛｱｷ

愛知県

Liberta

1011 【ROAD】１．エキスパート

織⽥田  善照  様

ｵﾀﾞ  ｾﾞﾝｼｮｳ

滋賀県

ストラーダレーシング

1012 【ROAD】１．エキスパート

森  正  様

ﾓﾘ  ﾀﾀﾞｼ

三重県

宮川医療療少年年院デュアスロンクラブ

1013 【ROAD】１．エキスパート

上⽥田  明  様

ｳｴﾀﾞ  ｱｷﾗ

京都府

⽇日本ろう⾃自転⾞車車競技協会

1015 【ROAD】１．エキスパート

⽯石井  智  様

ｲｼｲ  ﾄﾓ

兵庫県

チーム 　サムライ

1016 【ROAD】１．エキスパート

⼭山⽥田  ⼤大樹  様

ﾔﾏﾀﾞ  ﾋﾛｷ

徳島県

instinct

1017 【ROAD】１．エキスパート

池⽥田  ⼀一男  様

ｲｹﾀﾞ  ｶｽﾞｵ

和歌⼭山県

新宮病院薬剤部

1018 【ROAD】１．エキスパート

中⻄西  淳⼆二  様

ﾅｶﾆｼ  ｼﾞｭﾝｼﾞ

⼤大阪府

1019 【ROAD】１．エキスパート

利利⽥田  卓也  様

ｶｶﾞﾀ  ﾀｸﾔ

兵庫県

増⾕谷⾃自転⾞車車オーリンズ

1020 【ROAD】１．エキスパート

村⽥田  哲寛  様

ﾑﾗﾀ  ﾃﾂﾋﾛ

⽯石川県

トンデモクラブ

1021 【ROAD】１．エキスパート

岡 　  晃邦  様

ｵｶ  ﾃﾙｸﾆ

京都府

1022 【ROAD】１．エキスパート

斎藤  ⼀一郎郎  様

ｻｲﾄｳ  ｲﾁﾛｳ

滋賀県

ストラーダレーシング 　

1023 【ROAD】１．エキスパート

植⽥田  優  様

ｳｴﾀﾞ  ﾕｳ

⼤大阪府

Bandits

1024 【ROAD】１．エキスパート

花澤  ⼤大介  様

ﾊﾅｻﾞﾜ  ﾀﾞｲｽｹ

兵庫県

チーム池原

1025 【ROAD】１．エキスパート

池本  幸男  様

ｲｹﾓﾄ  ﾕｷｵ

⼭山⼝口県

ＨＩＤＥＯ  MAX  ＨＥＡＲＴ

1026 【ROAD】１．エキスパート

磯辺  洋平  様

ｲｿﾍﾞ  ﾖｳﾍｲ

⼤大阪府

近農サイクOB

1027 【ROAD】１．エキスパート

細川  公志  様

ﾎｿｶﾜ  ｺｳｼﾞ

京都府

Bee  Club

1028 【ROAD】１．エキスパート

⽶米⽥田  彰  様

ﾖﾈﾀﾞ  ｱｷﾗ

⼤大阪府

1029 【ROAD】１．エキスパート

武⽥田  眞千⼦子  様

ﾀｹﾀﾞ  ﾏﾁｺ

兵庫県

Team  NOAH

1031 【ROAD】１．エキスパート

新⽥田  和弥  様

ﾆｯﾀ  ｶｽﾞﾔ

岐⾩阜県

ＭＡＺＡＫ 　ＲＫＣ

1032 【ROAD】１．エキスパート

三澤  佑貴  様

ﾐｻﾜ  ﾕｳｷ

京都府

team  poppo

1033 【ROAD】１．エキスパート

中川  隆司  様

ﾅｶｶﾞﾜ  ﾀｶｼ

⼤大阪府

つうばいつうＲ

1034 【ROAD】１．エキスパート

今井  智司  様

ｲﾏｲ  ｻﾄｼ

愛知県

1035 【ROAD】１．エキスパート

⼤大倉  勇夢  様

ｵｵｸﾗ  ｲｻﾑ

⼤大阪府

KOMATU  MTBクラブ

1036 【ROAD】１．エキスパート

井上  亮亮  様

ｲﾉｳｴ  ﾘｮｳ

京都府

京都府⽴立立医科⼤大学

1037 【ROAD】１．エキスパート

奥  隆三郎郎  様

ｵｸ  ﾘｭｳｻﾞﾌﾞﾛｳ

富⼭山県

BIKE  ROUTE  ＆  三協⾃自動⾞車車

1038 【ROAD】１．エキスパート

島⽥田  佳祐  様

ｼﾏﾀﾞ  ｹｲｽｹ

東京都

1039 【ROAD】１．エキスパート

猪野  学  様

ｲﾉ  ﾏﾅﾌﾞ

東京都

合計 37

種⽬目名

参加者

参加者（カナ）

都道府県

チーム名

2001 【ROAD】２．男⼦子Ａ（中学⽣生〜～22歳）

市⽥田  ⼀一聖  様

ｲﾁﾀﾞ  ｲｯｾｲ

京都府

2002 【ROAD】２．男⼦子Ａ（中学⽣生〜～22歳）

市⽥田  慈育  様

ｲﾁﾀﾞ  ｼﾞｲｸ

京都府

2003 【ROAD】２．男⼦子Ａ（中学⽣生〜～22歳）

久保⽥田  航太  様

ｸﾎﾞﾀ  ｺｳﾀ

⼤大阪府

2004 【ROAD】２．男⼦子Ａ（中学⽣生〜～22歳）

茶茶野  湧太  様

ﾁｬﾉ  ﾕｳﾀ

愛知県

2005 【ROAD】２．男⼦子Ａ（中学⽣生〜～22歳）

原⽥田  拓拓弥  様

ﾊﾗﾀﾞ  ﾀｸﾔ

⼤大阪府

2006 【ROAD】２．男⼦子Ａ（中学⽣生〜～22歳）

永⽥田  卓也  様

ﾅｶﾞﾀ  ﾀｸﾔ

愛知県

2007 【ROAD】２．男⼦子Ａ（中学⽣生〜～22歳）

古賀  智⼠士  様

ｺｶﾞ  ｻﾄｼ

兵庫県

2008 【ROAD】２．男⼦子Ａ（中学⽣生〜～22歳）

森  勇⽃斗  様

ﾓﾘ  ﾕｳﾄ

⼤大阪府

2009 【ROAD】２．男⼦子Ａ（中学⽣生〜～22歳）

清⽔水  勇樹  様

ｼﾐｽﾞ  ﾕｳｷ

愛知県

2010 【ROAD】２．男⼦子Ａ（中学⽣生〜～22歳）

森  悠喜  様

ﾓﾘ  ﾕｳｷ

愛知県

2011 【ROAD】２．男⼦子Ａ（中学⽣生〜～22歳）

藤原  光司  様

ﾌｼﾞﾜﾗ  ｺｳｼﾞ

岐⾩阜県

2012 【ROAD】２．男⼦子Ａ（中学⽣生〜～22歳）

⽮矢萩  智貴  様

ﾔﾊｷﾞ  ﾄﾓｷ

滋賀県

彦根TAK

2013 【ROAD】２．男⼦子Ａ（中学⽣生〜～22歳）

松永  悠希  様

ﾏﾂﾅｶﾞ  ﾕｳｷ

⽯石川県

Love  me  tender!?

2014 【ROAD】２．男⼦子Ａ（中学⽣生〜～22歳）

川⼝口  匡亮亮  様

ｶﾜｸﾞﾁ  ｷｮｳｽｹ

愛知県

イナーメ・アイランド信濃⼭山形

2015 【ROAD】２．男⼦子Ａ（中学⽣生〜～22歳）

瀧⼭山  ⾥里里玖  様

ﾀｷﾔﾏ  ﾘｸ

滋賀県

TEAM  FANTASISTA

2016 【ROAD】２．男⼦子Ａ（中学⽣生〜～22歳）

半⽉月  良良典  様

ﾊﾝﾂｷ  ﾖｼﾉﾘ

愛知県

bakerrata

2017 【ROAD】２．男⼦子Ａ（中学⽣生〜～22歳）

村⽥田  海渡  様

ﾑﾗﾀ  ｶｲﾄ

兵庫県

2018 【ROAD】２．男⼦子Ａ（中学⽣生〜～22歳）

⾼高間  健輔  様

ﾀｶﾏ  ｹﾝｽｹ

福井県

2019 【ROAD】２．男⼦子Ａ（中学⽣生〜～22歳）

⼩小林林  卓⾺馬  様

ｺﾊﾞﾔｼ  ﾀｸﾏ

⼤大阪府

2020 【ROAD】２．男⼦子Ａ（中学⽣生〜～22歳）

⽚片⼭山  絢⽃斗  様

ｶﾀﾔﾏ  ｹﾝﾄ

愛知県

2021 【ROAD】２．男⼦子Ａ（中学⽣生〜～22歳）

井上  功⼀一郎郎  様

ｲﾉｳｴ  ｺｳｲﾁﾛｳ

静岡県

2022 【ROAD】２．男⼦子Ａ（中学⽣生〜～22歳）

尾関  太伍  様

ｵｾﾞｷ  ﾀｲｺﾞ

⼤大阪府

2023 【ROAD】２．男⼦子Ａ（中学⽣生〜～22歳）

⻄西  絋平  様

ﾆｼ  ｺｳﾍｲ

⼤大阪府

つうばいつうレーシング

2024 【ROAD】２．男⼦子Ａ（中学⽣生〜～22歳）

橋本  武典  様

ﾊｼﾓﾄ  ﾀｹﾉﾘ

京都府

東稜稜⾼高校

2025 【ROAD】２．男⼦子Ａ（中学⽣生〜～22歳）

橋本  英知  様

ﾊｼﾓﾄ  ﾋﾃﾞﾉﾘ

京都府

東稜稜⾼高校

2026 【ROAD】２．男⼦子Ａ（中学⽣生〜～22歳）

六六⾞車車  伊織  様

ﾑｸﾞﾙﾏ  ｲｵﾘ

兵庫県

2027 【ROAD】２．男⼦子Ａ（中学⽣生〜～22歳）

松本  淳  様

ﾏﾂﾓﾄ  ﾏｺﾄ

⼤大阪府

2028 【ROAD】２．男⼦子Ａ（中学⽣生〜～22歳）

呉屋  直  様

ｸﾚﾔ  ﾅｵ

滋賀県

2029 【ROAD】２．男⼦子Ａ（中学⽣生〜～22歳）

武中  研太  様

ﾀｹﾅｶ  ｹﾝﾀ

⼤大阪府

CSK  Racing  Club

2030 【ROAD】２．男⼦子Ａ（中学⽣生〜～22歳）

宮地  勇弥  様

ﾐﾔｼﾞ  ﾕｳﾔ

愛知県

bakeratta

2031 【ROAD】２．男⼦子Ａ（中学⽣生〜～22歳）

⼩小林林  真也  様

ｺﾊﾞﾔｼ  ｼﾝﾔ

三重県

2032 【ROAD】２．男⼦子Ａ（中学⽣生〜～22歳）

松村  尚毅  様

ﾏﾂﾑﾗ  ﾅｵｷ

神奈奈川県

2033 【ROAD】２．男⼦子Ａ（中学⽣生〜～22歳）

⿑齊藤  達彦  様

ｻｲﾄｳ  ﾀﾂﾋｺ

滋賀県

Ring×2  Cycling  Team

2034 【ROAD】２．男⼦子Ａ（中学⽣生〜～22歳）

得津  光司  様

ﾄｸﾂ  ｺｳｼﾞ

⼤大阪府

北北摂すからと〜～れ

2035 【ROAD】２．男⼦子Ａ（中学⽣生〜～22歳）

⻲亀井  登夢  様

ｶﾒｲ  ﾄﾑ

京都府

TeamTernura

2036 【ROAD】２．男⼦子Ａ（中学⽣生〜～22歳）

今北北  直志  様

ｲﾏｷﾀ  ﾅｵｼ

兵庫県

GHCT

2037 【ROAD】２．男⼦子Ａ（中学⽣生〜～22歳）

中⾓角  直喜  様

ﾅｶﾂﾉ  ﾅｵｷ

滋賀県

2038 【ROAD】２．男⼦子Ａ（中学⽣生〜～22歳）

峯  周平  様

ﾐﾈ  ｼｭｳﾍｲ

兵庫県

MRJ

2039 【ROAD】２．男⼦子Ａ（中学⽣生〜～22歳）

近⽥田  貴明  様

ｺﾝﾀﾞ  ﾀｶｱｷ

愛知県

リーフ

2040 【ROAD】２．男⼦子Ａ（中学⽣生〜～22歳）

畔柳柳  友彰  様

ｸﾛﾔﾅｷﾞ  ﾄﾓｱｷ

愛知県

リーフ

2041 【ROAD】２．男⼦子Ａ（中学⽣生〜～22歳）

隈部  将吾  様

ｸﾏﾍﾞ  ｼｮｳｺﾞ

愛知県

リーフ

2042 【ROAD】２．男⼦子Ａ（中学⽣生〜～22歳）

⾼高橋  孝輔  様

ﾀｶﾊｼ  ｺｳｽｹ

愛知県

リーフ

2043 【ROAD】２．男⼦子Ａ（中学⽣生〜～22歳）

新⾥里里  ケンジ  様

ｼﾝｻﾄ  ｹﾝｼﾞ

静岡県

TWO  CYCLE

2044 【ROAD】２．男⼦子Ａ（中学⽣生〜～22歳）

⽯石原  誠司  様

ｲｼﾊﾗ  ｾｲｼﾞ

岐⾩阜県

2045 【ROAD】２．男⼦子Ａ（中学⽣生〜～22歳）

⽯石川  時⽣生  様

ｲｼｶﾜ  ﾄｷｵ

静岡県

2046 【ROAD】２．男⼦子Ａ（中学⽣生〜～22歳）

有坂  健太郎郎  様

ｱﾘｻｶ  ｹﾝﾀﾛｳ

栃⽊木県

2047 【ROAD】２．男⼦子Ａ（中学⽣生〜～22歳）

佐藤  ⼤大紀  様

ｻﾄｳ  ﾀﾞｲｷ

愛知県

2048 【ROAD】２．男⼦子Ａ（中学⽣生〜～22歳）

酒井  智寛  様

ｻｶｲ  ﾄﾓﾋﾛ

愛知県

2049 【ROAD】２．男⼦子Ａ（中学⽣生〜～22歳）

⽊木下  ⻯竜輝  様

ｷﾉｼﾀ  ﾘｭｳｷ

三重県

2050 【ROAD】２．男⼦子Ａ（中学⽣生〜～22歳）

野村  巧樹  様

ﾉﾑﾗ  ｺｳｷ

愛知県

オレンジテストチーム

チームM&Y

⽩白崎サイクル⾃自転⾞車車競技部
ＴＥＡＭ 　ＫＡＴＡＹＡＭＡ

シンコーポレーション頼国

TWO  CYCLE
三好SAーTC

種⽬目名

参加者

参加者（カナ）

都道府県

チーム名

2051 【ROAD】２．男⼦子Ａ（中学⽣生〜～22歳）

伊倉  隆介  様

ｲｸﾞﾗ  ﾘｭｳｽｹ

愛知県

2052 【ROAD】２．男⼦子Ａ（中学⽣生〜～22歳）

松本  恭久  様

ﾏﾂﾓﾄ  ﾔｽﾋｻ

愛知県

2053 【ROAD】２．男⼦子Ａ（中学⽣生〜～22歳）

南  嘉輝  様

ﾐﾅﾐ  ﾋﾛｷ

京都府

2054 【ROAD】２．男⼦子Ａ（中学⽣生〜～22歳）

槙野  ⻘青葉葉  様

ﾏｷﾉ  ｱｵﾊﾞ

京都府

きゅうべえsports

2055 【ROAD】２．男⼦子Ａ（中学⽣生〜～22歳）

⼾戸崎  徹  様

ﾄｻｷ  ﾄｵﾙ

岐⾩阜県

GMS1

2056 【ROAD】２．男⼦子Ａ（中学⽣生〜～22歳）

⼭山⼝口  泰明  様

ﾔﾏｸﾞﾁ  ﾔｽｱｷ

愛知県

OGJ

2057 【ROAD】２．男⼦子Ａ（中学⽣生〜～22歳）

笹川  翔太  様

ｻｻｶﾜ  ｼｮｳﾀ

兵庫県

free  beat

2058 【ROAD】２．男⼦子Ａ（中学⽣生〜～22歳）

⼩小島  悠  様

ｺｼﾞﾏ  ﾕｳ

⼤大阪府

⽴立立命館サイクリングクラブ

2059 【ROAD】２．男⼦子Ａ（中学⽣生〜～22歳）

下出  隆史  様

ｼﾓﾃﾞ  ﾀｶｼ

京都府

⽴立立命館サイクリングクラブ

2060 【ROAD】２．男⼦子Ａ（中学⽣生〜～22歳）

植⽊木  太智  様

ｳｴｷ  ﾀｲﾁ

京都府

⽴立立命館サイクリングクラブ

2061 【ROAD】２．男⼦子Ａ（中学⽣生〜～22歳）

浅野  拓拓也  様

ｱｻﾉ  ﾀｸﾔ

京都府

⽴立立命館サイクリングクラブ

2062 【ROAD】２．男⼦子Ａ（中学⽣生〜～22歳）

⾼高橋  叶平  様

ﾀｶﾊｼ  ｷｮｳﾍｲ

広島県

Tｅａｍ 　ＵＫＹＯ 　Ｒｅｖｅ

合計 61

bakeratta

種⽬目名

参加者

参加者（カナ）

都道府県

チーム名

3001 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

伊⼭山  ⼤大策  様

ｲﾔﾏ  ﾀﾞｲｻｸ

愛知県

えきさいくる

3003 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

早川  貴⼤大  様

ﾊﾔｶﾜ  ﾀｶﾋﾛ

愛知県

vaio

3004 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

中治  綱太  様

ﾅｶｼﾞ  ｺｳﾀ

⼤大阪府

TeamGreenRoad

3005 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

⽥田辺  修⼀一  様

ﾀﾅﾍﾞ  ｼｭｳｲﾁ

⼤大阪府

3006 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

永⽥田  伸明  様

ﾅｶﾞﾀ  ﾉﾌﾞｱｷ

岐⾩阜県

3007 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

元⽔水  智⼤大  様

ﾓﾄﾐｽﾞ  ﾄﾓﾋﾛ

富⼭山県

3008 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

⾼高橋  裕紀  様

ﾀｶﾊｼ  ﾋﾛｷ

三重県

3009 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

伊藤  祐次郎郎  様

ｲﾄｳ  ﾕｳｼﾞﾛｳ

愛知県

3010 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

佐野  貴志  様

ｻﾉ  ﾀｶｼ

神奈奈川県

3011 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

武智  渉  様

ﾀｹﾁ  ﾜﾀﾙ

愛知県

3012 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

加塩  弘⼀一  様

ｶｼｵ  ｺｳｲﾁ

岐⾩阜県

Tre  Frecce

3013 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

杉浦  友昭  様

ｽｷﾞｳﾗ  ﾄﾓｱｷ

三重県

Team  DTK

3014 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

堀 　  進也  様

ﾎﾘ  ｼﾝﾔ

愛知県

えきさいくる

3015 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

伊東  良良  様

ｲﾄｳ  ﾘｮｳ

愛知県

3016 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

⼩小藤  崇記  様

ｺﾄｳ  ﾀｶﾉﾘ

岐⾩阜県

3017 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

隅  智亮亮  様

ｽﾐ  ﾄﾓｱｷ

⼤大阪府

3018 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

⼭山内  将裕  様

ﾔﾏｳﾁ  ﾏｻﾋﾛ

愛知県

⼤大⽇日本ペダリング

3019 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

森岡  勇⼆二  様

ﾓﾘｵｶ  ﾕｳｼﾞ

⼤大阪府

Team  Green  Road

3020 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

森岡  稔久  様

ﾓﾘｵｶ  ﾄｼﾋｻ

東京都

3021 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

飯⽥田  剛⼠士  様

ｲｲﾀﾞ  ﾀｹｼ

奈奈良良県

SAKATANI

3022 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

徳⽥田  純也  様

ﾄｸﾀﾞ  ｼﾞｭﾝﾔ

⼤大阪府

Team-‐‑‒RSO  Racing

3023 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

辻  修平  様

ﾂｼﾞ  ｼｭｳﾍｲ

岐⾩阜県

⼤大垣ピストンズ

3024 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

稲葉葉  遼  様

ｲﾅﾊﾞ  ﾘｮｳ

⼤大阪府

ネクストリーム

3025 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

東  将敬  様

ﾋｶﾞｼ  ﾏｻﾀｶ

三重県

3026 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

中村  俊介  様

ﾅｶﾑﾗ  ｼｭﾝｽｹ

愛知県

3027 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

佐藤  直樹  様

ｻﾄｳ  ﾅｵｷ

⼤大阪府

3028 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

松井  訓央  様

ﾏﾂｲ  ｸﾆﾋｻ

三重県

3029 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

⾼高⽊木  寛将  様

ﾀｶｷﾞ  ﾋﾛﾏｻ

岐⾩阜県

3030 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

中嶋  ⼀一貴  様

ﾅｶｼﾏ  ｶｽﾞｷ

愛知県

チームN

3031 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

渡邊  拓拓也  様

ﾜﾀﾅﾍﾞ  ﾀｸﾔ

愛知県

ＡＴＣ

3032 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

⼭山⼝口  知也  様

ﾔﾏｸﾞﾁ  ｶｽﾞﾔ

愛知県

TARGET

3033 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

⼀一ノ⾕谷  ⻯竜⾺馬  様

ｲﾁﾉﾀﾆ  ﾘｮｳﾏ

⼤大阪府

Team  Green  Road

3034 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

綿屋  茂男  様

ﾜﾀﾔ  ｼｹﾞｵ

岐⾩阜県

3035 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

福岡  智之  様

ﾌｸｵｶ  ﾄﾓﾕｷ

京都府

たからくじ同好会

3036 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

横⼭山  和也  様

ﾖｺﾔﾏ  ｶｽﾞﾔ

愛知県

⾃自由輪輪倶楽部

3037 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

鈴鈴⽊木  翔太  様

ｽｽｷ  ｼｮｳﾀ

三重県

Ｂ-‐‑‒Hearts

3038 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

宮崎  諒諒  様

ﾐﾔｻﾞｷ  ﾘｮｳ

滋賀県

へっぽこちゃりだー

3039 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

⽶米澤  惇也  様

ﾖﾈｻﾞﾜ  ｼﾞｭﾝﾔ

兵庫県

3040 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

師岡  慧  様

ﾓﾛｵｶ  ｻﾄｼ

愛知県

廣島東洋カープは永久に不不滅です

3041 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

⽵竹中  ⼀一輝  様

ﾀｹﾅｶ  ｶｽﾞｷ

岐⾩阜県

⼤大垣CSC⾃自転⾞車車のウエサカ

3042 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

吉町  彰博  様

ﾖｼﾏﾁ  ｱｷﾋﾛ

⼤大阪府

3043 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

植村  晋⼆二  様

ｳｴﾑﾗ  ｼﾝｼﾞ

愛知県

3044 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

江⼝口  公介  様

ｴｸﾞﾁ  ｺｳｽｹ

愛知県

3045 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

柴⽥田  和哉  様

ｼﾊﾞﾀ  ｶｽﾞﾔ

愛知県

3046 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

野川  真史  様

ﾉｶﾞﾜ  ﾏｻｼ

東京都

チーム568

3047 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

⽯石塚  慎平  様

ｲｼﾂﾞｶ  ｼﾝﾍﾟｲ

⼤大阪府

Ｔｅａｍ 　Ｂａｎｄｉｔｓ

3048 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

細川  拓拓哉  様

ﾎｿｶﾜ  ﾀｸﾔ

滋賀県

3049 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

島  光司  様

ｼﾏ  ｺｳｼﾞ

岐⾩阜県

3050 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

鵜飼  拓拓也  様

ｳｶｲ  ﾀｸﾔ

滋賀県

⾃自転⾞車車貴族
カミハギサイクル

Choco.

チームN
Team  DTK

ｽﾋﾟﾘﾀｽﾚｰｼﾝｸﾞ

ダイキンレーシング

種⽬目名

参加者

参加者（カナ）

都道府県

チーム名

3051 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

上⽥田  晃史  様

ｳｴﾀﾞ  ｱｷﾌﾐ

⼤大阪府

エキップリオン

3052 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

池⽥田  雄⼠士  様

ｲｹﾀﾞ  ﾕｳｼﾞ

京都府

登らん会

3053 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

井尻  健⼀一  様

ｲｼﾞﾘ  ｹﾝｲﾁ

京都府

登らん会

3054 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

新⾒見見  圭輔  様

ｼﾝﾐ  ｹｲｽｹ

三重県

FCC

3055 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

岡  理理裕  様

ｵｶ  ﾏｻﾋﾛ

愛知県

3056 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

柴⽥田  貴康  様

ｼﾊﾞﾀ  ﾀｶﾔｽ

⼭山梨梨県

3057 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

加藤  勝也  様

ｶﾄｳ  ｶﾂﾔ

愛知県

3058 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

伊藤  周平  様

ｲﾄｳ  ｼｭｳﾍｲ

愛知県

3059 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

櫛櫛⽥田  芳裕  様

ｸｼﾀﾞ  ﾖｼﾋﾛ

滋賀県

3060 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

花⽥田  弘樹  様

ﾊﾅﾀﾞ  ﾋﾛｷ

⼤大阪府

3061 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

布施  悟  様

ﾌｾ  ｻﾄﾙ

滋賀県

3062 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

⾼高坂  亮亮太  様

ｺｳｻｶ  ﾘｮｳﾀ

京都府

3063 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

三俣  雄佑  様

ﾐﾂﾏﾀ  ﾕｳｽｹ

⻑⾧長野県

3064 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

今井  陽介  様

ｲﾏｲ  ﾖｳｽｹ

三重県

3065 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

千葉葉  和也  様

ﾁﾊﾞ  ｶｽﾞﾔ

愛知県

3066 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

⼆二⽊木  洋光  様

ﾌﾀｷﾞ  ﾋﾛｱｷ

愛知県

3067 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

中川  達彦  様

ﾅｶｶﾞﾜ  ﾀﾂﾋｺ

滋賀県

3068 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

可知  遼太朗  様

ｶﾁ  ﾘｮｳﾀﾛｳ

三重県

3069 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

⼭山⽥田  宏紀  様

ﾔﾏﾀﾞ  ﾋﾛｷ

愛知県

3070 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

松岡  琢弥  様

ﾏﾂｵｶ  ﾀｸﾔ

⼤大阪府

3071 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

坪井  勇親  様

ﾂﾎﾞｲ  ﾀｹﾐ

愛知県

3072 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

岡⽥田  貴敬  様

ｵｶﾀﾞ  ﾀｶﾕｷ

静岡県

3073 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

松⽥田  侑也  様

ﾏﾂﾀﾞ  ﾕｳﾔ

愛知県

3074 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

井澤  航  様

ｲｻﾞﾜ  ｺｳ

⼤大阪府

3075 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

神⾕谷  拓拓  様

ｶﾐﾔ  ﾀｸ

愛知県

3076 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

松岡  尚⼈人  様

ﾏﾂｵｶ  ﾅｵﾄ

愛知県

3077 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

津崎  純⼀一  様

ﾂｻﾞｷ  ｼﾞｭﾝｲﾁ

⼤大阪府

3078 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

川添  岳明  様

ｶﾜｿﾞｴ  ﾀｹｱｷ

愛知県

VAIO

3079 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

⾼高⽥田  圭佑  様

ﾀｶﾀ  ｹｲｽｹ

兵庫県

suma  coast  side

3080 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

岡⽥田  拓拓磨  様

ｵｶﾀﾞ  ﾀｸﾏ

⼤大阪府

3081 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

古⽥田  将之  様

ﾌﾙﾀ  ﾏｻﾕｷ

⻑⾧長野県

Team-‐‑‒DADDY

3082 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

⽮矢代  直也  様

ﾔｼﾛ  ﾅｵﾔ

兵庫県

LifeRide

3083 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

間所  智幸  様

ﾏﾄﾞｺﾛ  ﾄﾓﾕｷ

滋賀県

Ring×2  Cycling  Team

3084 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

司  翔太  様

ﾂｶｻ  ｼｮｳﾀ

愛知県

シミズサイクル

3085 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

勝野  雄介  様

ｶﾂﾉ  ﾕｳｽｹ

愛知県

3086 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

橋本  篤  様

ﾊｼﾓﾄ  ｱﾂｼ

三重県

3087 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

尾形  歩  様

ｵｶﾞﾀ  ｱﾕﾐ

愛知県

3088 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

きしだ  こうすけ  様

ｷｼﾀﾞ  ｺｳｽｹ

滋賀県

3089 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

渡辺  ⼤大登  様

ﾜﾀﾅﾍﾞ  ﾋﾛﾄ

岐⾩阜県

チームDMDV

3090 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

丈六六  佑樹  様

ｼﾞｮｳﾛｸ  ﾕｳｷ

和歌⼭山県

アバンギャルド 　和歌⼭山

3091 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

⻄西⽥田  亮亮太  様

ﾆｼﾀﾞ  ﾘｮｳﾀ

⼤大阪府

3092 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

⽯石井  晋也  様

ｲｼｲ  ｼﾝﾔ

奈奈良良県

3093 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

⻘青⽊木  優太  様

ｱｵｷ  ﾕｳﾀ

愛知県

3094 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

市  祥之  様

ｲﾁ  ﾖｼﾕｷ

岡⼭山県

3095 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

光畑  ⼀一樹  様

ﾐﾂﾊﾀ  ｶｽﾞｷ

静岡県

3096 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

瀬⼾戸  豊  様

ｾﾄ  ﾕﾀｶ

静岡県

チームONO

3097 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

板⼦子  佑⼠士  様

ｲﾀｺ  ﾕｳｼﾞ

神奈奈川県

Life  Ride

3098 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

藤⽥田  裕介  様

ﾌｼﾞﾀ  ﾕｳｽｹ

富⼭山県

⾃自転⾞車車貴族

3099 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

中川  清司  様

ﾅｶｶﾞﾜ  ｾｲｼﾞ

三重県

ME-‐‑‒TERBO

3100 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

加藤  浩晃  様

ｶﾄｳ  ﾋﾛｱｷ

愛知県

りんきち

チームVAIO

Team-‐‑‒RSO  Racing

Infinity

TEAM-‐‑‒NISHIKAWA
Rabbit  Street  esaka

Team  Green  Road

種⽬目名

参加者

参加者（カナ）

都道府県

チーム名

3101 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

滝本  敬也  様

ﾀｷﾓﾄ  ﾀｶﾔ

三重県

Rapid  Motion

3102 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

⼤大野  裕明  様

ｵｵﾉ  ﾋﾛｱｷ

愛知県

3103 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

関⼝口  学  様

ｾｷｸﾞﾁ  ﾏﾅﾌﾞ

滋賀県

3104 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

楠川  礁  様

ｸｽｶﾜ  ｼｮｳ

愛知県

3105 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

服部  真哉  様

ﾊｯﾄﾘ  ｼﾝﾔ

愛知県

3106 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

江⼝口  弘幸  様

ｴｸﾞﾁ  ﾋﾛﾕｷ

愛知県

すくーでりあ・で・ちゃり

3107 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

奥⾕谷  賢治  様

ｵｸﾔ  ｹﾝｼﾞ

愛知県

TEAM 　CYSIL

3108 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

増⼦子  晴哉  様

ﾏｽｺ  ｾｲﾔ

愛知県

3109 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

布⽬目  幸司  様

ﾇﾉﾒ  ｺｳｼﾞ

岐⾩阜県

Teamーover

3110 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

⽥田⼝口  周司  様

ﾀｸﾞﾁ  ｼｭｳｼﾞ

岐⾩阜県

teaｍーover

3111 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

⼭山⼝口  浩⼆二  様

ﾔﾏｸﾞﾁ  ｺｳｼﾞ

⼤大阪府

RIDLEY.KOG

3112 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

⼭山⼝口  弘志  様

ﾔﾏｸﾞﾁ  ﾋﾛｼ

⼤大阪府

RIDLEY.KOG

3113 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

⽊木村  祐⼆二  様

ｷﾑﾗ  ﾕｳｼﾞ

三重県

ptucc

3114 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

松川  哲  様

ﾏﾂｶﾜ  ｻﾄｼ

岐⾩阜県

ＪＡＳＤＦ  ＡＤＴＷ

3115 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

⼭山下  孝幸  様

ﾔﾏｼﾀ  ﾀｶﾕｷ

静岡県

A.E.L

3116 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

岡⽥田  宜規  様

ｵｶﾀﾞ  ﾖｼｷ

愛知県

カミハギサイクル

3117 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

築⼭山  武明  様

ﾂｷﾔﾏ  ﾀｹｱｷ

愛知県

TEAM  CANISTER

3118 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

秋元  健太郎郎  様

ｱｷﾓﾄ  ｹﾝﾀﾛｳ

兵庫県

TEAM  CANISTER

3119 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

伊東  慎平  様

ｲﾄｳ  ｼﾝﾍﾟｲ

愛知県

TEAM  CANISTER

3120 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

松下  享平  様

ﾏﾂｼﾀ  ｷｮｳﾍｲ

愛知県

TEAM  CANISTER

3121 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

岩崎  成記  様

ｲﾜｻｷ  ｱｷﾉﾘ

愛知県

TEAM  CANISTER

3122 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

成⽥田  晃⼀一郎郎  様

ﾅﾘﾀ  ｺｳｲﾁﾛｳ

愛知県

TEAM  CANISTER

3123 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

⼩小⻄西  裕⼰己  様

ｺﾆｼ  ﾕｳｷ

愛知県

いとう内科クリニックRT

3124 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

太⽥田  英幸  様

ｵｵﾀ  ﾋﾃﾞﾕｷ

愛知県

3125 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

本松  孝啓  様

ﾓﾄﾏﾂ  ﾀｶﾋﾛ

⼤大阪府

3126 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

⽯石井  靖之  様

ｲｼｲ  ﾔｽﾕｷ

滋賀県

ダイキンレーシング

3127 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

池⼭山  冬⾺馬  様

ｲｹﾔﾏ  ﾄｳﾏ

京都府

jam

3128 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

弘中  健太  様

ﾋﾛﾅｶ  ｹﾝﾀ

兵庫県

We  Wilier

3129 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

⽷糸賀  健裕  様

ｲﾄｶﾞ  ﾀｹﾋﾛ

兵庫県

Suma  Coast  Side

3130 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

⼭山川  拓拓哉  様

ﾔﾏｶﾜ  ﾀｸﾔ

徳島県

3131 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

中桐  啓志  様

ﾅｶｷﾞﾘ  ﾋﾛｼ

兵庫県

3132 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

⽯石川  隆之  様

ｲｼｶﾜ  ﾀｶﾕｷ

愛知県

3133 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

川村  篤史  様

ｶﾜﾑﾗ  ｱﾂｼ

兵庫県

3134 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

⼭山室  智司  様

ﾔﾏﾑﾛ  ｻﾄｼ

岡⼭山県

3135 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

⽥田中  裕⼰己  様

ﾀﾅｶ  ﾋﾛﾐ

兵庫県

3136 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

⾦金金野 　  ⽂文彰  様

ｺﾝﾉ  ﾌﾐｱｷ

京都府

3137 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

加藤  ⾠辰辰哉  様

ｶﾄｳ  ﾀﾂﾔ

愛知県

3138 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

安⽥田  義⼈人  様

ﾔｽﾀﾞ  ﾖｼﾋﾄ

愛知県

3139 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

根来  明宏  様

ﾈｺﾞﾛ  ｱｷﾋﾛ

愛知県

3140 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

橘  和希  様

ﾀﾁﾊﾞﾅ  ｶｽﾞｷ

愛知県

3142 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

福岡  弘樹  様

ﾌｸｵｶ  ﾋﾛｷ

奈奈良良県

3143 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

河合  毅⼤大  様

ｶﾜｲ  ﾀｶﾋﾛ

愛知県

Team  Diagnosis

3144 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

ヒルド  玲玲⾳音  様

ﾋﾙﾄﾞ  ﾚｵﾝ

奈奈良良県

シュタイグビューゲル吹⽥田

3145 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

⽊木⼝口  歩  様

ｷｸﾞﾁ  ｱﾕﾑ

京都府

TeamTernura

3146 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

清⽔水  和俊  様

ｼﾐｽﾞ  ｶｽﾞﾄｼ

⼤大阪府

Team  Green  Road

3147 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

⿑齊藤  翔太  様

ｻｲﾄｳ  ｼｮｳﾀ

愛知県

3148 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

間  裕介  様

ｱｲﾀﾞ  ﾕｳｽｹ

岐⾩阜県

HTCC

3149 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

⻘青⼭山  隆亮亮  様

ｱｵﾔﾏ  ﾘｭｳｽｹ

滋賀県

TCC

3150 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

後⽥田  敬太  様

ｳｼﾛﾀﾞ  ｹｲﾀ

愛知県

エキップ 　アイセロ

チームNWK2

ジャイアントストア神⼾戸
近農サイクＯＢ

いけだのこうくうこうぞう

種⽬目名

参加者

参加者（カナ）

都道府県

チーム名

3151 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

⼟土屋  孝広  様

ﾂﾁﾔ  ﾀｶﾋﾛ

三重県

Rapid  Motion

3152 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

内⽥田  喬平  様

ｳﾁﾀﾞ  ｷｮｳﾍｲ

滋賀県

TEAM  PROTEK  JAPAN

3153 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

北北野  恵⼤大  様

ｷﾀﾉ  ｹｲﾀ

滋賀県

3154 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

⼟土井  崇雅  様

ﾄﾞｲ  ﾀｶﾏｻ

奈奈良良県

3155 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

星野  昌平  様

ﾎｼﾉ  ｼｮｳﾍｲ

滋賀県

チーム三⾺馬⼒力力半

3156 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

⼤大藪  伸  様

ｵｵﾔﾌﾞ  ｼﾝ

⼤大阪府

JNT

3157 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

⼩小⾕谷  諭史  様

ｺﾀﾆ  ｻﾄｼ

⼤大阪府

3158 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

川本  真嗣  様

ｶﾜﾓﾄ  ｼﾝｼﾞ

愛知県

3159 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

松浦  宏典  様

ﾏﾂｳﾗ  ﾋﾛﾉﾘ

愛知県

3160 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

祢宜⽥田  和樹  様

ﾈｷﾞﾀ  ｶｽﾞｷ

愛知県

3161 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

⻑⾧長⽥田  光司  様

ﾅｶﾞﾀ  ｺｳｼﾞ

⼤大阪府

3162 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

⼭山⽥田  英次郎郎  様

ﾔﾏﾀﾞ  ｴｲｼﾞﾛｳ

愛知県

ピーナッツボーイ

3163 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

増⽥田  尚紀  様

ﾏｽﾀﾞ  ﾅｵｷ

滋賀県

Rapid  Motion

3164 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

平丸  ⼤大介  様

ﾋﾗﾏﾙ  ﾀﾞｲｽｹ

京都府

3165 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

⾹香野  洋⼀一郎郎  様

ｺｳﾉ  ﾖｳｲﾁﾛｳ

愛知県

3166 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

國武  康範  様

ｸﾆﾀｹ  ﾔｽﾉﾘ

⼤大阪府

3167 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

⽊木下  雅幸  様

ｷﾉｼﾀ  ﾏｻﾕｷ

滋賀県

3168 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

本多  春彦  様

ﾎﾝﾀﾞ  ﾊﾙﾋｺ

愛知県

3169 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

松本  理理  様

ﾏﾂﾓﾄ  ｵｻﾑ

滋賀県

3170 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

屋喜  恭輔  様

ﾔｷ  ｷｮｳｽｹ

富⼭山県

3171 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

安藤  慎吾  様

ｱﾝﾄﾞｳ  ｼﾝｺﾞ

愛知県

3172 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

杉本  雅樹  様

ｽｷﾞﾓﾄ  ﾏｻｷ

滋賀県

3173 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

川辺  達也  様

ｶﾜﾍﾞ  ﾀﾂﾔ

滋賀県

3174 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

飯塚  晃浩  様

ｲｲﾂﾞｶ  ｱｷﾋﾛ

愛知県

3175 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

近藤  尚弥  様

ｺﾝﾄﾞｳ  ﾅｵﾔ

愛知県

3176 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

⼩小⽊木曽  光久  様

ｵｷﾞｿ  ﾐﾂﾋｻ

愛知県

超カルレーシング

3177 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

巻上  峻久  様

ﾏｷｳｴ  ｼｭﾝｸ

愛知県

チームリンクラハルヒ

3178 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

⿇麻中  俊輔  様

ｱｻﾅｶ  ｼｭﾝｽｹ

神奈奈川県

3179 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

近藤  隆裕  様

ｺﾝﾄﾞｳ  ﾀｶﾋﾛ

兵庫県

3180 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

野々⼭山  昭太  様

ﾉﾉﾔﾏ  ｼｮｳﾀ

愛知県

HVD

3181 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

佐藤  那央  様

ｻﾄｳ  ﾅｵ

滋賀県

KAZAMIDORI

3182 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

河井  良良平  様

ｶﾜｲ  ﾘｮｳﾍｲ

愛知県

エキップアイセロ

3183 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

⾼高⽊木  康弘  様

ﾀｶｷﾞ  ﾔｽﾋﾛ

愛知県

エキップアイセロ

3184 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

太⽥田  豪  様

ｵｵﾀ  ｺﾞｳ

愛知県

エキップアイセロ

3185 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

⽶米澤  優希  様

ﾖﾈｻﾞﾜ  ﾕｳｷ

愛知県

エキップアイセロ

3186 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

加藤  裕介  様

ｶﾄｳ  ﾕｳｽｹ

⼤大阪府

3187 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

蒲原  浩平  様

ｶﾓﾊﾗ  ｺｳﾍｲ

愛知県

3188 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

久堀  優介  様

ｸﾎﾞﾘ  ﾕｳｽｹ

⼤大阪府

3189 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

光永  章伸  様

ﾐﾂﾅｶﾞ  ｱｷﾉﾌﾞ

愛知県

3190 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

近藤  慎也  様

ｺﾝﾄﾞｳ  ｼﾝﾔ

愛知県

3191 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

野崎  亮亮太  様

ﾉｻﾞｷ  ﾘｮｳﾀ

愛知県

3192 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

野本  淳  様

ﾉﾓﾄ  ｼﾞｭﾝ

愛知県

3193 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

⻄西村  学  様

ﾆｼﾑﾗ  ﾏﾅﾌﾞ

京都府

3194 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

佐々⽊木  博⼀一  様

ｻｻｷ  ﾋﾛｶｽﾞ

愛知県

3195 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

森川  裕太  様

ﾓﾘｶﾜ  ﾕｳﾀ

新潟県

チームフィンズ

3196 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

⽇日⽐比野  圭紘  様

ﾋﾋﾞﾉ  ﾖｼﾋﾛ

滋賀県

Team坂⼒力力

3197 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

⽔水野  拓拓弥  様

ﾐｽﾞﾉ  ﾀｸﾔ

岐⾩阜県

3198 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

榊原  俊介  様

ｻｶｷﾊﾞﾗ  ｼｭﾝｽｹ

静岡県

SPADE  ACE

3199 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

丹丹野  明智  様

ﾀﾝﾉ  ｱｷﾄﾓ

神奈奈川県

⼟土曜倶楽部（仮）

3200 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

⻑⾧長⾕谷川  数樹  様

ﾊｾｶﾞﾜ  ｶｽﾞｷ

東京都

⼟土曜倶楽部（仮）

ＡＷ
FR2
FunRideFreak

NIKO  FACTORY

geehigh(ジーハイ)

種⽬目名

参加者

参加者（カナ）

都道府県

チーム名

3201 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

⽯石⽥田  将之  様

ｲｼﾀﾞ  ﾏｻﾕｷ

⼤大阪府

宝くじ同好会

3202 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

伊藤  晋平  様

ｲﾄｳ  ｼﾝﾍﾟｲ

東京都

ランド坂

3203 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

早⽥田  圭吾  様

ｿｳﾀﾞ  ｹｲｺﾞ

兵庫県

クライム・サイクルスポーツ

3204 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

加藤  晶久  様

ｶﾄｳ  ｱｷﾋｻ

愛知県

ニコーファクトリー

3206 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

⼩小⼭山  憲司  様

ｺﾔﾏ  ｹﾝｼﾞ

兵庫県

3207 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

後藤  壮平  様

ｺﾞﾄｳ  ｿｳﾍｲ

奈奈良良県

3208 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

⾼高⽥田  秀昭  様

ﾀｶﾀﾞ  ﾋﾃﾞｱｷ

兵庫県

3209 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

廣幡  正晴  様

ﾋﾛﾊﾀ  ﾏｻﾊﾙ

京都府

3210 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

河合  航  様

ｶﾜｲ  ﾜﾀﾙ

⼤大阪府

3211 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

藤本  雄太  様

ﾌｼﾞﾓﾄ  ﾕｳﾀ

⿃鳥取県

3212 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

岡  琢哉  様

ｵｶ  ﾀｸﾔ

岐⾩阜県

3213 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

福井  天規  様

ﾌｸｲ  ﾀｶﾉﾘ

愛知県

3214 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

⽶米坂  幸祐  様

ﾖﾈｻｶ  ｺｳｽｹ

静岡県

3215 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

⼭山下  雅⼤大  様

ﾔﾏｼﾀ  ﾏｻﾋﾛ

⼤大阪府

かつあき⼀一家

3216 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

野上  清登  様

ﾉｶﾞﾐ  ｷﾖﾄ

⼤大阪府

ラビットストリート

3217 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

鈴鈴⽊木  啓久  様

ｽｽﾞｷ  ﾋﾛﾋｻ

岐⾩阜県

y城⾼高校⽣生物

3218 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

⾼高橋  達  様

ﾀｶﾊｼ  ﾄｵﾙ

埼⽟玉県

3219 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

淡川  健司  様

ｱｲｶﾜ  ｹﾝｼﾞ

岐⾩阜県

3220 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

吉川  克朗  様

ﾖｼｶﾜ  ｶﾂｱｷ

⼤大阪府

かつあき⼀一家

3221 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

藤原  慶之  様

ﾌｼﾞﾊﾗ  ﾖｼﾕｷ

京都府

きゅうべえsports

3222 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

梅⽥田  太⼀一  様

ｳﾒﾀﾞ  ﾀｲﾁ

滋賀県

3223 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

辻本  孝⾏行行  様

ﾂｼﾞﾓﾄ  ﾀｶﾕｷ

滋賀県

3224 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

⽯石川  洵  様

ｲｼｶﾜ  ﾏｺﾄ

愛知県

3225 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

⼭山本  貴広  様

ﾔﾏﾓﾄ  ﾀｶﾋﾛ

滋賀県

3226 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

中橋  寛⼈人  様

ﾅｶﾊｼ  ﾋﾛﾄ

愛知県

メキシカンスマイルレーシング

3227 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

酒井  篤史  様

ｻｶｲ  ｱﾂｼ

⼤大阪府

嫌登倶楽部選抜班？

3228 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

渡辺  隼  様

ﾜﾀﾅﾍﾞ  ｼｭﾝ

⼤大阪府

3229 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

⽇日⾯面  将⼀一  様

ﾋｵﾓ  ｼｮｳｲﾁ

岐⾩阜県

3230 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

村上  徳時  様

ﾑﾗｶﾐ  ﾄｸｼﾞ

愛知県

3231 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

辻  孝規  様

ﾂｼﾞ  ﾀｶﾉﾘ

⼤大阪府

3232 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

⽯石⼭山  雅洋  様

ｲｼﾔﾏ  ﾏｻﾋﾛ

京都府

3233 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

⽮矢野  ⻯竜之介  様

ﾔﾉ  ﾀﾂﾉｽｹ

兵庫県

3234 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

⼭山本  浩平  様

ﾔﾏﾓﾄ  ｺｳﾍｲ

兵庫県

3235 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

岩間  祐治  様

ｲﾜﾏ  ﾕｳｼﾞ

愛知県

3236 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

浮⽥田  雄輝  様

ｳｷﾀ  ﾕｳｷ

愛知県

3237 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

伊藤  隼也  様

ｲﾄｳ  ｼｭﾝﾔ

奈奈良良県

-‐‑‒Ogre-‐‑‒

3238 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

⽥田中  嗣⼈人  様

ﾀﾅｶ  ﾂｸﾞﾋﾄ

三重県

-‐‑‒Ogre-‐‑‒

3239 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

⾈舟橋  伸宏  様

ﾌﾅﾊｼ  ﾉﾌﾞﾋﾛ

愛知県

カミハギサイクル

3240 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

⿊黒⽯石  俊介  様

ｸﾛｲｼ  ｼｭﾝｽｹ

静岡県

VIVACE  掛川

3241 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

⽴立立⽯石  ⿓龍龍誠  様

ﾀﾃｲｼ  ﾘｭｳｾｲ

滋賀県

3242 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

⻑⾧長⾕谷川  雄⼤大  様

ﾊｾｶﾞﾜ  ﾕｳﾀﾞｲ

京都府

3243 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

岡崎  敬介  様

ｵｶｻﾞｷ  ｹｲｽｹ

愛知県

3244 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

⽯石野  拓拓也  様

ｲｼﾉ  ﾀｸﾔ

滋賀県

3245 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

渋⾕谷  朋洋  様

ｼﾌﾞﾀﾆ  ﾄﾓﾋﾛ

三重県

3246 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

南  宣匡  様

ﾐﾅﾐ  ﾖｼﾏｻ

滋賀県

3247 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

品川  拓拓哉  様

ｼﾅｶﾞﾜ  ﾀｸﾔ

愛知県

3248 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

⼤大野  科  様

ｵｵﾉ  ﾊｼﾞﾒ

愛知県

3249 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

⽣生⽅方  康友  様

ｳﾌﾞｶﾀ  ﾔｽﾄﾓ

愛知県

3250 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

佐藤  淳  様

ｻﾄｳ  ｱﾂｼ

愛知県

⽻羽島レーシング

Mexican  Smile  Racing

喜喜⾃自転⾞車車

DNJP

ダイキンレーシング
PROTO  racing
KKS
TEAM  K_̲ABA

種⽬目名

参加者

参加者（カナ）

都道府県

チーム名

3251 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

森⽥田  晃司  様

ﾓﾘﾀ  ｺｳｼﾞ

愛知県

3252 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

橋⽖爪  ⼀一也  様

ﾊｼﾂﾞﾒ  ｶｽﾞﾔ

神奈奈川県

FAST  LANE  Racing

3253 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

越⼭山  和幸  様

ｺｼﾔﾏ  ｶｽﾞﾕｷ

三重県

ダイモンレーシング

3254 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

吉⽥田  隆也  様

ﾖｼﾀﾞ  ﾀｶﾔ

⼤大阪府

3255 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

中⽥田  圭亮亮  様

ﾅｶﾀ  ｹｲｽｹ

⼤大阪府

3256 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

村瀬  浩⼀一  様

ﾑﾗｾ  ｺｳｲﾁ

愛知県

3257 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

船橋  優太  様

ﾌﾅﾊｼ  ﾕｳﾀ

愛知県

3258 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

江⼝口  周平  様

ｴｸﾞﾁ  ｼｭｳﾍｲ

⼤大阪府

3259 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

岩瀬  智⽂文  様

ｲﾜｾ  ﾄﾓﾌﾐ

愛知県

3260 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

今井  乾介  様

ｲﾏｲ  ｹﾝｽｹ

⼤大阪府

3261 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

窪⽥田  墾  様

ｸﾎﾞﾀ  ﾂﾄﾑ

愛知県

3262 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

⾼高樋  圭太  様

ﾀｶﾄｲ  ｹｲﾀ

愛知県

3263 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

河内  良良⾏行行  様

ｺｳﾁ  ﾖｼﾕｷ

京都府

3264 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

⽶米澤  信嘉  様

ﾖﾈｻﾞﾜ  ﾉﾌﾞﾖｼ

兵庫県

3265 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

前⽥田  洋輔  様

ﾏｴﾀﾞ  ﾖｳｽｹ

⼤大阪府

パナソニックバーニング

3266 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

伊藤  宝  様

ｲﾄｳ  ﾁｶﾗ

三重県

パナソニックバーニング

3267 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

穂積  潤⼀一  様

ﾎｽﾞﾐ  ｼﾞｭﾝｲﾁ

三重県

パナソニックバーニング

3268 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

⻄西野  達弥  様

ﾆｼﾉ  ﾀﾂﾔ

富⼭山県

バルバクラブ 　トヤマ

3269 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

⼭山崎  太⼀一  様

ﾔﾏｻﾞｷ  ﾀｲﾁ

富⼭山県

バルバクラブ 　トヤマ

3270 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

松村  幸治  様

ﾏﾂﾑﾗ  ｺｳｼﾞ

富⼭山県

バルバクラブ 　トヤマ

3271 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

松下  耕平  様

ﾏﾂｼﾀ  ｺｳﾍｲ

⼤大阪府

近農サイクOB＠つうばいつう

3272 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

伊藤  拓拓郎郎  様

ｲﾄｳ  ﾀｸﾛｳ

福井県

3273 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

松繁  佑亮亮  様

ﾏﾂｼｹﾞ  ﾕｳｽｹ

兵庫県

free  beat

3274 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

前⾕谷  勇輝  様

ﾏｴﾀﾆ  ﾕｳｷ

兵庫県

free  beat

3275 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

梅⽥田  和将  様

ｳﾒﾀﾞ  ｶｽﾞﾏｻ

岐⾩阜県

3276 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

若若杉  ⼤大輔  様

ﾜｶｽｷﾞ  ﾀﾞｲｽｹ

愛知県

3277 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

⼩小松  雅洋  様

ｺﾏﾂ  ﾏｻﾋﾛ

三重県

3278 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

松元  亮亮  様

ﾏﾂﾓﾄ  ﾘｮｳ

滋賀県

3279 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

芦⾕谷  翔⼆二郎郎  様

ｱｼﾔ  ｼｮｳｼﾞﾛｳ

滋賀県

3280 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

猪奥  倫倫左  様

ｲｵｸ  ﾉﾘｽｹ

愛媛県

3281 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

⾼高⽥田  晃平  様

ﾀｶﾀ  ｺｳﾍｲ

岡⼭山県

3282 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

中村  聡之  様

ﾅｶﾑﾗ  ﾄｼﾕｷ

静岡県

3283 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

⾼高⽊木  歩  様

ﾀｶｷﾞ  ｱﾕﾑ

神奈奈川県

3284 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

⻄西尾  亮亮平  様

ﾆｼｵ  ﾘｮｳﾍｲ

⼤大阪府

3285 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

笹川  太郎郎  様

ｻｻｶﾞﾜ  ﾀﾛｳ

滋賀県

3286 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

⾕谷⼝口  浩太郎郎  様

ﾀﾆｸﾞﾁ  ｺｳﾀﾛｳ

愛知県

3287 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

渡邊  公博  様

ﾜﾀﾅﾍﾞ  ｷﾐﾋﾛ

愛知県

3288 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

佐々⽊木  周平  様

ｻｻｷ  ｼｭｳﾍｲ

愛知県

3289 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

奥野  詞朗  様

ｵｸﾉ  ｼﾛｳ

⼤大阪府

中川祐輝

ナカガワユウキ

東京都

8351 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

佐瀬 　直  様

サセ 　ナオ

愛知県

3291 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

⾼高早  峻⾏行行  様

タカハヤ  タカユキ

福井県

3292 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

柴⽥田  邦雄  様

シバタ  クニオ

愛知県

20001 【ROAD】３．男⼦子Ｂ（23歳〜～29歳）

合計 290

ドランナーズ？
PGBT

チーム⻑⾧長⼤大
謎の琵琶湖⼈人
punk  bros.
レーシングチームUNO

Gyutei  Racing

種⽬目名

参加者

参加者（カナ）

都道府県

チーム名

4001 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

⼤大槻  晃義  様

ｵｵﾂｷ  ｱｷﾖｼ

愛知県

4002 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

正⽥田  靖博  様

ﾏｻﾀﾞ  ﾔｽﾋﾛ

滋賀県

4003 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

福⽥田  紘史  様

ﾌｸﾀﾞ  ﾋﾛﾌﾐ

⼤大阪府

Speed

4004 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

⼩小柳柳  良良平  様

ｺﾔﾅｷﾞ  ﾘｮｳﾍｲ

⼤大阪府

チームサニーサイド

4005 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

藤⽥田  新⼆二  様

ﾌｼﾞﾀ  ｼﾝｼﾞ

愛知県

4006 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

⼭山内  圭太  様

ﾔﾏｳﾁ  ｹｲﾀ

⼤大阪府

4007 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

岸江  貴之  様

ｷｼｴ  ﾀｶﾕｷ

愛知県

4008 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

星野  敬介  様

ﾎｼﾉ  ｹｲｽｹ

愛知県

4009 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

株⽥田  知到  様

ｶﾌﾞﾀ  ﾄﾓﾕｷ

愛知県

株⽥田知到

4010 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

藤村  圭  様

ﾌｼﾞﾑﾗ  ｹｲ

愛知県

smile  road

4011 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

堂薗  雄次郎郎  様

ﾄﾞｳｿﾞﾉ  ﾕｳｼﾞﾛｳ

⼤大阪府

シクロつるみばし

4012 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

⾚赤⽥田  智也  様

ｱｶﾀﾞ  ﾄﾓﾔ

愛知県

4013 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

笹野  敬  様

ｻｻﾉ  ﾀｶｼ

滋賀県

4014 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

森  幸司  様

ﾓﾘ  ｺｳｼﾞ

三重県

Team  DTK

4015 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

宇佐美  俊之  様

ｳｻﾐ  ﾄｼﾕｷ

三重県

Team  DTK

4016 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

春原  正樹  様

ﾊﾙﾊﾗ  ﾏｻｷ

愛知県

4017 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

佐藤  学  様

ｻﾄｳ  ﾏﾅﾌﾞ

兵庫県

2-‐‑‒pipe

4018 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

⼭山根  正寛  様

ﾔﾏﾈ  ﾏｻﾋﾛ

福井県

バルバクラブ 　ムッツリ

4019 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

岩船  啓朗  様

ｲﾜﾌﾈ  ﾋﾛｱｷ

⿃鳥取県

TEAM  RISO

4020 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

伊藤  鉄朗  様

ｲﾄｳ  ﾃﾂｵ

愛知県

MUSO  GIALLO

4021 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

⾼高橋  健⼀一  様

ﾀｶﾊｼ  ｹﾝｲﾁ

滋賀県

LENTO

4022 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

⾼高⽥田  進也  様

ﾀｶﾀﾞ  ｼﾝﾔ

滋賀県

LENTO

4023 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

池添  貴之  様

ｲｹｿﾞｴ  ﾀｶﾕｷ

⼤大阪府

チームはてなハイカー

4024 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

遠藤  治  様

ｴﾝﾄﾞｳ  ｵｻﾑ

滋賀県

宝塚ポスタルwith⿃鳥友  滋賀⽀支部

4025 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

北北川  勇夫  様

ｷﾀｶﾞﾜ  ｲｻｵ

滋賀県

We  Wilier

4026 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

⽚片岡  昭智  様

ｶﾀｵｶ  ｱｷﾄﾓ

⼤大阪府

Team  Green  Road

4027 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

中島  淳平  様

ﾅｶｼﾞﾏ  ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ

滋賀県

チーム⾚赤野井

4028 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

野⽥田  学  様

ﾉﾀﾞ  ﾏﾅﾌﾞ

愛知県

4029 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

安藤  道弘  様

ｱﾝﾄﾞｳ  ﾐﾁﾋﾛ

岐⾩阜県

TCC

4030 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

桜井  栄治  様

ｻｸﾗｲ  ｴｲｼﾞ

静岡県

ATC

4031 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

甲斐  ⼀一平  様

ｶｲ  ｲｯﾍﾟｲ

⼤大阪府

4032 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

⽟玉腰  能⼤大  様

ﾀﾏｺｼ  ﾖｼﾋﾛ

愛知県

4033 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

⽯石⿊黒  博紀  様

ｲｼｸﾞﾛ  ﾋﾛｷ

⼤大阪府

4034 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

⻑⾧長⽥田  育充  様

ｵｻﾀﾞ  ﾔｽﾐﾂ

愛知県

4035 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

佐藤  義晃  様

ｻﾄｳ  ﾖｼｱｷ

兵庫県

BE-‐‑‒TOP

4036 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

上野  剛志  様

ｳｴﾉ  ﾂﾖｼ

滋賀県

チームパイン

4037 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

⽊木全  雅俊  様

ｷﾏﾀ  ﾏｻﾄｼ

愛知県

4038 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

中嶋  ⼀一雄  様

ﾅｶｼﾞﾏ  ｶｽﾞｵ

滋賀県

4039 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

⽥田中  保光  様

ﾀﾅｶ  ﾔｽﾐﾂ

愛知県

4040 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

⼩小林林  慎也  様

ｺﾊﾞﾔｼ  ｼﾝﾔ

兵庫県

4041 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

酒井  ⼀一真  様

ｻｶｲ  ｶｽﾞﾏ

⼤大阪府

4042 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

⼩小川  卓也  様

ｵｶﾞﾜ  ﾀｸﾔ

奈奈良良県

チーム 　アミューズ

4043 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

桑原  亨  様

ｸﾜﾊﾗ  ﾄｵﾙ

兵庫県

サイクルK

4044 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

河⽥田  耕助  様

ｶﾜﾀﾞ  ｺｳｽｹ

愛知県

TEAM03

4045 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

⽑毛利利  敬⼀一  様

ﾓｳﾘ  ｹｲｲﾁ

愛知県

FRL

4046 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

⾦金金⼦子  ⼀一彦  様

ｶﾈｺ  ｶｽﾞﾋｺ

愛知県

4047 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

伊藤  睦朗  様

ｲﾄｳ  ﾖｼﾛｳ

愛知県

4048 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

⻑⾧長⾕谷川  晋  様

ﾊｾｶﾞﾜ  ｼﾝ

愛知県

DRAGON  CAGE  CYCLING  TEAM

4049 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

杉浦  暁彦  様

ｽｷﾞｳﾗ  ｱｷﾋｺ

愛知県

⼀一番星

4050 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

杉橋  洋輔  様

ｽｷﾞﾊｼ  ﾖｳｽｹ

滋賀県

Team  Sakatani

種⽬目名

参加者

参加者（カナ）

都道府県

チーム名

4051 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

横⽮矢  直  様

ﾖｺﾔ  ｽﾅｵ

岐⾩阜県

Kokufu 　AC＆HTCC

4052 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

久保  護  様

ｸﾎﾞ  ﾏﾓﾙ

愛知県

チームＫ

4053 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

⽊木⼾戸  匡  様

ｷﾄﾞ  ﾏｻｼ

滋賀県

4054 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

伊藤  彰悟  様

ｲﾄｳ  ｼｮｳｺﾞ

愛知県

4055 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

⻑⾧長⾕谷部  聡  様

ﾊｾﾍﾞ  ｿｳ

愛知県

4056 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

⽵竹村  卓晃  様

ﾀｹﾑﾗ  ﾀｶｱｷ

静岡県

4057 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

浅野  晃司  様

ｱｻﾉ  ｺｳｼﾞ

岐⾩阜県

アルテグラ

4058 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

北北澤  輝昌  様

ｷﾀｻﾞﾜ  ﾃﾙﾏｻ

愛知県

エキサイクルレーシング

4059 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

倉林林  和暢  様

ｸﾗﾊﾞﾔｼ  ｶｽﾞﾉﾌﾞ

愛知県

Teamイシマキ

4060 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

⼭山岸  哲哉  様

ﾔﾏｷﾞｼ  ﾃﾂﾔ

京都府

Play  Pack  Project

4061 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

池⽥田  充広  様

ｲｹﾀﾞ  ﾐﾁﾋﾛ

⼤大阪府

team  tubi

4062 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

⼭山本  圭亮亮  様

ﾔﾏﾓﾄ  ｹｲｽｹ

⼤大阪府

GreenHillRiders

4063 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

星野  基  様

ﾎｼﾉ  ﾊｼﾞﾒ

⼤大阪府

4064 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

宮地  雄司  様

ﾐﾔﾁ  ﾕｳｼﾞ

岐⾩阜県

4065 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

辻  幸宏  様

ﾂｼﾞ  ﾕｷﾋﾛ

滋賀県

4066 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

野崎  之弘  様

ﾉｻﾞｷ  ﾕｷﾋﾛ

三重県

4067 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

正井  嘉⼀一  様

ﾏｻｲ  ﾖｼｶｽﾞ

⼤大阪府

4068 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

富⽥田  光義  様

ﾄﾐﾀﾞ  ﾐﾂﾖｼ

⽯石川県

4069 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

徳野  慎平  様

ﾄｸﾉ  ｼﾝﾍﾟｲ

三重県

4070 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

坂井  伸好  様

ｻｶｲ  ﾉﾌﾞﾖｼ

愛知県

4071 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

益川  慎平  様

ﾏｽｶﾜ  ｼﾝﾍﾟｲ

京都府

4072 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

伊藤  俊光  様

ｲﾄｳ  ﾄｼﾐﾂ

滋賀県

4073 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

南  繁雄  様

ﾐﾅﾐ  ｼｹﾞｵ

⼤大阪府

4074 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

安福  伸将  様

ｱﾝﾌﾟｸ  ﾉﾌﾞﾏｻ

愛知県

4075 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

百北北  修司  様

ﾓﾓｷﾀ  ｼｭｳｼﾞ

三重県

VIGOROUS

4076 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

久保  浩⼆二  様

ｸﾎﾞ  ｺｳｼﾞ

愛知県

perao

4077 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

⼤大⻄西  貴之  様

ｵｵﾆｼ  ﾀｶﾕｷ

愛知県

ニコーファクトリー

4078 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

岩⽥田  真明  様

ｲﾜﾀ  ﾏｻｱｷ

愛知県

TEAM  MaruVero

4079 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

⼭山下  和也  様

ﾔﾏｼﾀ  ｶｽﾞﾔ

⼤大阪府

4080 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

奥⽥田  英⼀一  様

ｵｸﾀﾞ  ｴｲｲﾁ

京都府

4081 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

北北野  穂⾼高  様

ｷﾀﾉ  ﾎﾀｶ

⽯石川県

4082 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

⻄西野  喜⽂文  様

ﾆｼﾉ  ﾖｼﾌﾐ

福井県

4083 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

前⽥田  宗幸  様

ﾏｴﾀﾞ  ﾑﾈﾕｷ

愛知県

4084 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

福本  ⼤大輔  様

ﾌｸﾓﾄ  ﾀﾞｲｽｹ

愛知県

4085 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

國師  渡  様

ｸﾆｼ  ﾜﾀﾙ

京都府

4086 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

林林原  真⼈人  様

ﾊﾔｼﾊﾞﾗ  ﾏｻﾄ

⿃鳥取県

4087 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

宮崎  純哉  様

ﾐﾔｻﾞｷ  ｼﾞｭﾝﾔ

⽯石川県

4088 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

武藤  公⼀一  様

ﾑﾄｳ  ｺｳｲﾁ

岐⾩阜県

4089 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

⼭山本  徳夫  様

ﾔﾏﾓﾄ  ﾉﾘｵ

兵庫県

4090 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

柳柳原  和仁  様

ﾔﾅｷﾞﾊﾗ  ｶｽﾞﾋﾄ

愛知県

4091 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

名越  ⼀一全  様

ﾅｺﾞｼ  ｶｽﾞｱｷ

愛知県

4092 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

光上  英明  様

ﾐﾂｶﾞﾐ  ﾋﾃﾞｱｷ

岐⾩阜県

o32.

4093 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

和⽥田  純平  様

ﾜﾀﾞ  ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ

岐⾩阜県

o32.

4094 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

⽯石垣  薫  様

ｲｼｶﾞｷ  ｶｵﾙ

愛知県

o32.

4095 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

⼩小林林  友樹  様

ｺﾊﾞﾔｼ  ﾄﾓｷ

岐⾩阜県

o32.

4096 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

柳柳⽥田  卓郎郎  様

ﾔﾅｷﾞﾀﾞ  ﾀｸﾛｳ

⼤大阪府

JKC1200

4097 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

森本  光則  様

ﾓﾘﾓﾄ  ﾐﾂﾉﾘ

⼤大阪府

JKC1200

4098 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

蒲原  敏樹  様

ｶﾓﾊﾗ  ﾄｼｷ

⼤大阪府

チーム 　アヴェル

4099 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

⼩小⼭山  雅明  様

ｺﾔﾏ  ﾏｻｱｷ

兵庫県

4100 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

松畑  幸治  様

ﾏﾂﾊﾀ  ﾕｷﾊﾙ

⼤大阪府

チームヤマシゲ

チームポテンシャル
TEAM-‐‑‒NISHIKAWA
登らん会

スペリアーモ・イワイ

mitsumo

Ave21ツーリング

Ｅｌ  ｉｎｆｉｎｉｔｅ

種⽬目名

参加者

参加者（カナ）

都道府県

チーム名

4101 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

⼭山⼝口  嘉寛  様

ﾔﾏｸﾞﾁ  ﾖｼﾋﾛ

三重県

TEAM  NISHIKAWA

4102 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

鈴鈴⽊木  勇司  様

ｽｽﾞｷ  ﾕｳｼﾞ

岐⾩阜県

4103 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

森  正存  様

ﾓﾘ  ﾏｻﾉﾌﾞ

愛媛県

4104 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

坪井  建治  様

ﾂﾎﾞｲ  ｹﾝｼﾞ

⼤大阪府

4105 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

市橋  剛  様

ｲﾁﾊｼ  ﾂﾖｼ

京都府

4106 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

⻘青⽊木  教之 　  様

ｱｵｷ  ﾉﾘﾕｷ

⼤大阪府

4107 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

⼩小原  好晋  様

ｵﾊﾞﾗ  ｺｳｼﾝ

⼤大阪府

4108 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

⾨門井  崇史  様

ｶﾄﾞｲ  ﾀｶｼ

愛知県

4109 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

駒⽥田  貴俊  様

ｺﾏﾀﾞ  ﾀｶﾄｼ

三重県

4110 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

松⼭山  隆祐  様

ﾏﾂﾔﾏ  ﾘｭｳｽｹ

愛知県

4111 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

和⽥田  宗浩  様

ﾜﾀﾞ  ﾑﾈﾋﾛ

愛知県

4112 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

⾺馬淵  智広  様

ﾏﾌﾞﾁ  ﾄﾓﾋﾛ

愛知県

4113 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

稲葉葉  健  様

ｲﾅﾊﾞ  ｹﾝ

京都府

4114 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

榊原 　  輝昭  様

ｻｶｷﾊﾞﾗ  ﾃﾙｱｷ

愛知県

4115 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

宮⽥田  晴哉  様

ﾐﾔﾀ  ﾊﾙﾔ

滋賀県

4116 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

川瀬  博之  様

ｶﾜｾ  ﾋﾛﾕｷ

富⼭山県

4117 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

森川  義之  様

ﾓﾘｶﾜ  ﾖｼﾕｷ

愛知県

いきばたレーシング

4118 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

伊藤  伸康  様

ｲﾄｳ  ﾉﾌﾞﾔｽ

愛知県

いきばたレーシング

4119 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

松尾  太起  様

ﾏﾂｵ  ﾀｲｷ

愛知県

いきばたレーシング

4120 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

別府  尚志  様

ﾍﾞｯﾌﾟ  ﾋｻｼ

愛知県

4121 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

池⽥田  真之  様

ｲｹﾀﾞ  ｻﾈﾕｷ

東京都

4122 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

⿃鳥⾒見見  俊介  様

ﾄﾘﾐ  ｼｭﾝｽｹ

静岡県

4123 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

椎橋  洋友  様

ｼｲﾊﾞｼ  ﾋﾛﾄﾓ

愛知県

4124 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

⼟土屋  佳寛  様

ﾂﾁﾔ  ﾖｼﾋﾛ

⼤大阪府

sunzoku

4125 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

⻑⾧長沼  有亮亮  様

ﾅｶﾞﾇﾏ  ﾕｳｽｹ

岐⾩阜県

チームM

4126 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

⼤大塚  智也  様

ｵｵﾂｶ  ﾄﾓﾔ

福井県

Fukui  Hillclimbers

4127 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

松岡  良良英  様

ﾏﾂｵｶ  ﾖｼﾋﾃﾞ

神奈奈川県

4128 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

細井  尚  様

ﾎｿｲ  ﾀｶｼ

京都府

違駄天

4129 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

松本  健太郎郎  様

ﾏﾂﾓﾄ  ｹﾝﾀﾛｳ

愛知県

Luna  Luce

4130 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

堀井  聡  様

ﾎﾘｲ  ｻﾄｼ

愛知県

4131 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

渡辺  真也  様

ﾜﾀﾅﾍﾞ  ｼﾝﾔ

岐⾩阜県

4132 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

⻑⾧長屋  年年朗  様

ﾅｶﾞﾔ  ﾄｼﾛｳ

岐⾩阜県

4133 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

⿅鹿鹿倉  ⼤大  様

ｼｶｸﾗ  ﾏｻﾙ

愛知県

4134 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

岡野  透  様

ｵｶﾉ  ﾄｵﾙ

⼤大阪府

4135 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

⾕谷淵  宏明  様

ﾀﾆﾌﾞﾁ  ﾋﾛｱｷ

愛知県

TEAM  Allegrissimo

4136 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

尾崎  洋介  様

ｵｻﾞｷ  ﾖｳｽｹ

岐⾩阜県

チームDMDV

4137 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

鈴鈴⽊木  智洋  様

ｽｽﾞｷ  ﾄﾓﾋﾛ

愛知県

エキサイクル

4138 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

永⾕谷  憲司  様

ﾅｶﾞﾔ  ｹﾝｼﾞ

愛知県

4139 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

井上  耕治  様

ｲﾉｳｴ  ｺｳｼﾞ

京都府

4140 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

佐藤  憲史  様

ｻﾄｳ  ﾉﾘﾌﾐ

広島県

4141 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

⽥田中  契  様

ﾀﾅｶ  ﾋｻｼ

⼤大阪府

4142 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

⽟玉⽥田  利利之  様

ﾀﾏﾀﾞ  ﾄｼﾕｷ

岐⾩阜県

HTCC

4143 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

⾼高橋  正博  様

ﾀｶﾊｼ  ﾏｻﾋﾛ

岐⾩阜県

gcsc

4144 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

才津  崇史  様

ｻｲﾂ  ﾀｶﾌﾐ

愛知県

スマイルロード

4145 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

岡島  ⼀一晃  様

ｵｶｼﾞﾏ  ｲｯｺｳ

⼤大阪府

4146 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

南  弘泰  様

ﾐﾅﾐ  ﾋﾛﾖｼ

福井県

4147 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

加藤  友基  様

ｶﾄｳ  ﾕｳｷ

愛知県

りんきち

4148 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

綾綾部  幸志  様

ｱﾔﾍﾞ  ｺｳｼﾞ

⼤大阪府

⼤大東市サイクルロードクラブ

4149 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

⼟土屋  広徳  様

ﾂﾁﾔ  ﾋﾛﾉﾘ

三重県

rapid  motion

4150 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

松浦  和也  様

ﾏﾂｳﾗ  ｶｽﾞﾔ

愛知県

Arctanx

愛媛県庁サイクリングチーム

JKC1200

どうでしょう軍団⾃自転⾞車車部
KONSIN

Team  ONO

BE-‐‑‒HOP
DENSO  RACING

種⽬目名

参加者

参加者（カナ）

都道府県

チーム名

4151 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

近藤  哲司  様

ｺﾝﾄﾞｳ  ﾃﾂｼﾞ

滋賀県

近藤哲司

4152 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

近藤 　  健司  様

ｺﾝﾄﾞｳ  ｹﾝｼﾞ

滋賀県

近藤健司

4153 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

杉⾕谷  光俊  様

ｽｷﾞﾔ  ﾐﾂﾄｼ

静岡県

4154 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

岩永  博之  様

ｲﾜﾅｶﾞ  ﾋﾛﾕｷ

愛知県

4155 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

佐治  雄介  様

ｻｼﾞ  ﾕｳｽｹ

⼤大阪府

4156 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

藤武  ⼤大亮亮  様

ﾌｼﾞﾀｹ  ﾀﾞｲｽｹ

愛知県

HLFsince1999

4157 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

伊藤  孝  様

ｲﾄｳ  ﾀｶｼ

愛知県

すくーでりあ・で・ちゃり

4158 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

若若林林  幹根  様

ﾜｶﾊﾞﾔｼ  ﾐｷﾈ

三重県

ﾌﾞﾚｰｶｰｽﾞＣ･Ｆ

4159 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

佐藤  祐輔  様

ｻﾄｳ  ﾕｳｽｹ

滋賀県

ダイキンレーシング

4160 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

⽯石垣  亨  様

ｲｼｶﾞｷ  ﾄｵﾙ

岐⾩阜県

国府AC

4161 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

平光  亮亮介  様

ﾋﾗﾐﾂ  ﾘｮｳｽｹ

岐⾩阜県

team-‐‑‒over

4162 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

五⼗十川  慎也  様

ｲｶｶﾞﾜ  ｼﾝﾔ

岐⾩阜県

teamーover

4163 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

伊藤  康⾏行行  様

ｲﾄｳ  ﾔｽﾕｷ

岐⾩阜県

teamーover

4164 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

鈴鈴⽊木  俊裕  様

ｽｽﾞｷ  ﾄｼﾋﾛ

愛知県

4165 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

元庄⽮矢  崇仁  様

ﾓﾄｼｮｳﾔ  ﾀｶﾋﾄ

滋賀県

ストラーダレーシング

4166 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

柴⽥田  敦史  様

ｼﾊﾞﾀ  ｱﾂｼ

愛知県

超カルレーシング

4167 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

⼤大⿅鹿鹿  森  様

ｵｵｼｶ  ｼﾝ

滋賀県

ストラーダレーシング

4168 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

森下  忠良良  様

ﾓﾘｼﾀ  ﾀﾀﾞﾖｼ

兵庫県

チーム⻑⾧長⼤大

4169 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

伊豫⽥田  佳広  様

ｲﾖﾀﾞ  ﾖｼﾋﾛ

愛知県

4170 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

平塚  武志  様

ﾋﾗﾂｶ  ﾀｹｼ

滋賀県

HLF1999

4171 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

川⻄西  純⼀一  様

ｶﾜﾆｼ  ｼﾞｭﾝｲﾁ

⼤大阪府

ブリヂストンサイクル⻄西⽇日本

4172 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

細⽥田  聡  様

ﾎｿﾀﾞ  ｻﾄﾙ

⼤大阪府

4173 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

⽷糸井  浩介  様

ｲﾄｲ  ｺｳｽｹ

愛知県

4174 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

⼭山内  智統  様

ﾔﾏｳﾁ  ﾄﾓﾉﾘ

愛知県

4175 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

原⽥田  隆昭  様

ﾊﾗﾀﾞ  ﾀｶｱｷ

愛知県

4176 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

明星  隆希  様

ｱｹﾎﾞｼ  ﾘｭｳｷ

三重県

SAKAI★RACING

4177 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

宮林林  孝⾏行行  様

ﾐﾔﾊﾞﾔｼ  ﾀｶﾕｷ

三重県

△ミサイル

4178 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

嶋崎  純⼆二  様

ｼﾏｻｷ  ｼﾞｭﾝｼﾞ

⾹香川県

⾹香川県ドＭ組合

4179 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

中本  達也  様

ﾅｶﾓﾄ  ﾀﾂﾔ

静岡県

4180 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

川合  隆雄  様

ｶﾜｲ  ﾀｶｵ

愛知県

4181 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

森  智彦  様

ﾓﾘ  ﾄﾓﾋｺ

兵庫県

4182 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

⽊木村  真也  様

ｷﾑﾗ  ｼﾝﾔ

兵庫県

4183 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

⼤大⼭山  陽⼀一郎郎  様

ｵｵﾔﾏ  ﾖｳｲﾁﾛｳ

三重県

4184 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

澤⽥田  健峰  様

ｻﾜﾀﾞ  ｶﾂﾐﾈ

三重県

4185 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

渡辺  ⼤大⼠士  様

ﾜﾀﾅﾍﾞ  ﾋﾛｼ

愛知県

4186 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

宮⽥田  諭  様

ﾐﾔﾀ  ｻﾄｼ

兵庫県

Life  Ride

4187 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

⼤大⼭山  智  様

ｵｵﾔﾏ  ｻﾄﾙ

奈奈良良県

⼀一条アルチメイト 　京都

4188 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

川⽥田  洋輔  様

ｶﾜﾀ  ﾖｳｽｹ

⼤大阪府

Team  Sakatani

4189 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

⻑⾧長⽊木  健⼀一  様

ﾅｶﾞｷ  ｹﾝｲﾁ

滋賀県

チームみじんこ

4190 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

冨野  慎治  様

ﾄﾐﾉ  ｼﾝｼﾞ

愛知県

ニコーファクトリー

4191 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

佐藤  耕司  様

ｻﾄｳ  ｺｳｼﾞ

奈奈良良県

怪速ゾルゲ隊

4192 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

窪⽥田  平和  様

ｸﾎﾞﾀ  ﾍｲﾜ

静岡県

4193 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

飯尾  正信  様

ｲｲｵ  ﾏｻﾉﾌﾞ

愛知県

4194 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

⽥田中  実  様

ﾀﾅｶ  ﾐﾉﾙ

愛知県

Team  Diagnosis

4195 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

⽥田中  芳隆  様

ﾀﾅｶ  ﾖｼﾀｶ

岐⾩阜県

Team  Diagnosis

4196 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

松本  隆道  様

ﾏﾂﾓﾄ  ﾀｶﾐﾁ

滋賀県

チームパセリハウス

4197 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

岩本  薫  様

ｲﾜﾓﾄ  ｶｵﾙ

愛知県

ヒルチョッパー

4198 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

⼭山⽥田  達  様

ﾔﾏﾀﾞ  ﾄｵﾙ

愛知県

ヒルチョッパー

4199 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

磯部  雅史  様

ｲｿﾍﾞ  ﾏｻｼ

愛知県

ヒルチョッパー

4200 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

⼤大槻  勇⽣生  様

ｵｵﾂｷ  ﾕｳｷ

京都府

TeamTernura

サイクルマスター

アバンギャルド和歌⼭山
△ミサイル

種⽬目名

参加者

参加者（カナ）

都道府県

チーム名

4201 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

林林  邦⽣生  様

ﾊﾔｼ  ｸﾆｵ

⼤大阪府

4202 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

松⽥田  宗久  様

ﾏﾂﾀﾞ  ﾑﾈﾋｻ

滋賀県

4203 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

⻄西村  和真  様

ﾆｼﾑﾗ  ｶｽﾞﾏｻ

兵庫県

4204 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

川上  晃司  様

ｶﾜｶﾐ  ｺｳｼﾞ

⼤大阪府

4205 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

深松  雄⼀一  様

ﾌｶﾏﾂ  ﾕｳｲﾁ

⼤大阪府

4206 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

幅  裕史  様

ﾊﾊﾞ  ﾋﾛｼ

⼤大阪府

4207 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

⾺馬場  宏晃  様

ﾊﾞﾝﾊﾞ  ﾋﾛｱｷ

京都府

4208 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

⼤大川  貴宏  様

ｵｵｶﾜ  ﾀｶﾋﾛ

滋賀県

4209 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

柴⽥田  ⼤大樹  様

ｼﾊﾞﾀ  ﾋﾛｷ

愛知県

4210 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

⻄西尾  和晃  様

ﾆｼｵ  ｶｽﾞｱｷ

愛知県

4211 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

浦上  康⼀一  様

ｳﾗｶﾐ  ｺｳｲﾁ

京都府

4212 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

⽯石井  啓介  様

ｲｼｲ  ｹｲｽｹ

⼤大阪府

チームアヴェル

4213 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

井上  ⼤大我  様

ｲﾉｳｴ  ﾀｲｶﾞ

愛知県

ぴっとレーシングチーム

4214 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

江夏  徳寿  様

ｴﾅﾂ  ﾉﾘﾄｼ

兵庫県

kazamidori

4215 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

⾼高橋  雄⼀一郎郎  様

ﾀｶﾊｼ  ﾕｳｲﾁﾛｲｳ

岐⾩阜県

4216 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

松岡  薫  様

ﾏﾂｵｶ  ｶｵﾙ

三重県

伊勢市役所

4217 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

川越  ⼤大輔  様

ｶﾜｺｼ  ﾀﾞｲｽｹ

愛知県

エキップ・アイセロ

4218 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

星野  雄太  様

ﾎｼﾉ  ﾕｳﾀ

岐⾩阜県

4219 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

林林  可郎郎  様

ﾊﾔｼ  ﾖｼﾛｳ

愛知県

チームリンクラハルヒ

4220 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

⼭山原  達央  様

ﾔﾏﾊﾗ  ﾐﾁﾅｶ

愛知県

チームリンクラハルヒ

4221 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

花井  良良隆  様

ﾊﾅｲ  ﾖｼﾀｶ

愛知県

チームリンクラハルヒ

4222 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

⼤大浦  直貴  様

ｵｵｳﾗ  ﾅｵｷ

愛知県

4223 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

⾇舛⾕谷  修三  様

ﾏｽﾀﾆ  ｼｭｳｿﾞｳ

⼤大阪府

伸夫倶楽部

4224 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

⽊木⾈舟  秀吾  様

ｷﾌﾞﾈ  ｼｭｳｺﾞ

⽯石川県

PowerKick

4225 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

⼭山本  洋和  様

ﾔﾏﾓﾄ  ﾋﾛｶｽﾞ

岐⾩阜県

4226 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

宇津⾒見見  晋  様

ｳﾂﾐ  ｽｽﾑ

兵庫県

4227 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

原⼝口  順  様

ﾊﾗｸﾞﾁ  ｼﾞｭﾝ

愛知県

4228 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

鎌⽥田  慎⽮矢  様

ｶﾏﾀﾞ  ｼﾝﾔ

愛知県

4229 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

和⽥田  拓拓也  様

ﾜﾀﾞ  ﾀｸﾔ

⼤大阪府

4230 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

江崎  友直  様

ｴｻﾞｷ  ﾄﾓﾅｵ

⼤大阪府

4231 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

松井  健  様

ﾏﾂｲ  ﾀｹｼ

愛知県

4232 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

中村  ⼆二郎郎  様

ﾅｶﾑﾗ  ｼﾞﾛｳ

⼤大阪府

伸夫倶楽部

4233 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

吉⽥田  幸司  様

ﾖｼﾀﾞ  ｺｳｼﾞ

愛知県

NIKO  FACTORY

4234 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

中村  暁雄  様

ﾅｶﾑﾗ  ｱｷｵ

⿃鳥取県

ShoLow's

4235 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

⼩小林林  亮亮  様

ｺﾊﾞﾔｼ  ﾘｮｳ

兵庫県

4236 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

⼭山下  洋佑  様

ﾔﾏｼﾀ  ﾖｳｽｹ

京都府

4237 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

河尻  晃明  様

ｶﾜｼﾞﾘ  ﾃﾙｱｷ

兵庫県

4238 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

中⼭山  淳郎郎  様

ﾅｶﾔﾏ  ｼﾞｭﾝﾛｳ

⼤大阪府

4239 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

福島  宏⺒巳  様

ﾌｸｼﾏ  ﾋﾛﾐ

兵庫県

4240 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

名和  隆英  様

ﾅﾜ  ﾀｶﾋﾃﾞ

岐⾩阜県

柳柳⼾戸⼀一番

4241 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

村上  ⼤大輔  様

ﾑﾗｶﾐ  ﾀﾞｲｽｹ

岐⾩阜県

柳柳⼾戸⼀一番

4242 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

川上  桂  様

ｶﾜｶﾐ  ｶﾂﾗ

福井県

4243 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

野邊  猛司  様

ﾉﾍﾞ  ﾀｹｼ

愛知県

4244 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

後藤  康信  様

ｺﾞﾄｳ  ﾔｽﾉﾌﾞ

⼤大阪府

4245 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

⾼高野  ⼤大輔  様

ﾀｶﾉ  ﾀﾞｲｽｹ

⼤大阪府

geehigh(ジーハイ)

4246 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

吉野  共広  様

ﾖｼﾉ  ﾄﾓﾋﾛ

⼤大阪府

geehigh(ジーハイ)

4247 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

鶴⽔水  良良次  様

ﾂﾙﾐｽﾞ  ﾘｮｳｼﾞ

愛知県

4248 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

新⼭山  馨紫  様

ｼﾝﾔﾏ  ｹｲｼ

三重県

4249 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

服部  浩直  様

ﾊｯﾄﾘ  ﾋﾛﾅｵ

愛知県

4250 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

磯川  侑志  様

ｲｿｶﾜ  ﾕｳｼﾞ

兵庫県

Life  Ride

MRJ
tmpQ
つばさ医療療器スポーツクラブ

シラサギサイクルレーシング

種⽬目名

参加者

参加者（カナ）

都道府県

チーム名

4251 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

隈元  太朗  様

ｸﾏﾓﾄ  ﾀﾛｳ

東京都

4252 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

⼩小寺  潤  様

ｺﾃﾞﾗ  ｼﾞｭﾝ

三重県

4253 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

橋本  泰彰  様

ﾊｼﾓﾄ  ﾔｽｱｷ

愛知県

4254 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

⽔水野  浩⾏行行  様

ﾐｽﾞﾉ  ﾋﾛﾕｷ

東京都

SCSK⾃自転⾞車車部

4255 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

宮⽥田  亮亮  様

ﾐﾔﾀ  ﾘｮｳ

滋賀県

くみりんちょ

4256 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

丸⽊木  健⼀一  様

ﾏﾙｷ  ｹﾝｲﾁ

三重県

4257 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

岡村  和彦  様

ｵｶﾑﾗ  ｶｽﾞﾋｺ

愛知県

DGT

4258 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

井上  貞⾏行行  様

ｲﾉｳｴ  ｻﾀﾞﾕｷ

京都府

team恋来

4259 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

中⼭山  ⼤大輔  様

ﾅｶﾔﾏ  ﾀﾞｲｽｹ

滋賀県

4260 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

與古光  ⼤大輔  様

ﾖｺﾐﾂ  ﾀﾞｲｽｹ

⼤大阪府

かつあき⼀一家

4261 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

平尾  公⼀一  様

ﾋﾗｵ  ｺｳｲﾁ

愛知県

Mexican  Smile  Racing

4262 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

古⾓角  恒樹  様

ｺｶﾄﾞ  ﾂﾈｷ

兵庫県

4263 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

⾵風間  雄亮亮  様

ｶｻﾞﾏ  ﾕｳｽｹ

愛知県

4264 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

⽔水上  貴博  様

ﾐｽﾞｶﾐ  ﾀｶﾋﾛ

⼤大阪府

4265 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

和泉  徳昭  様

ｲｽﾞﾐ  ﾉﾘｱｷ

京都府

4266 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

⽥田代  崇  様

ﾀｼﾛ  ﾀｶｼ

愛知県

4267 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

篠⽥田  康尊  様

ｼﾉﾀﾞ  ﾔｽﾀｶ

愛知県

Team平松⽊木型

4268 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

⼩小塩  健司  様

ｺｼｵ  ｹﾝｼﾞ

⼤大阪府

TRAP

4269 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

市川  耕⼀一  様

ｲﾁｶﾜ  ｺｳｲﾁ

奈奈良良県

4270 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

⼭山下  隆志  様

ﾔﾏｼﾀ  ﾀｶｼ

⼤大阪府

4271 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

松島  建嗣  様

ﾏﾂｼﾏ  ﾀｹｼ

⼤大阪府

4272 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

⼭山⽥田  浩之  様

ﾔﾏﾀﾞ  ﾋﾛﾕｷ

兵庫県

嫌登倶楽部選抜班？

4273 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

辻  健吾  様

ﾂｼﾞ  ｹﾝｺﾞ

⼤大阪府

喜喜⾃自転⾞車車

4274 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

坂⽥田  晃男  様

ｻｶﾀ  ｱｷｵ

京都府

Zimmer

4275 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

福⽥田  敦  様

ﾌｸﾀﾞ  ｱﾂｼ

⼤大阪府

喜喜⾃自転⾞車車

4276 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

常深  公雄  様

ﾂﾈﾐ  ｷﾐｵ

愛知県

三菱菱⾃自動⾞車車⾃自転⾞車車部

4277 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

村⼭山  佑介  様

ﾑﾗﾔﾏ  ﾕｳｽｹ

兵庫県

4278 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

⻄西川  貴⼠士  様

ﾆｼｶﾜ  ﾀｶｼ

東京都

4279 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

安達  圭史郎郎  様

ｱﾀﾞﾁ  ｹｲｼﾛｳ

兵庫県

4280 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

天⾕谷  和浩  様

ｱﾏﾔ  ｶｽﾞﾋﾛ

福井県

4281 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

永井  康司  様

ﾅｶﾞｲ  ｺｳｼﾞ

福井県

4282 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

川島  陽⼀一  様

ｶﾜｼﾏ  ﾖｳｲﾁ

京都府

4283 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

星野  良良介  様

ﾎｼﾉ  ﾘｮｳｽｹ

⼤大阪府

Sidewinders

4284 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

⾕谷村  勇輔  様

ﾀﾆﾑﾗ  ﾕｳｽｹ

愛知県

Team  V2

4285 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

早川  将成  様

ﾊﾔｶﾜ  ﾏｻﾅﾘ

愛知県

4286 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

⻘青⽊木  英登志  様

ｱｵｷ  ﾋﾃﾞﾄｼ

愛知県

4287 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

永井  健夫  様

ﾅｶﾞｲ  ﾀｹｵ

⼤大阪府

RUN  WITH  THE  WIND@TKO

4288 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

倉原  ⼤大輔  様

ｸﾗﾊﾗ  ﾀﾞｲｽｹ

兵庫県

KOBE  ROKKO

4289 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

堀江  拓拓哉  様

ﾎﾘｴ  ﾀｸﾔ

⼤大阪府

4290 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

林林  慶典  様

ﾊﾔｼ  ﾖｼﾉﾘ

⼤大阪府

4291 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

佐藤  康夫  様

ｻﾄｳ  ﾔｽｵ

兵庫県

4292 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

岩中  誠  様

ｲﾜﾅｶ  ﾏｺﾄ

愛知県

Team  YAMABIKO

4293 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

⽊木村  溶徹  様

ｷﾑﾗ  ﾖｳﾃﾂ

兵庫県

team  KG

4294 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

松⽥田  慶⼀一  様

ﾏﾂﾀﾞ  ｹｲｲﾁ

⼤大阪府

TRAP

4295 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

⿊黒⽊木  伸彦  様

ｸﾛｷ  ﾉﾌﾞﾋｺ

愛知県

4296 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

川⾒見見  浩紀  様

ｶﾜﾐ  ﾋﾛﾉﾘ

静岡県

4297 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

伊藤  徹郎郎  様

ｲﾄｳ  ﾃﾂﾛｳ

愛知県

4298 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

藤原  健真  様

ﾌｼﾞﾜﾗ  ﾀﾂﾏ

⼤大阪府

4299 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

⼩小⾕谷  嘉隆  様

ｺﾀﾆ  ﾖｼﾀｶ

⼤大阪府

4300 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

⼭山⼝口  泰司  様

ﾔﾏｸﾞﾁ  ﾋﾛｼ

⼤大阪府

喜喜Squadra

喜喜Squadra

彦根びわこホテル⾃自転⾞車車部

種⽬目名

参加者

参加者（カナ）

都道府県

チーム名

4301 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

浅井  洋輔  様

ｱｻｲ  ﾖｳｽｹ

愛知県

4302 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

佐久間  聡  様

ｻｸﾏ  ｻﾄｼ

⽯石川県

4303 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

⽴立立松  俊洋  様

ﾀﾃﾏﾂ  ﾄｼﾋﾛ

愛知県

4304 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

構  伸康  様

ｶﾏｴ  ﾉﾌﾞﾔｽ

兵庫県

ガレージ天⽂文

4305 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

菅野  仁志  様

ｶﾝﾉ  ﾋﾄｼ

奈奈良良県

63-‐‑‒Di2

4306 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

森⽥田  耕  様

ﾓﾘﾀ  ｺｳ

滋賀県

ストラーダレーシング

4307 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

望⽉月  秀昭  様

ﾓﾁﾂﾞｷ  ﾋﾃﾞｱｷ

⼤大阪府

4308 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

後藤  良良太  様

ｺﾞﾄｳ  ﾘｮｳﾀ

広島県

4309 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

成願  春敏  様

ｼﾞｮｳｶﾞﾝ  ﾊﾙﾄｼ

⼤大阪府

4310 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

藤原  和彦  様

ﾌｼﾞﾜﾗ  ｶｽﾞﾋｺ

⼤大阪府

4311 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

⼿手塚  功司  様

ﾃﾂﾞｶ  ｺｳｼﾞ

静岡県

4312 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

坂井  智哉  様

ｻｶｲ  ﾄﾓﾔ

愛知県

Ac3  Racing

4313 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

松原  洋右  様

ﾏﾂﾊﾞﾗ  ﾖｳｽｹ

愛知県

PGBT

4314 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

段ノ上  和久  様

ﾀﾞﾝﾉｳｴ  ｶｽﾞﾋｻ

兵庫県

4315 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

⽥田村  隆喜  様

ﾀﾑﾗ  ﾀｶﾖｼ

⼤大阪府

4316 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

星野  智之  様

ﾎｼﾉ  ﾄﾓﾕｷ

奈奈良良県

4317 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

鈴鈴⽊木  孝宜  様

ｽｽﾞｷ  ﾀｶﾉﾌﾞ

愛知県

4318 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

吉⽥田  真⼈人  様

ﾖｼﾀﾞ  ﾏﾋﾄ

愛知県

4319 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

袴⽥田  浩章  様

ﾊｶﾏﾀ  ﾋﾛｱｷ

静岡県

4320 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

古川  玲玲  様

ﾌﾙｶﾜ  ﾚｲ

京都府

4321 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

井上  翔吾  様

ｲﾉｳｴ  ｼｮｳｺﾞ

愛知県

4322 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

広瀬  ⻯竜太  様

ﾋﾛｾ  ﾘｭｳﾀ

京都府

4323 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

河野  ⻯竜也  様

ｺｳﾉ  ﾀﾂﾔ

⼤大阪府

4324 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

⼤大塚  貴光  様

ｵｵﾂｶ  ﾀｶﾐﾂ

千葉葉県

4325 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

⽥田中  英貴  様

ﾀﾅｶ  ﾋﾃﾞﾀｶ

愛知県

4326 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

森上  武  様

ﾓﾘｶﾐ  ﾀｹｼ

⼤大阪府

TeamJAD

4327 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

中尾  公紀  様

ﾅｶｵ  ｷﾐﾉﾘ

兵庫県

⻄西宮市役所⾃自転⾞車車部

4328 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

道下  顕司  様

ﾐﾁｼﾀ  ｹﾝｼﾞ

岐⾩阜県

⾼高⼭山市役所さるぼぼレーシング

4329 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

⾨門前  吉景  様

ﾓﾝｾﾞﾝ  ﾖｼｶｹﾞ

岐⾩阜県

⾼高⼭山市役所さるぼぼレーシング

4330 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

⽊木下  輝彦  様

ｷﾉｼﾀ  ﾃﾙﾋｺ

愛知県

ぴっとレーシング

4331 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

村井  宏匡  様

ﾑﾗｲ  ﾋﾛﾀﾀﾞ

滋賀県

4332 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

布⽬目  倫倫康  様

ﾇﾉﾒ  ﾄﾓﾐﾁ

富⼭山県

バルバクラブ 　トヤマ

4333 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

⽊木⽥田  裕⼀一  様

ｷﾀﾞ  ﾕｳｲﾁ

富⼭山県

バルバクラブ 　トヤマ

4334 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

藪下  悠介  様

ﾔﾌﾞｼﾀ  ﾕｳｽｹ

富⼭山県

バルバクラブ 　トヤマ

4335 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

合野  慶彦  様

ｺﾞｳﾉ  ﾖｼﾋｺ

⼤大阪府

TeamKG

4336 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

三枝  秀徳  様

ﾐｴﾀﾞ  ﾋﾃﾞﾉﾘ

静岡県

neez  cycling

4337 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

松岡  宏  様

ﾏﾂｵｶ  ﾋﾛｼ

愛知県

4338 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

坂⼝口  喬昭  様

ｻｶｸﾞﾁ  ﾀｶｱｷ

愛知県

チームダイヤ管理理室

4339 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

上曽⼭山  ⼤大輔  様

ｶﾐｿﾔﾏ  ﾀﾞｲｽｹ

京都府

オートアンドハウス

4340 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

古⾒見見澤  雅之  様

ｺﾐｻﾞﾜ  ﾏｻﾕｷ

愛知県

Verdad

4341 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

古賀  直⾏行行  様

ｺｶﾞ  ﾅｵﾕｷ

⼤大阪府

THCrew

4342 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

齋⽊木  幸太  様

ｻｲｷ  ｺｳﾀ

京都府

ENDORPHINⅡ

4343 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

真⽥田  紘⾏行行  様

ｻﾅﾀﾞ  ﾋﾛﾕｷ

⼤大阪府

4344 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

中尾  周  様

ﾅｶｵ  ｼｭｳ

⼤大阪府

4345 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

豊島  亮亮⼆二  様

ﾄﾖｼﾏ  ﾘｮｳｼﾞ

⼤大阪府

4346 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

森  昌久  様

ﾓﾘ  ﾏｻﾋｻ

京都府

4347 【ROAD】４．男⼦子Ｃ（30歳〜～34歳）

廣瀬  ⾠辰辰哉  様

ﾋﾛｾ  ﾀﾂﾔ

愛知県

合計 347

タモさん

ＯＰＵＣＣ．ＯＢ
GMS1

Aquls  Racing  Team

ロックマウンテン

種⽬目名

参加者

参加者（カナ）

都道府県

チーム名

5001 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

⾼高⽥田  博輝  様

ﾀｶﾀ  ﾋﾛｷ

京都府

yosa  roadies

5002 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

稲熊  重夫  様

ｲﾅｸﾞﾏ  ｼｹﾞｵ

愛知県

⼀一番★星

5003 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

森⽥田  隆太郎郎  様

ﾓﾘﾀ  ﾘｭｳﾀﾛｳ

東京都

5004 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

種⽥田  将典  様

ｵｲﾀﾞ  ﾏｻﾉﾘ

愛知県

team  HEBE

5005 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

盛⽥田  滝⽃斗  様

ﾓﾘﾀ  ﾀｷﾄ

愛知県

えきさいくる

5006 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

中島  裕介  様

ﾅｶｼﾞﾏ  ﾕｳｽｹ

滋賀県

5007 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

中川  敦夫  様

ﾅｶｶﾞﾜ  ｱﾂｵ

京都府

5008 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

垣内  仁  様

ｶｷｳﾁ  ﾏｻｼ

⼤大阪府

5009 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

星野  良良明  様

ﾎｼﾉ  ﾖｼｱｷ

愛知県

5010 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

⽶米村  健児  様

ﾖﾈﾑﾗ  ｹﾝｼﾞ

兵庫県

5011 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

塚本  憲治  様

ﾂｶﾓﾄ  ｹﾝｼﾞ

愛知県

5012 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

池上  勝彦  様

ｲｹｶﾞﾐ  ｶﾂﾋｺ

京都府

5013 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

⼩小幡  孝義  様

ｵﾊﾞﾀ  ﾀｶﾖｼ

滋賀県

5014 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

⾨門築  篤史  様

ｶﾄﾞﾁｸ  ｱﾂｼ

⼤大阪府

5015 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

名知  祥  様

ﾅﾁ  ｼｮｳ

岐⾩阜県

5016 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

⼤大橋  征幸  様

ｵｵﾊｼ  ﾏｻﾕｷ

岐⾩阜県

フットワークRC

5017 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

⾼高嶋  譲  様

ﾀｶｼﾏ  ﾕｽﾞﾙ

福井県

たけだ友の会

5018 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

⽥田中  啓⼀一  様

ﾀﾅｶ  ｹｲｲﾁ

愛知県

鯖夫

5019 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

廣岡  武  様

ﾋﾛｵｶ  ﾀｹｼ

⼤大阪府

Team  Speed

5020 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

富川  晃造  様

ﾄﾐｶﾜ  ｺｳｿﾞｳ

⼤大阪府

Team  Sakatani

5021 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

⽶米⽥田  ⼀一仁  様

ﾖﾈﾀﾞ  ｶｽﾞﾋﾄ

京都府

与謝の海

5022 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

鈴鈴⽊木  英徳  様

ｽｽﾞｷ  ﾋﾃﾞﾉﾘ

愛知県

5023 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

⼭山本  和弘  様

ﾔﾏﾓﾄ  ｶｽﾞﾋﾛ

京都府

5024 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

奥川  夏弥  様

ｵｸｶﾞﾜ  ﾅﾂﾔ

滋賀県

5025 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

浜中  俊英  様

ﾊﾏﾅｶ  ﾄｼﾋﾃﾞ

愛知県

ぴっとレーシングチーム

5026 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

横川  最  様

ﾖｺｶﾞﾜ  ﾕﾀｶ

愛知県

⼀一番★星

5027 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

古市  将英  様

ﾌﾙｲﾁ  ｼｮｳｴｲ

京都府

Sidewinders

5028 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

雲出  正樹  様

ｸﾓｲﾃﾞ  ﾏｻｷ

奈奈良良県

5029 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

⻄西浜  弘智  様

ﾆｼﾊﾏ  ﾋﾛﾉﾘ

⼤大阪府

5030 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

花井  晶規  様

ﾊﾅｲ  ｱｷﾉﾘ

愛知県

NUKNUK

5031 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

⼭山嵜  幸次  様

ﾔﾏｻﾞｷ  ｺｳｼﾞ

⼤大阪府

エキップ 　リオン

5032 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

中嶋  貴  様

ﾅｶｼﾞﾏ  ﾀｶｼ

愛知県

えきcycle

5033 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

河崎  匡亮亮  様

ｶﾜｻｷ  ﾏｻｱｷ

滋賀県

5034 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

⻄西⽥田  誉  様

ﾆｼﾀﾞ  ﾎﾏﾚ

⼤大阪府

Team-‐‑‒RSO  Racing

5035 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

國井  豊晃  様

ｸﾆｲ  ﾄﾖｱｷ

岐⾩阜県

Tre  Frecce

5036 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

上杉  貴之  様

ｳｴｽｷﾞ  ﾀｶﾕｷ

岐⾩阜県

Tre  Frecce

5037 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

下地  健雄  様

ｼﾓｼﾞ  ﾀｹｵ

愛知県

5038 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

不不破  義将  様

ﾌﾜ  ﾖｼﾏｻ

岐⾩阜県

東鋼産業⾃自転⾞車車部

5039 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

篠崎  篤史  様

ｼﾉｻﾞｷ  ｱﾂｼ

滋賀県

ブルーサンダース

5040 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

⽻羽⽥田野  努  様

ﾊﾀﾞﾉ  ﾂﾄﾑ

愛知県

We 　Wilier

5041 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

南  和宏  様

ﾐﾅﾐ  ｶｽﾞﾋﾛ

⼤大阪府

5042 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

松尾  吉朗  様

ﾏﾂｵ  ﾖｼﾛｳ

岐⾩阜県

5043 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

加藤  貴広  様

ｶﾄｳ  ﾀｶﾋﾛ

愛知県

5044 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

⽥田中  利利康  様

ﾀﾅｶ  ﾄｼﾔｽ

兵庫県

2-‐‑‒pipe

5045 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

鈴鈴⽊木  宏彰  様

ｽｽﾞｷ  ﾋﾛｱｷ

愛知県

Team  Groove

5046 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

藤井  倫倫洋  様

ﾌｼﾞｲ  ﾄﾓﾋﾛ

京都府

team  poppo

5047 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

川島  昭⼀一  様

ｶﾜｼﾏ  ｼｮｳｲﾁ

愛知県

5048 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

⼩小林林  直樹  様

ｺﾊﾞﾔｼ  ﾅｵｷ

愛知県

KOGMA  Racing

5049 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

丸本  尚志  様

ﾏﾙﾓﾄ  ﾋｻｼ

広島県

TBC

5050 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

古⽥田  暢雄  様

ﾌﾙﾀ  ﾉﾌﾞｵ

愛知県

出前迅速！
BaySonRacing
The☆whoo
しろいぬさん

gcsc

種⽬目名

参加者

参加者（カナ）

都道府県

チーム名

5051 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

平野  寛和  様

ﾋﾗﾉ  ﾋﾛｶｽﾞ

⼤大阪府

GOODWILL  RC

5052 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

福⽥田  範⼠士  様

ﾌｸﾀ  ﾉﾘﾋﾄ

岐⾩阜県

鍋屋バイテック会社けった愛好会

5053 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

秋江  聡  様

ｱｷｴ  ｻﾄｼ

滋賀県

チーム⾚赤野井

5054 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

杉村  敏章  様

ｽｷﾞﾑﾗ  ﾄｼｱｷ

愛媛県

チーム⼤大永⼭山

5055 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

笹野  勝  様

ｻｻﾉ  ﾏｻﾙ

徳島県

⼤大川原HC

5056 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

⻄西野  秀和  様

ﾆｼﾉ  ﾋﾃﾞｶｽﾞ

愛知県

ATC

5057 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

梶⾕谷  卓史  様

ｶｼﾞﾀﾆ  ﾀｶｼ

岐⾩阜県

O-‐‑‒RACING

5058 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

森下  ⼤大剛  様

ﾓﾘｼﾀ  ﾀﾞｲｺﾞｳ

愛知県

5059 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

清⽔水  匠  様

ｼﾐｽﾞ  ﾀｸﾐ

⼤大阪府

5060 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

浜⽥田  ⻯竜男  様

ﾊﾏﾀﾞ  ﾀﾂｵ

愛知県

5061 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

近藤  功⼀一  様

ｺﾝﾄﾞｳ  ｺｳｲﾁ

滋賀県

5062 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

鵜飼  ⼀一彦  様

ｳｶｲ  ｶｽﾞﾋｺ

滋賀県

5063 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

野々垣  孝洋  様

ﾉﾉｶﾞｷ  ﾀｶﾋﾛ

愛知県

5064 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

笠笠原  拓拓  様

ｶｻﾊﾗ  ﾀｸ

滋賀県

チームワタル

5065 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

岩津  晴彦  様

ｲﾜﾂ  ﾊﾙﾋｺ

岐⾩阜県

⼤大垣CSC

5066 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

⼤大⻄西  浩之  様

ｵｵﾆｼ  ﾋﾛﾕｷ

⼤大阪府

北北摂すからとーれ

5067 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

森⼝口  ⾼高史  様

ﾓﾘｸﾞﾁ  ﾀｶｼ

滋賀県

光るくん

5068 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

佐倉  友和  様

ｻｸﾗ  ﾄﾓｶｽﾞ

⼤大阪府

CRANK

5069 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

岡本  幸樹  様

ｵｶﾓﾄ  ｺｳｷ

三重県

5070 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

渡辺  敏  様

ﾜﾀﾅﾍﾞ  ｻﾄｼ

三重県

5071 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

杉⼭山  渉  様

ｽｷﾞﾔﾏ  ﾜﾀﾙ

愛知県

5072 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

梶原  隆史  様

ｶｼﾞﾜﾗ  ﾀｶｼ

⼤大阪府

5073 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

吉⽥田  誠也  様

ﾖｼﾀﾞ  ｾｲﾔ

愛知県

5074 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

鎌苅  康⽣生  様

ｶﾏｶﾘ  ﾔｽｷ

⼤大阪府

5075 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

平岡  宏⼀一  様

ﾋﾗｵｶ  ﾋﾛｶｽﾞ

⼤大阪府

5076 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

名和  智史  様

ﾅﾜ  ﾄﾓﾌﾐ

愛知県

5077 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

⼭山本  篤史  様

ﾔﾏﾓﾄ  ｱﾂｼ

⼤大阪府

5078 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

前⽥田  直希  様

ﾏｴﾀﾞ  ﾅｵｷ

岐⾩阜県

5079 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

安藤  貴史  様

ｱﾝﾄﾞｳ  ﾀｶｼ

三重県

鷹組

5080 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

依⽥田  英之  様

ﾖﾀﾞ  ﾋﾃﾞﾕｷ

滋賀県

strada

5081 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

藤本  顕治  様

ﾌｼﾞﾓﾄ  ｹﾝｼﾞ

滋賀県

5082 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

別処  烈烈  様

ﾍﾞｯｼｮ  ﾀｹﾙ

⼤大阪府

5083 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

南 　  孝久  様

ﾐﾅﾐ  ﾀｶﾋｻ

京都府

5084 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

橋本  剛  様

ﾊｼﾓﾄ  ﾂﾖｼ

愛知県

5085 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

森  真樹  様

ﾓﾘ  ﾏｻｷ

愛知県

SPIRITAS.RACING

5086 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

⼩小⾕谷  太真樹  様

ｺﾀﾆ  ﾀﾏｷ

岐⾩阜県

ＧＣＳＣ

5087 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

才野⽊木  宏明  様

ｻｲﾉｷ  ﾋﾛｱｷ

兵庫県

5088 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

加藤  亮亮  様

ｶﾄｳ  ﾘｮｳ

愛知県

5089 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

⽊木村  智明  様

ｷﾑﾗ  ﾄﾓｱｷ

愛知県

5090 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

古崎  頼⼈人  様

ｺｻｷ  ﾖﾘﾄ

愛知県

5091 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

萩原  明樹  様

ｵｷﾞﾊﾗ  ﾄﾓｷ

福井県

5092 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

⽔水野  弘樹  様

ﾐｽﾞﾉ  ﾋﾛｷ

愛知県

⼤大⽇日本ペダリング

5093 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

川端  ⼀一吉  様

ｶﾜﾊﾞﾀ  ｶｽﾞﾖｼ

滋賀県

たからくじ同好会

5094 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

原  智也  様

ﾊﾗ  ﾄﾓﾅﾘ

愛知県

5095 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

⾼高垣  昭宏  様

ﾀｶｶﾞｷ  ｱｷﾋﾛ

愛知県

Team  Groove

5096 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

中⾕谷  健作  様

ﾅｶﾀﾆ  ｹﾝｻｸ

三重県

SPEED  LABO

5097 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

藤原  東洋  様

ﾌｼﾞﾜﾗ  ｱｽﾞﾐ

神奈奈川県

5098 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

津野  幸松  様

ﾂﾉ  ﾕｷﾏﾂ

愛知県

5099 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

⾜足利利  寧  様

ｱｼｶｶﾞ  ﾔｽｼ

愛知県

5100 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

⾦金金⼦子  政嗣  様

ｶﾈｺ  ﾏｻﾂｸﾞ

⼤大阪府

TEAM  Go-‐‑‒ri-‐‑‒

サイクルロードエイト

チームまるいち

CSK  Racing  Club

フリーク
⽩白樺流流星群

種⽬目名

参加者

参加者（カナ）

都道府県

チーム名

5101 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

藤本  晃司  様

ﾌｼﾞﾓﾄ  ｺｳｼﾞ

⼤大阪府

たからくじ同好会

5102 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

秋島  弘  様

ｱｷｼﾏ  ﾋﾛﾑ

兵庫県

5103 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

⼤大⾕谷  ⼀一弘  様

ｵｵﾀﾆ  ｶｽﾞﾋﾛ

兵庫県

TUBI

5104 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

⼭山⼝口  和範  様

ﾔﾏｸﾞﾁ  ｶｽﾞﾉﾘ

神奈奈川県

100miles

5105 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

⻄西下  智晴  様

ﾆｼｼﾀ  ﾄﾓﾊﾙ

⼤大阪府

Team  Breeze

5106 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

薮崎  理理雄  様

ﾔﾌﾞｻｷ  ﾖｼｵ

⼤大阪府

5107 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

林林  ⼤大輔  様

ﾊﾔｼ  ﾀﾞｲｽｹ

⼤大阪府

5108 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

⼤大嶋  豊  様

ｵｵｼﾏ  ﾕﾀｶ

東京都

5109 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

⽥田上  ⻯竜⼆二  様

ﾀｶﾞﾐ  ﾘｭｳｼﾞ

岐⾩阜県

5110 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

⾕谷本  靖忠  様

ﾀﾆﾓﾄ  ﾔｽﾀﾀﾞ

滋賀県

5111 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

朝澤  浩⼀一郎郎  様

ｱｻｻﾞﾜ  ｺｳｲﾁﾛｳ

滋賀県

5112 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

森本  裕介  様

ﾓﾘﾓﾄ  ﾕｳｽｹ

愛知県

5113 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

伊藤  寛⾏行行  様

ｲﾄｳ  ﾋﾛﾕｷ

愛知県

5114 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

加藤  益丈  様

ｶﾄｳ  ﾖｼﾓﾄ

岐⾩阜県

Ｔeam-‐‑‒ＤＡＤＤＹ

5115 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

千⽥田  ⻯竜⼆二  様

ﾁﾀﾞ  ﾘｭｳｼﾞ

⻑⾧長野県

Azzurro

5116 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

⼭山本  真弘  様

ﾔﾏﾓﾄ  ﾏｻﾋﾛ

岐⾩阜県

笑道

5118 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

⼤大⻄西  武史  様

ｵｵﾆｼ  ﾀｹｼ

京都府

KCT

5119 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

松村  篤  様

ﾏﾂﾑﾗ  ｱﾂｼ

京都府

ＫＣＴ

5120 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

中村  諭史  様

ﾅｶﾑﾗ  ｻﾄｼ

愛知県

國泰アスリート倶楽部

5121 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

⼩小野  武⼠士  様

ｵﾉ  ﾀｹｼ

⼤大阪府

チーム900レーシング

5122 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

児⽟玉  ⻯竜⼀一  様

ｺﾀﾞﾏ  ﾘｭｳｲﾁ

愛知県

ｽﾏｲﾙﾛｰﾄﾞ

5123 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

⼩小川  隆  様

ｵｶﾞﾜ  ﾀｶｼ

愛知県

5124 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

久野  嘉⾂臣  様

ｸﾉ  ﾖｼﾐ

愛知県

5125 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

仙⽥田  直⾏行行  様

ｾﾝﾀﾞ  ﾅｵﾕｷ

京都府

5126 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

野⼝口  隆央  様

ﾉｸﾞﾁ  ﾓﾘｵ

愛知県

5127 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

⼤大橋  優  様

ｵｵﾊｼ  ﾏｻﾙ

奈奈良良県

TeamPoppo

5128 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

河嶋  亮亮介  様

ｶﾜｲﾏ  ﾘｮｳｽｹ

⼤大阪府

CSKレーシング

5129 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

⿅鹿鹿熊  健  様

ｶｸﾏ  ﾀｹｼ

愛知県

ケッタマシーンズ

5130 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

酒井  亮亮  様

ｻｶｲ  ﾘﾖｳ

⼤大阪府

W会

5131 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

芝滝  雅之  様

ｼﾊﾞﾀｷ  ﾏｻﾕｷ

⼤大阪府

シュタイグビューゲル吹⽥田

5132 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

錦織  暁⼈人  様

ﾆｼｺｵﾘ  ｱｷﾄ

岐⾩阜県

5133 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

吉⽥田  卓司  様

ﾖｼﾀﾞ  ﾀｸｼﾞ

福井県

5134 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

折⼾戸  克成  様

ｵﾘﾄ  ｶﾂﾅﾘ

岐⾩阜県

5135 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

鈴鈴⽊木  裕  様

ｽｽﾞｷ  ﾕﾀｶ

⼤大阪府

5136 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

池澤  裕樹  様

ｲｹｻﾞﾜ  ﾋﾛｷ

京都府

5137 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

古賀  象⼆二郎郎  様

ｺｶﾞ  ｼｮｳｼﾞﾛｳ

滋賀県

5138 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

⼭山下  宏  様

ﾔﾏｼﾀ  ﾋﾛｼ

⼤大阪府

5139 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

三好  ⿓龍龍也  様

ﾐﾖｼ  ﾀﾂﾔ

三重県

JSRﾒﾋﾞｳｽ

5140 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

松原  光男  様

ﾏﾂﾊﾞﾗ  ﾐﾂｵ

岐⾩阜県

NSGP-‐‑‒97

5141 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

若若⼭山  照洋  様

ﾜｶﾔﾏ  ﾃﾙﾋﾛ

愛知県

NSGP-‐‑‒97

5142 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

⽥田中  ⼤大作  様

ﾀﾅｶ  ﾀﾞｲｻｸ

岐⾩阜県

5143 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

柳柳瀬  厚志  様

ﾔﾅｾ  ｱﾂｼ

愛知県

willa

5144 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

江島  慎⼀一郎郎  様

ｴｼﾞﾏ  ｼﾝｲﾁﾛｳ

滋賀県

タカタサイクルクラブ

5145 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

中⾕谷  安宏  様

ﾅｶﾀﾆ  ﾔｽﾋﾛ

⼤大阪府

5146 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

⼆二之宮  洋平  様

ﾆﾉﾐﾔ  ﾖｳﾍｲ

三重県

ＴＣＣ－ＳＰＥＥＤ

5147 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

林林⼝口  健司  様

ﾊﾔｼｸﾞﾁ  ｹﾝｼﾞ

滋賀県

チームレグルス

5148 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

⼭山中  卓  様

ﾔﾏﾅｶ  ﾀｸ

愛知県

チームY

5149 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

河合  智孝  様

ｶﾜｲ  ﾄﾓﾀｶ

愛知県

ニコーファクトリー

5150 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

⼤大⾕谷  浩  様

ｵｵﾀﾆ  ﾋﾛｼ

徳島県

SRB

インドの⼦子

越前物欲倶楽部
つうばいつう

種⽬目名

参加者

参加者（カナ）

都道府県

チーム名

5151 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

岡⽥田  孝⾏行行  様

ｵｶﾀﾞ  ﾀｶﾕｷ

⼤大阪府

5152 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

⽵竹内  孝登史  様

ﾀｹｳﾁ  ﾀｶﾄｼ

愛知県

5153 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

嘉数  昇太郎郎  様

ｶｶｽﾞ  ｼｮｳﾀﾛｳ

三重県

ターミネーターRT

5154 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

村⽥田  清久  様

ﾑﾗﾀ  ｷﾖﾋｻ

愛知県

植⽥田会  (仮称)

5155 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

望⽥田  幸作  様

ﾓﾁﾀﾞ  ｺｳｻｸ

⼤大阪府

Ｔeam  Bandits

5156 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

原  ⼀一浩  様

ﾊﾗ  ｶｽﾞﾋﾛ

滋賀県

DAIKIN 　RACING

5157 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

⻄西澤  悟  様

ﾆｼｻﾞﾜ  ｻﾄﾙ

愛知県

5158 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

岡村  聡洋  様

ｵｶﾑﾗ  ｱｷﾋﾛ

⼤大阪府

5159 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

野澤  剛  様

ﾉｻﾞﾜ  ﾀｹｼ

愛知県

5160 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

児⼭山  友規  様

ｺﾔﾏ  ﾄﾓﾉﾘ

神奈奈川県

5161 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

⽥田⼝口  誠⼀一郎郎  様

ﾀｸﾞﾁ  ｾｲｲﾁﾛｳ

⼤大阪府

5162 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

倉⽥田  貴⽣生  様

ｸﾗﾀ  ﾀｶｵ

愛知県

5163 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

荻野  ⾼高志  様

ｵｷﾞﾉ  ﾀｶｼ

兵庫県

5164 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

川端  暁雄  様

ｶﾜﾊﾞﾀ  ｱｷｵ

静岡県

5165 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

教野  友作  様

ｷｮｩﾉ  ﾕｳｻｸ

滋賀県

5166 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

房  稔  様

ﾌｻ  ﾐﾉﾙ

⼤大阪府

5167 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

菊⾕谷  逸夫  様

ｷｸﾔ  ｲﾂｵ

愛知県

5168 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

井上  健  様

ｲﾉｳｴ  ｹﾝ

京都府

5169 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

⼭山本  滋  様

ﾔﾏﾓﾄ  ｼｹﾞﾙ

滋賀県

5170 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

⼭山本  広樹  様

ﾔﾏﾓﾄ  ﾋﾛｷ

滋賀県

5171 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

濱⽥田  稔  様

ﾊﾏﾀﾞ  ﾐﾉﾙ

愛知県

5172 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

佐久間  孝  様

ｻｸﾏ  ﾀｶｼ

千葉葉県

5173 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

加藤  明  様

ｶﾄｳ  ｱｷﾗ

愛知県

ぴっとレーシングチーム

5174 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

森川  敦  様

ﾓﾘｶﾜ  ｱﾂｼ

滋賀県

サイクルロードエイト

5175 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

迫  敏  様

ｻｺ  ｻﾄｼ

愛知県

5176 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

溝⽥田  正⾏行行  様

ﾐｿﾞﾀ  ﾏｻﾕｷ

⼤大阪府

5177 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

船井  雅史  様

ﾌﾅｲ  ﾏｻｼ

愛知県

5178 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

仲川  整  整  様

ﾅｶｶﾞﾜ  ﾀﾀﾞｼ

⼤大阪府

5179 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

有⾺馬  尚彦  様

ｱﾘﾏ  ﾅｵﾋｺ

京都府

5180 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

⽔水野  達也  様

ﾐｽﾞﾉ  ﾀﾂﾔ

愛知県

ヘトヘトクラブ

5181 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

溝⼝口  和雄  様

ﾐｿﾞｸﾞﾁ  ｶｽﾞｵ

⼤大阪府

team  groove

5182 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

延廣  正毅  様

ﾉﾌﾞﾋﾛ  ﾏｻｷ

⼤大阪府

5183 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

⽯石川  英昭  様

ｲｼｶﾜ  ﾋﾃﾞｱｷ

愛知県

5184 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

松井  将  様

ﾏﾂｲ  ﾏｻﾙ

⽯石川県

5185 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

徳本  賢治  様

ﾄｸﾓﾄ  ｹﾝｼﾞ

愛知県

5186 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

⼭山内  智之  様

ﾔﾏｳﾁ  ﾄﾓﾕｷ

滋賀県

ブルーサンダーズ

5187 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

⼤大倉  重良良  様

ｵｵｸﾗ  ｶｽﾞﾅｶﾞ

⼤大阪府

ステラシルベスト

5188 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

東福  健之  様

ﾄｳﾌｸ  ｹﾝｼﾞ

愛知県

とよほん

5189 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

下中  敦史  様

ｼﾓﾅｶ  ｱﾂｼ

⼤大阪府

チームクラピカ

5190 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

上阪  輝威  様

ｳｴｻｶ  ﾃﾙﾀｹ

岐⾩阜県

⼤大垣CSC＠⾃自転⾞車車のウエサカ

5191 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

寺本  智教  様

ﾃﾗﾓﾄ  ﾄﾓﾉﾘ

滋賀県

5192 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

渡辺  ⼤大祐  様

ﾜﾀﾅﾍﾞ  ﾀﾞｲｽｹ

愛知県

5193 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

鈴鈴⽊木  崇之  様

ｽｽﾞｷ  ﾀｶﾕｷ

富⼭山県

5194 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

野⽥田  稔  様

ﾉﾀﾞ  ﾐﾉﾙ

愛知県

5195 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

上⼝口  剛伸  様

ｳｴｸﾞﾁ  ﾀｶﾉﾌﾞ

兵庫県

スクリーム･オブ･ザ･マッスル

5196 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

尾森  卓  様

ｵﾓﾘ  ﾀｶｼ

兵庫県

スクリームオブザマッスル

5197 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

桜井  正也  様

ｻｸﾗｲ  ﾏｻﾔ

愛知県

ATC

5198 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

河野  豊  様

ｺｳﾉ  ﾕﾀｶ

奈奈良良県

ユーロワークス

5199 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

櫛櫛⽥田  勝⺒巳  様

ｸｼﾀﾞ  ｶﾂﾐ

奈奈良良県

5200 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

⾼高橋  茂夫  様

ﾀｶﾊｼ  ｼｹﾞｵ

⼤大阪府

アトミック出前迅速
code  bike  pirata
朝⾛走ろう団
team  RR
Team  Sakatani

シロキ⼯工業⾃自転⾞車車部

⾃自転⾞車車貴族&balba

種⽬目名

参加者

参加者（カナ）

都道府県

チーム名

5201 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

渡辺  伸也  様

ﾜﾀﾅﾍﾞ  ｼﾝﾔ

滋賀県

サイクルロード8

5202 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

朝⻑⾧長  英樹  様

ﾄﾓﾅｶﾞ  ﾋﾃﾞｷ

⼤大阪府

ステラシルベスト

5203 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

⻄西村  修  様

ﾆｼﾑﾗ  ｵｻﾑ

⼤大阪府

sunzoku

5204 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

濱⻄西  啓介  様

ﾊﾏﾆｼ  ｹｲｽｹ

奈奈良良県

EURO  WORKS  Racing

5205 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

原⽥田  周祐  様

ﾊﾗﾀﾞ  ｼｭｳｽｹ

京都府

toyo  rt

5206 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

丹丹⽻羽  ⽂文俊  様

ﾆﾜ  ﾌﾐﾄｼ

京都府

与謝の海

5207 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

苗村  隆志  様

ﾅｴﾑﾗ  ﾀｶｼ

⼤大阪府

5208 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

千賀  悦志  様

ｾﾝｶﾞ  ｴﾂｼ

⼤大阪府

5209 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

佐藤  進吾  様

ｻﾄｳ  ｼﾝｺﾞ

愛知県

5210 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

島倉  誠  様

ｼﾏｸﾗ  ﾏｺﾄ

岐⾩阜県

KAMIHAGI

5211 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

⽩白井  ⻫斉  様

ｼﾗｲ  ﾋﾄｼ

愛知県

BBCC

5212 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

藤原  清⽂文  様

ﾌｼﾞﾊﾗ  ｷﾖﾌﾐ

東京都

5213 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

⼤大瀧  哲也  様

ｵｵﾀｷ  ﾃﾂﾔ

⼤大阪府

5214 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

伊藤  岳史  様

ｲﾄｳ  ﾀｹｼ

京都府

5215 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

阿久澤  義徳  様

ｱｸｻﾞﾜ  ﾖｼﾉﾘ

千葉葉県

5216 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

津⽥田  憲志  様

ﾂﾀﾞ  ｹﾝｼﾞ

⼤大阪府

5217 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

安東  直⼈人  様

ｱﾝﾄﾞｳ  ﾅｵﾄ

愛知県

5218 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

重⾕谷  陽⼀一  様

ｵﾓﾀﾆ  ﾖｳｲﾁ

兵庫県

5219 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

⾦金金城  基樹  様

ｶﾈｼﾛ  ﾓﾄｷ

愛知県

5220 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

佐藤  ⼤大輔  様

ｻﾄｳ  ﾀﾞｲｽｹ

岐⾩阜県

てるてるタイガー

5221 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

近藤  知義  様

ｺﾝﾄﾞｳ  ﾄﾓﾖｼ

滋賀県

グリーンサイクル南郷RT

5222 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

横⼿手  直也  様

ﾖｺﾃ  ﾅｵﾔ

奈奈良良県

FAT  FAT  WINGS

5223 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

⼤大⽯石  智康  様

ｵｵｲｼ  ﾄﾓﾔｽ

静岡県

RACING  LITES  HAMAMATSU

5224 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

藤⽥田  古京  様

ﾌｼﾞﾀ  ｺｷｮｳ

京都府

サイボーグ009

5225 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

丸尾  浩之  様

ﾏﾙｵ  ﾋﾛﾕｷ

兵庫県

チームクラピカ

5226 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

⼭山本  ⾼高史  様

ﾔﾏﾓﾄ  ﾀｶﾌﾐ

⼤大阪府

Team 　Sakatani

5227 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

⾕谷⼝口  陽介  様

ﾀﾆｸﾞﾁ  ﾖｳｽｹ

愛知県

チームDMDV

5228 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

伊藤  誠次  様

ｲﾄｳ  ｾｲｼﾞ

愛知県

チームDMDV

5229 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

⼭山際  賢三  様

ﾔﾏｷﾞﾜ  ｹﾝｿﾞｳ

岐⾩阜県

Ｏ-‐‑‒Racing

5230 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

新井  芳宣  様

ｱﾗｲ  ﾖｼﾉﾘ

愛知県

5231 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

能美  善彦  様

ﾉｳﾐ  ﾖｼﾋｺ

愛知県

いとう内科クリニックＲＴ

5232 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

平松  宏茂  様

ﾋﾗﾏﾂ  ﾋﾛｼｹﾞ

愛知県

HOTTSPIN

5233 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

渡辺  ⼤大介  様

ﾜﾀﾅﾍﾞ  ﾀﾞｲｽｹ

愛知県

5234 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

⻄西川  達也  様

ﾆｼｶﾜ  ﾀﾂﾔ

滋賀県

やんちゃり

5235 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

向⽥田  慎⼆二  様

ﾑｺﾀ  ｼﾝｼﾞ

愛知県

DENSO  RACING

5236 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

⾼高井  ⼀一平  様

ﾀｶｲ  ｲｯﾍﾟｲ

兵庫県

5237 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

⼭山本  栄和  様

ﾔﾏﾓﾄ  ﾏｻｶｽﾞ

愛知県

5238 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

堀⽥田  勉  様

ﾎｯﾀ  ﾂﾄﾑ

⽯石川県

5239 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

井上  雅⽂文  様

ｲﾉｳｴ  ﾏｻﾌﾐ

⼤大阪府

5240 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

芦⽥田  智  様

ｱｼﾀﾞ  ｻﾄｼ

兵庫県

ヴェルディッシモデュカリアン

5241 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

河合  秀⾏行行  様

ｶﾜｲ  ﾋﾃﾞﾕｷ

愛知県

ミスターお⼈人よし

5242 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

裁  真治  様

ﾀﾁ  ｼﾝｼﾞ

岐⾩阜県

だちかんず

5243 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

⾃自檀地  崇  様

ｼﾞﾀﾞﾝｼﾞ  ﾀｶｼ

奈奈良良県

5244 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

吉⽥田  真  様

ﾖｼﾀﾞ  ﾏｺﾄ

岐⾩阜県

5245 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

⾼高⽥田  淳  様

ﾀｶﾀ  ｼﾞｭﾝ

⼤大阪府

5246 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

正村  慎⼀一  様

ﾏｻﾑﾗ  ｼﾝｲﾁ

愛知県

5247 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

宮本  恵介  様

ﾐﾔﾓﾄ  ｹｲｽｹ

愛知県

5248 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

⼤大津  典⼤大  様

ｵｵﾂ  ﾉﾘｵ

静岡県

Team材料料⼒力力学

5249 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

森⾕谷  裕司  様

ﾓﾘﾔ  ﾋﾛｼ

愛知県

MEDIUS

5250 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

牧  勇⼀一郎郎  様

ﾏｷ  ﾕｳｲﾁﾛｳ

愛知県

EVOLVE

2.3

ウィル〜～

Teamスクアドラ

オオクラホンマチクラブ

BJCなんどいやー

種⽬目名

参加者

参加者（カナ）

都道府県

チーム名

5251 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

清藤  司  様

ｷﾖﾌｼﾞ  ﾂｶｻ

滋賀県

5252 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

甲斐島  元  様

ｶｲｼﾏ  ﾊｼﾞﾒ

兵庫県

5253 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

⼩小野  豊⼟土  様

ｵﾉ  ﾄﾖﾄ

静岡県

Lavorante

5254 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

尾頭  彰彦  様

ﾋﾞﾄｳ  ｱｷﾋｺ

愛知県

お宅宅連合

5255 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

佐野  玲玲胤  様

ｻﾉ  ﾘｮｳｲﾝ

愛知県

5256 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

安形  真  様

ｱｶﾞﾀ  ﾏｺﾄ

愛知県

5257 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

丹丹⽻羽  直樹  様

ﾆﾜ  ﾅｵｷ

愛知県

5258 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

徳  敦広  様

ﾄｸ  ｱﾂﾋﾛ

兵庫県

5259 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

⽯石⽥田  耕⼀一  様

ｲｼﾀﾞ  ｺｳｲﾁ

⼤大阪府

5260 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

塚⽥田  康志  様

ﾂｶﾀﾞ  ﾔｽｼ

滋賀県

5261 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

⼤大森  祐司  様

ｵｵﾓﾘ  ﾕｳｼﾞ

滋賀県

5262 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

久納  康光  様

ｸﾉｳ  ﾔｽﾐﾂ

富⼭山県

5263 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

⽩白桃  智将  様

ｼﾗﾓﾓ  ﾄﾓﾕｷ

⼤大阪府

5264 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

守分  佑介  様

ﾓﾘﾜｹ  ﾕｳｽｹ

滋賀県

5265 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

⽯石⽥田  亮亮  様

ｲｼﾀﾞ  ﾘｮｳ

愛知県

5266 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

松永  正宗  様

ﾏﾂﾅｶﾞ  ﾏｻﾑﾈ

愛知県

5267 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

⼩小川  洋明  様

ｵｶﾞﾜ  ﾋﾛｱｷ

岐⾩阜県

5268 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

恒川  和⺒巳  様

ﾂﾈｶﾜ  ｶｽﾞﾐ

愛知県

5269 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

加藤  篤  様

ｶﾄｳ  ｱﾂｼ

愛知県

5270 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

浜⽥田  知伸  様

ﾊﾏﾀﾞ  ﾄﾓﾉﾌﾞ

愛知県

カミハギFIT＆RIDE

5271 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

伊藤  誠  様

ｲﾄｳ  ﾏｺﾄ

愛知県

津⽥田⼯工業⾃自転⾞車車部

5272 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

⽇日⽐比野  健  様

ﾋﾋﾞﾉ  ﾀｹｼ

滋賀県

5273 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

増井  英⼈人  様

ﾏｽｲ  ﾋﾃﾞﾄ

京都府

5274 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

⼤大⼭山  稔  様

ｵｵﾔﾏ  ﾐﾉﾙ

兵庫県

5275 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

横野  靖⼈人  様

ﾖｺﾉ  ﾔｽﾋﾄ

愛知県

5276 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

猿渡  博⼠士  様

ｻﾙﾜﾀﾘ  ﾋﾛｼ

愛知県

5277 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

⻄西岡  洋  様

ﾆｼｵｶ  ﾋﾛｼ

⼤大阪府

5278 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

井上  博⽂文  様

ｲﾉｳｴ  ﾋﾛﾌﾐ

京都府

5279 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

中村  光彰  様

ﾅｶﾑﾗ  ﾐﾂｱｷ

⼤大阪府

5280 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

南川  義孝  様

ﾐﾅｶﾞﾜ  ﾖｼﾉﾘ

⼤大阪府

転倒⾍虫ＣＣ

5281 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

菅村  隆⼀一  様

ｽｶﾞﾑﾗ  ﾘｭｳｲﾁ

兵庫県

TUFFSTUFF 　タフスタッフ

5282 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

辻  ⼤大輔  様

ﾂｼﾞ  ﾀﾞｲｽｹ

⼤大阪府

株式会社ツジオートセンター

5283 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

仲野  浩司郎郎  様

ﾅｶﾉ  ｺｳｼﾞﾛｳ

⼤大阪府

FATFATWINGS

5284 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

⽯石橋  貴久彦  様

ｲｼﾊﾞｼ  ｷｸﾋｺ

岐⾩阜県

teamーovre

5285 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

南平  喜代和  様

ﾅﾝﾍﾟｲ  ｷﾖｶｽﾞ

滋賀県

kiyoshi

5286 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

茂⼿手⽊木  研⼀一  様

ﾓﾃｷﾞ  ｹﾝｲﾁ

神奈奈川県

5287 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

⾕谷川  真⼆二  様

ﾀﾆｶﾜ  ｼﾝｼﾞ

⼤大阪府

5288 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

岡  ⼀一樹  様

ｵｶ  ｶｽﾞｷ

⼤大阪府

5289 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

深村  陽成  様

ﾌｶﾑﾗ  ﾖｳｾｲ

⽯石川県

5290 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

倉知  誠  様

ｸﾗﾁ  ﾏｺﾄ

愛知県

5291 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

⼩小⾕谷  雅俊  様

ｺﾀﾆ  ﾏｻﾄｼ

岐⾩阜県

5292 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

菊⼝口  雅也  様

ｷｸｸﾞﾁ  ﾏｻﾅﾘ

⼤大阪府

5293 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

⽊木村  匡宏  様

ｷﾑﾗ  ﾏｻﾋﾛ

愛知県

5294 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

三浦  修  様

ﾐｳﾗ  ｵｻﾑ

愛知県

5295 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

宮川  元成  様

ﾐﾔｶﾜ  ﾓﾄﾅﾘ

愛知県

5296 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

⼩小川  隆之  様

ｵｶﾞﾜ  ﾀｶﾕｷ

岐⾩阜県

5297 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

⽊木下  強  様

ｷﾉｼﾀ  ﾂﾖｼ

滋賀県

5298 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

纐纈  ⾼高明  様

ｺｳｹﾂ  ﾀｶｱｷ

愛知県

5299 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

⼭山下  太郎郎  様

ﾔﾏｼﾀ  ﾀﾛｳ

滋賀県

5300 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

⼆二井  信成  様

ﾆｲ  ﾉﾌﾞｼｹﾞ

三重県

Bikers  Club  268WeDo

リボルバー
浴⾐衣レーシング

チームヤマシゲ

違駄天

TEAM 　CYSIL
農家⺠民宿 　童仙房⼭山荘

Jロード倶楽部

アトミック出前迅速！

のっぽさん

Fun  Ride  Freak!

種⽬目名

参加者

参加者（カナ）

都道府県

チーム名

5301 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

廣澤  友和  様

ﾋﾛｻﾜ  ﾄﾓｶｽﾞ

⼤大阪府

tubi

5302 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

宮嶋  美規夫  様

ﾐﾔｼﾞﾏ  ﾐｷｵ

愛知県

ぴっとレーシング

5303 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

酒井  有悟  様

ｻｶｲ  ﾕｳｺﾞ

滋賀県

Fun  Ride  Freak

5304 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

今⻄西  友規  様

ｲﾏﾆｼ  ﾄﾓｷ

兵庫県

5305 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

廣嶋  勇輔  様

ﾋﾛｼﾏ  ﾕｳｽｹ

滋賀県

White  Jack

5306 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

中村  芳樹  様

ﾅｶﾑﾗ  ﾖｼｷ

⼤大阪府

チームOSM

5307 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

⼭山⽥田  幸司  様

ﾔﾏﾀﾞ  ｺｳｼﾞ

愛知県

5308 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

⽊木下  泰⼀一  様

ｷﾉｼﾀ  ﾋﾛｶｽﾞ

富⼭山県

バルバクラブ 　トヤマ

5309 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

⼤大江  毅  様

ｵｵｴ  ﾂﾖｼ

兵庫県

神⼾戸⼤大学体育会⾃自動⾞車車部

5310 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

冨岡 　  浩⽂文  様

ﾄﾐｵｶ  ﾋﾛﾌﾐ

愛知県

⼩小牧チャリンコ狂⾛走部

5311 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

松岡  誠  様

ﾏﾂｵｶ  ﾏｺﾄ

三重県

エストスポーツ

5312 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

⾅臼⽥田  光広  様

ｳｽﾀﾞ  ﾐﾂﾋﾛ

岐⾩阜県

和井⽥田製作所

5313 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

榊  政司  様

ｻｶｷ  ﾏｻｼ

愛知県

fun  bikes  kaze

5314 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

織⽥田  敏彰  様

ｵﾘﾀ  ﾄｼｱｷ

⼤大阪府

チーム⻑⾧長⼤大

5315 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

中川  雅⽂文  様

ﾅｶｶﾞﾜ  ﾏｻﾌﾐ

滋賀県

5316 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

内⼭山  浩⼀一  様

ｳﾁﾔﾏ  ｺｳｲﾁ

愛知県

5317 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

塚本  創  様

ﾂｶﾓﾄ  ﾊｼﾞﾒ

滋賀県

5318 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

⽯石井  秀明  様

ｲｼｲ  ﾋﾃﾞｱｷ

愛知県

5319 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

佐藤  勲  様

ｻﾄｳ  ｲｻｵ

三重県

5320 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

⼤大橋  正尚  様

ｵｵﾊｼ  ﾏｻﾅｵ

愛知県

5321 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

北北原  慎  様

ｷﾀﾊﾗ  ｼﾝ

岐⾩阜県

5322 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

⼩小倉  隆  様

ｵｸﾞﾗ  ﾀｶｼ

⼤大阪府

5323 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

⼟土川  雅⺒巳  様

ﾂﾁｶﾜ  ﾏｻﾐ

岐⾩阜県

HTCC

5324 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

豊嶋  ⼤大輔  様

ﾄﾖｼﾏ  ﾀﾞｲｽｹ

愛知県

Team  Diagnosis

5325 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

宮下  ⻯竜⼆二  様

ﾐﾔｼﾀ  ﾘｭｳｼﾞ

愛知県

ヒルチョッパー

5326 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

⼤大沼  耕三  様

ｵｵﾇﾏ  ｺｳｿﾞｳ

愛知県

ヒルチョッパー

5327 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

堀内  克彦  様

ﾎﾘｳﾁ  ｶﾂﾋｺ

三重県

5328 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

原野  延之  様

ﾊﾗﾉ  ﾉﾌﾞﾕｷ

京都府

5329 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

⽯石川  君孝  様

ｲｼｶﾜ  ｷﾐﾀｶ

静岡県

5330 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

妹背  源忠  様

ｲﾓｾ  ﾓﾄﾀﾀﾞ

京都府

TeamTernura

5331 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

橋川  公貴  様

ﾊｼｶﾜ  ﾀﾀﾞﾀｶ

三重県

鷹組

5332 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

⼟土井  三成  様

ﾄﾞｲ  ﾐﾂｼｹﾞ

京都府

TeamTernura

5333 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

⾼高橋  智也  様

ﾀｶﾊｼ  ﾄﾓﾔ

兵庫県

スクリーム 　オブ 　ザ 　マッスル

5334 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

宇⽥田  裕⾏行行  様

ｳﾀﾞ  ﾋﾛﾕｷ

⼤大阪府

エキップリオン

5335 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

脇坂  安治  様

ﾜｷｻﾞｶ  ﾔｽﾊﾙ

滋賀県

チーム坂⼒力力

5336 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

松原  隆将  様

ﾏﾂﾊﾞﾗ  ﾘｭｳｼﾞ

⼤大阪府

メタミント

5337 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

安⽴立立  昌司  様

ｱﾀﾞﾁ  ﾏｻｼ

兵庫県

シラサギサイクルR.T

5338 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

⼭山下  幸太  様

ﾔﾏｼﾀ  ｺｳﾀ

岐⾩阜県

5339 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

岡⽥田  ⼀一郎郎  様

ｵｶﾀﾞ  ｲﾁﾛｳ

滋賀県

5340 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

太⽥田  周児  様

ｵｵﾀ  ｼｭｳｼﾞ

愛知県

5341 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

村瀬  直  様

ﾑﾗｾ  ﾅｵ

愛知県

5342 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

實松  仁  様

ｻﾈﾏﾂ  ﾋﾄｼ

愛知県

5343 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

中⻄西  峰太  様

ﾅｶﾆｼ  ﾐﾈﾀ

⼤大阪府

5344 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

⽔水上  裕貴  様

ﾐｽﾞｶﾐ  ﾋﾛｷ

京都府

コセキレーシング

5345 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

⻄西尾  純⼆二  様

ﾆｼｵ  ｼﾞｭﾝｼﾞ

⼤大阪府

いちよしＲＣ

5346 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

城⾕谷  隆昌  様

ｼﾛﾀﾆ  ﾀｶﾏｻ

兵庫県

ＫＡＺＡＭＩＤＯＲＩ

5347 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

⼭山⼝口  敏輝  様

ﾔﾏｸﾞﾁ  ﾄｼﾃﾙ

愛知県

ＡＷ

5348 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

⽵竹内  昭弘  様

ﾀｹｳﾁ  ｱｷﾋﾛ

⼤大阪府

signal

5349 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

篠原  徹也  様

ｼﾉﾊﾗ  ﾃﾂﾔ

兵庫県

アンドレーサーズ

5350 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

⼤大橋  均  様

ｵｵﾊｼ  ﾋﾄｼ

滋賀県

なし

エキップ・アイセロ

salata  bianca  Kobe

スピリットRB

ＡＷ

種⽬目名

参加者

参加者（カナ）

都道府県

チーム名

5351 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

⽊木⾢邑  賢⼆二  様

ｷﾑﾗ  ｹﾝｼﾞ

⼤大阪府

tubi

5352 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

嶋⽥田  浩⼀一  様

ｼﾏﾀﾞ  ｺｳｲﾁ

兵庫県

⾃自転⾞車車⼯工房.com

5353 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

松井  泰介  様

ﾏﾂｲ  ﾀｲｽ

和歌⼭山県

5354 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

⾼高瀬  将⼀一  様

ﾀｶｾ  ｼｮｳｲﾁ

岐⾩阜県

チームリンクラハルヒ

5355 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

⽥田村  郁彦  様

ﾀﾑﾗ  ﾌﾐﾋｺ

⼤大阪府

伸夫倶楽部

5356 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

⼭山⼝口 　  雅之  様

ﾔﾏｸﾞﾁ  ﾏｻﾕｷ

兵庫県

5357 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

森上  研也  様

ﾓﾘｶﾞﾐ  ｹﾝﾔ

⼤大阪府

5358 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

⽚片桐  ⼀一成  様

ｶﾀｷﾞﾘ  ｶｽﾞﾅﾘ

愛知県

5359 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

横⽥田  ⼀一朗  様

ﾖｺﾀ  ｲﾁﾛｳ

滋賀県

5360 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

吉村  茂典  様

ﾖｼﾑﾗ  ｼｹﾞﾉﾘ

奈奈良良県

5361 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

⽵竹⽥田  欣五  様

ﾀｹﾀﾞ  ｷﾝｺﾞ

富⼭山県

5362 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

武⽥田  光宏  様

ﾀｹﾀﾞ  ﾐﾂﾋﾛ

岐⾩阜県

住友化学

5363 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

中尾  友彦  様

ﾅｶｵ  ﾄﾓﾋｺ

兵庫県

シラサギサイクルＲＴ

5364 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

川崎  伸⼆二  様

ｶﾜｻｷ  ｼﾝｼﾞ

愛知県

斜⾯面ライダー

5365 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

則包  武志  様

ﾉﾘｶﾈ  ﾀｹｼ

⼤大阪府

5366 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

蛭川  智貴  様

ﾋﾙｶﾜ  ﾄﾓｷ

三重県

5367 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

⼩小⻄西  健⽂文  様

ｺﾆｼ  ﾀｹﾌﾐ

京都府

5368 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

⼩小川  健司  様

ｵｶﾞﾜ  ﾀｹｼ

兵庫県

5369 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

佐橋  賢太郎郎  様

ｻﾊｼ  ｹﾝﾀﾛｳ

滋賀県

5370 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

渡辺  保友  様

ﾜﾀﾅﾍﾞ  ﾔｽﾄﾓ

⼤大阪府

5371 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

岩崎  幸太  様

ｲﾜｻｷ  ｺｳﾀ

⼤大阪府

ラビットストリート

5372 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

⽚片⼭山  仁  様

ｶﾀﾔﾏ  ﾋﾄｼ

奈奈良良県

No!  passing  ...

5373 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

横幕  泰富  様

ﾖｺﾏｸ  ﾔｽﾄﾐ

岐⾩阜県

5374 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

荒⽊木  秀次  様

ｱﾗｷ  ﾋﾃﾞﾂｸﾞ

京都府

geehigh(ジーハイ)

5375 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

板東  潤  様

ﾊﾞﾝﾄﾞｳ  ｼﾞｭﾝ

滋賀県

geehigh(ジーハイ)

5376 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

北北川  英司  様

ｷﾀｶﾞﾜ  ｴｲｼﾞ

岐⾩阜県

5377 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

⽯石川  拓拓  様

ｲｼｶﾜ  ﾀｸ

愛知県

5378 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

秦  健司  様

ﾊﾀ  ｹﾝｼﾞ

京都府

5379 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

濱中  昌利利  様

ﾊﾏﾅｶ  ﾏｻﾄｼ

和歌⼭山県

舞墨 　ＤｒａｇＨｅａｔ

5380 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

萩本  英充  様

ﾊｷﾞﾓﾄ  ﾋﾃﾞﾐﾂ

和歌⼭山県

舞墨 　ＤｒａｇＨｅａｔ

5381 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

沓名  嘉昭  様

ｸﾂﾅ  ﾖｼｱｷ

岐⾩阜県

5382 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

後藤  博⼀一  様

ｺﾞﾄｳ  ﾋﾛｶｽﾞ

愛知県

5383 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

市川  康孝  様

ｲﾁｶﾜ  ﾔｽﾀｶ

愛知県

5384 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

野々⼭山  忍  様

ﾉﾉﾔﾏ  ｼﾉﾌﾞ

愛知県

5385 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

森下  智⽂文  様

ﾓﾘｼﾀ  ﾄﾓﾌﾐ

兵庫県

5386 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

今岡  秀樹  様

ｲﾏｵｶ  ﾋﾃﾞｷ

⼤大阪府

5387 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

杉崎  ⻯竜⼈人  様

ｽｷﾞｻｷ  ﾘｭｳﾄ

岐⾩阜県

AC  KANI  SICK  BOYS

5388 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

中⻄西  ⼀一郎郎  様

ﾅｶﾆｼ  ｲﾁﾛｳ

和歌⼭山県

Neurostars

5389 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

三⾕谷  彰宏  様

ﾐﾀﾆ  ｱｷﾋﾛ

滋賀県

5390 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

松尾  剛志  様

ﾏﾂｵ  ﾀｹｼ

⼤大阪府

TRAP

5391 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

浅⽥田  聡  様

ｱｻﾀﾞ  ｻﾄｼ

兵庫県

AVEL

5392 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

稲熊  峰夫  様

ｲﾅｸﾞﾏ  ﾀｶｵ

愛知県

5393 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

笠笠原  和⼈人  様

ｶｻﾊﾗ  ｶｽﾞﾄ

静岡県

桜台レーシングチーム

5394 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

鈴鈴⽊木  亮亮  様

ｽｽﾞｷ  ﾘｮｳ

静岡県

桜台レーシングチーム

5395 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

加藤  秀利利  様

ｶﾄｳ  ﾋﾃﾞﾄｼ

滋賀県

5396 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

可児  秀樹  様

ｶﾆ  ﾋﾃﾞｷ

京都府

5397 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

久野  邦明  様

ｸﾉ  ｸﾆｱｷ

愛知県

5398 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

今井  陽介  様

ｲﾏｲ  ﾖｳｽｹ

愛知県

5399 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

⼩小林林  靖  様

ｺﾊﾞﾔｼ  ﾔｽｼ

三重県

5400 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

⼩小野  暁広  様

ｵﾉ  ｱｷﾋﾛ

愛知県

チームイベリコ

いちよしＲＣ
Fun  Ride  Freak

ＫＯＮＳＩＮレーシング

種⽬目名

参加者

参加者（カナ）

都道府県

チーム名

5401 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

⼭山野  芳明  様

ﾔﾏﾉ  ﾖｼｱｷ

滋賀県

5402 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

桑原  浩司  様

ｸﾜﾊﾗ  ｺｳｼﾞ

岐⾩阜県

5403 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

中神  亮亮  様

ﾅｶｶﾞﾐ  ﾘｮｳ

愛知県

5404 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

武部  奨  様

ﾀｹﾍﾞ  ｽｽﾑ

⼤大阪府

チーム⻑⾧長⼤大

5405 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

鈴鈴⽊木  ⼀一彰  様

ｽｽﾞｷ  ｶｽﾞｱｷ

愛知県

KONSINレーシング

5406 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

⼩小嶋  智  様

ｺｼﾞﾏ  ｻﾄｼ

京都府

5407 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

⼠士野  充  様

ｼﾉ  ﾐﾂﾙ

岐⾩阜県

AC可児シックボーイズ

5408 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

⽚片岡  陽平  様

ｶﾀｵｶ  ﾖｳﾍｲ

京都府

京都市消防局

5409 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

⼩小原  慶治  様

ｵﾊﾞﾗ  ｹｲｼﾞ

愛知県

CyclingTeam  Ignition

5410 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

藤本  ⼤大裕  様

ﾌｼﾞﾓﾄ  ﾀﾞｲｽｹ

福井県

5411 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

向⼭山  信康  様

ﾑｺﾔﾏ  ﾉﾌﾞﾔｽ

兵庫県

5412 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

櫛櫛引  豪  様

ｸｼﾋﾞｷ  ﾀｹｼ

神奈奈川県

5413 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

⼤大⻄西  均  様

ｵｵﾆｼ  ﾋﾄｼ

滋賀県

⼭山猿MTBjapan

5414 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

久後  雅也  様

ｸｺﾞ  ﾏｻﾔ

愛知県

⽇日本ライフライン 　⾃自転⾞車車部

5415 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

児島  正⼈人  様

ｺｼﾞﾏ  ﾏｻﾄ

岐⾩阜県

5416 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

森⾕谷  裕司  様

ﾓﾘﾔ  ﾋﾛｼ

愛知県

5417 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

中原  誠⼀一郎郎  様

ﾅｶﾊﾗ  ｾｲｲﾁﾛｳ

和歌⼭山県

5418 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

古野  裕介  様

ﾌﾙﾉ  ﾕｳｽｹ

滋賀県

5419 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

鈴鈴⽊木  敬三  様

ｽｽﾞｷ  ｹｲｿﾞｳ

兵庫県

5420 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

洞洞井  直也  様

ﾎﾗｲ  ﾅｵﾔ

愛知県

5421 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

鈴鈴⽊木  昭夫  様

ｽｽﾞｷ  ｱｷｵ

愛知県

5422 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

宮前  浩⼰己  様

ﾐﾔﾏｴ  ﾋﾛｼ

愛知県

5423 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

⻄西野  順⼀一  様

ﾆｼﾉ  ｼﾞｭﾝｲﾁ

⼤大阪府

5424 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

⼭山⽥田  泰央  様

ﾔﾏﾀﾞ  ﾔｽﾋｻ

愛知県

5425 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

藤⾕谷  昌宏  様

ﾌｼﾞﾀﾆ  ﾏｻﾋﾛ

愛知県

5426 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

鈴鈴⽊木  雄⼀一  様

ｽｽﾞｷ  ﾕｳｲﾁ

愛知県

5427 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

⾦金金川  聡  様

ｶﾅｶﾞﾜ  ｻﾄｼ

京都府

5428 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

加藤  敦  様

ｶﾄｳ  ｱﾂｼ

⼤大阪府

5429 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

⽵竹内  真平  様

ﾀｹｳﾁ  ｼﾝﾍﾟｲ

三重県

GSK  VELO

5430 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

加藤  裕也  様

ｶﾄｳ  ﾋﾛﾔ

岐⾩阜県

GSK  VELO

5431 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

松⽥田  実  様

ﾏﾂﾀﾞ  ﾐﾉﾙ

愛知県

松⽥田実

5432 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

河村  涼⼀一  様

ｶﾜﾑﾗ  ﾘｮｳｲﾁ

滋賀県

5433 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

秦  ⼀一実稚  様

ﾊﾀ  ｶｽﾞﾐﾁ

兵庫県

5434 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

⽥田原  健司  様

ﾀﾊﾗ  ｹﾝｼﾞ

滋賀県

5435 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

村瀬  淳  様

ﾑﾗｾ  ｱﾂｼ

愛知県

5436 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

伊藤  ⼤大輔  様

ｲﾄｳ  ﾀﾞｲｽｹ

愛知県

5437 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

⼩小路路  剛広  様

ｼｮｳｼﾞ  ﾀｶﾋﾛ

東京都

Aerodivers

5438 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

⻘青⽊木  崇  様

ｱｵｷ  ﾀｶｼ

滋賀県

PROTO  racing

5439 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

⽊木村  弘嗣  様

ｷﾑﾗ  ﾋﾛﾂｸﾞ

⼤大阪府

七七七連東組

5440 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

安東  基統  様

ｱﾝﾄﾞｳ  ﾓﾄﾐﾁ

愛知県

KKS

5441 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

浜⽥田  守  様

ﾊﾏﾀﾞ  ﾏﾓﾙ

岐⾩阜県

teamM

5442 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

⿑齊⽊木  秀和  様

ｻｲｷ  ﾋﾃﾞｶｽﾞ

京都府

5443 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

⽴立立川  幸治  様

ﾀﾃｶﾜ  ｺｳｼﾞ

⼤大阪府

5444 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

中村  俊介  様

ﾅｶﾑﾗ  ｼｭﾝｽｹ

兵庫県

5445 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

⻘青⽊木  謙⼀一  様

ｱｵｷ  ｹﾝｲﾁ

⼤大阪府

5446 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

岡本  仁  様

ｵｶﾓﾄ  ﾋﾄｼ

滋賀県

5447 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

伊藤  昇平  様

ｲﾄｳ  ｼｮｳﾍｲ

奈奈良良県

5448 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

加藤  ⾏行行央  様

ｶﾄｳ  ﾕｷﾋﾛ

愛知県

5449 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

⾼高橋  寛  様

ﾀｶﾊｼ  ﾋﾛｼ

静岡県

5450 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

⼤大喜⽥田  和也  様

ｵｵｷﾀ  ｶｽﾞﾔ

⼤大阪府

シラサギサイクル

MEDIUS

Team 　スクアドラ

ムーンテイル
DENSO  RACING

幸治鍼灸整⾻骨院
コマツなＭＴＢ部 　ぶーー！！

サイクルマスター
team  all  ０

種⽬目名

参加者

参加者（カナ）

都道府県

チーム名

5451 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

加賀⾕谷  剛  様

ｶｶﾞﾀﾆ  ﾂﾖｼ

富⼭山県

c-‐‑‒adagio

5452 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

牧  友雄  様

ﾏｷ  ﾄﾓｵ

⼤大阪府

LOOKタオル

5453 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

⽊木曽  智崇  様

ｷｿ  ﾄﾓﾀｶ

愛知県

5454 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

川上  賢⼀一  様

ｶﾜｶﾐ  ｹﾝｲﾁ

兵庫県

kobe  rokko

5455 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

⽥田中  康之  様

ﾀﾅｶ  ﾔｽﾕｷ

滋賀県

⾕谷⼝口⼯工務店

5456 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

⻘青⼭山  祥平  様

ｱｵﾔﾏ  ｼｮｳﾍｲ

⼤大阪府

Route  480

5457 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

植⽥田  敦尋  様

ｳｴﾀﾞ  ｱﾂﾋﾛ

⼤大阪府

Team  JAD

5458 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

⼭山本  倫倫明  様

ﾔﾏﾓﾄ  ﾄﾓｱｷ

愛知県

5459 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

福井  英太  様

ﾌｸｲ  ｴｲﾀ

⼤大阪府

5460 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

太⽥田  浩⼀一郎郎  様

ｵｵﾀ  ｺｳｲﾁﾛｳ

愛知県

5461 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

⼭山  武史  様

ﾔﾏ  ﾀｹｼ

愛知県

5462 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

⻄西⼭山  健太郎郎  様

ﾆｼﾔﾏ  ｹﾝﾀﾛｳ

⼤大阪府

5463 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

井前  義彦  様

ｲﾏｴ  ﾖｼﾋｺ

⼤大阪府

5464 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

早瀬  由朗  様

ﾊﾔｾ  ﾖｼﾛ

福井県

5465 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

⾕谷川  常博  様

ﾀﾆｶﾜ  ﾂﾈﾋﾛ

岐⾩阜県

5466 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

永井  佳宏  様

ﾅｶﾞｲ  ﾖｼﾋﾛ

福井県

5467 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

⼭山崎  昌宣  様

ﾔﾏｻﾞｷ  ｱｷﾉﾘ

⼤大阪府

C-‐‑‒wasp

5468 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

榊原  延征  様

ｻｶｷﾊﾞﾗ  ﾉﾌﾞﾕｷ

京都府

きゅうべぇsports

5469 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

⽔水⾕谷  嘉宏  様

ﾐｽﾞﾀﾆ  ﾖｼﾋﾛ

愛知県

5470 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

中村  ⼤大輔  様

ﾅｶﾑﾗ  ﾀﾞｲｽｹ

富⼭山県

5471 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

⾼高畑  巡  様

ﾀｶﾊﾀ  ﾒｸﾞﾙ

静岡県

5472 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

⽇日⽐比野  卓哉  様

ﾋﾋﾞﾉ  ﾀｸﾔ

愛知県

エキサイクル

5473 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

阪  直純  様

ｻｶ  ﾅｵｽﾞﾐ

滋賀県

monocolle

5474 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

⽊木⼾戸  秀⾏行行  様

ｷﾄﾞ  ﾋﾃﾞﾕｷ

⼤大阪府

Cannondale⼼心斎橋

5475 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

前⽥田  修児  様

ﾏｴﾀﾞ  ｼｭｳｼﾞ

⼤大阪府

ぐるぐる

5476 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

宮下  泰彦  様

ﾐﾔｼﾀ  ﾔｽﾋｺ

⼤大阪府

ぐるぐる

5477 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

光成  ⻯竜志  様

ﾐﾂﾅﾘ  ﾀﾂｼ

京都府

5478 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

藤井  祐介  様

ﾌｼﾞｲ  ﾕｳｽｹ

神奈奈川県

オーバーリアクション

5479 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

向出  ⼤大介  様

ﾑｶｲﾃﾞ  ﾀﾞｲｽｹ

愛知県

向出  ⼤大介

5480 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

吉川  隆仁  様

ﾖｼｶﾜ  ﾀｶﾋﾄ

滋賀県

5481 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

坂本  幸⼆二  様

ｻｶﾓﾄ  ｺｳｼﾞ

愛知県

5482 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～39歳）

⼩小板橋  慶成  様

ｺｲﾀﾊﾞｼ  ﾖｼﾅﾘ

埼⽟玉県

1030 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～40歳）

今井  紳平  様

ｲﾏｲ  ｼﾝﾍﾟｲ

岐⾩阜県

⼭山中  光

ヤマナカアキラ

東京都

20002 【ROAD】５．男⼦子D（35歳〜～40歳）
合計 483

Rough  Roadies
チームぼてぽた

バルバクラブ 　トヤマ

種⽬目名

参加者

参加者（カナ）

都道府県

チーム名

6001 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

岡本  直樹  様

ｵｶﾓﾄ  ﾅｵｷ

⼤大阪府

Team  Sakatani

6002 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

伊藤  尚  様

ｲﾄｳ  ﾋｻｼ

京都府

チームご近所

6003 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

堀川  重樹  様

ﾎﾘｶﾜ  ｼｹﾞｷ

⼤大阪府

6004 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

⾕谷⼝口  弘和  様

ﾀﾆｸﾞﾁ  ﾋﾛｶｽﾞ

滋賀県

⽊木の家専⾨門店⾕谷⼝口⼯工務店

6005 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

⼭山⽥田  哲⽣生  様

ﾔﾏﾀﾞ  ﾃﾂｵ

⼤大阪府

Jロード倶楽部

6006 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

三輪輪  圭吾  様

ﾐﾜ  ｹｲｺﾞ

岐⾩阜県

6007 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

河原  徳  様

ｶﾜﾊﾗ  ﾒｸﾞﾑ

奈奈良良県

Ｔｅａｍ  Ｓａｋａｔａｎｉ

6008 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

橋本  耕太朗  様

ﾊｼﾓﾄ  ｺｳﾀﾛｳ

⼤大阪府

Team  Sakatani

6009 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

久保  哲哉  様

ｸﾎﾞ  ﾃﾂﾔ

滋賀県

⾕谷⼝口⼯工務店

6010 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

⼭山本  勝也  様

ﾔﾏﾓﾄ  ｶﾂﾔ

⼤大阪府

ステラシルベスト

6011 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

川⼿手  啓司  様

ｶﾜﾃ  ﾋﾛｼ

愛知県

⼀一番★星

6012 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

池⽥田  英治  様

ｲｹﾀﾞ  ｴｲｼﾞ

京都府

6013 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

⼭山本  吉⼈人  様

ﾔﾏﾓﾄ  ﾖｼﾄ

⼤大阪府

Team  Speed

6014 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

⾼高橋  信雄  様

ﾀｶﾊｼ  ﾉﾌﾞｵ

兵庫県

パリべローチ

6015 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

池⽥田  康夫  様

ｲｹﾀﾞ  ﾔｽｵ

⼤大阪府

Ｔｅａｍ 　Ｓａｋａｔａｎｉ

6016 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

岡本  浩周  様

ｵｶﾓﾄ  ﾋﾛﾅﾘ

愛知県

6017 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

⾼高橋  栄司  様

ﾀｶﾊｼ  ｴｲｼﾞ

滋賀県

6018 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

⽇日⽐比野  晋⼆二郎郎  様

ﾋﾋﾞﾉ  ｼﾝｼﾞﾛｳ

東京都

6019 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

⼤大澤  悟  様

ｵｵｻﾜ  ｻﾄﾙ

愛知県

6020 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

⼭山本  貴仁  様

ﾔﾏﾓﾄ  ﾀｶﾋﾄ

愛知県

6021 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

佐藤  晶  様

ｻﾄｳ  ｱｷﾗ

三重県

6022 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

⼤大⽯石  ⽂文彦  様

ｵｵｲｼ  ﾌﾐﾋｺ

京都府

6023 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

上野  達哉  様

ｳｴﾉ  ﾀﾂﾔ

兵庫県

6024 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

森⾕谷  忠司  様

ﾓﾘﾔ  ﾀﾀﾞｼ

⼤大阪府

エキップリオン

6025 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

村⼭山  司  様

ﾑﾗﾔﾏ  ﾂｶｻ

奈奈良良県

チームきゃうちゃん

6026 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

中⻄西  良良之  様

ﾅｶﾆｼ  ﾖｼﾕｷ

⼤大阪府

6027 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

渕脇  賢  様

ﾌﾁﾜｷ  ｹﾝ

滋賀県

6028 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

菱菱⽥田  敏⼀一  様

ﾋｼﾀﾞ  ﾄｼｶｽﾞ

滋賀県

6029 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

河野  暢  様

ｺｳﾉ  ﾐﾂﾙ

⼤大阪府

6030 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

森下  博喜  様

ﾓﾘｼﾀ  ﾋﾛｷ

愛知県

カミハギAC

6031 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

嶋津  将⼈人  様

ｼﾏﾂﾞ  ﾏｻﾄ

愛知県

we  wilier

6032 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

⼭山賀  春信  様

ﾔﾏｶﾞ  ﾊﾙﾉﾌﾞ

岐⾩阜県

6033 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

古川  昭浩  様

ﾌﾙｶﾜ  ｱｷﾋﾛ

愛知県

リップル

6034 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

渕⽥田  泰⼠士  様

ﾌﾁﾀ  ﾀｲｼ

滋賀県

TEAMバッカス

6035 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

渡辺  康司  様

ﾜﾀﾅﾍﾞ  ｺｳｼﾞ

岐⾩阜県

フットワークRC

6036 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

内⽥田  伸⼀一  様

ｳﾁﾀﾞ  ｼﾝｲﾁ

⼤大阪府

6037 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

茶茶野  忠幸  様

ﾁｬﾉ  ﾀﾀﾞﾕｷ

愛知県

6038 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

鍋⼭山  聡  様

ﾅﾍﾞﾔﾏ  ｻﾄｼ

⼤大阪府

6040 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

沢⽥田  昭夫  様

ｻﾜﾀﾞ  ｱｷｵ

愛知県

ピースアイランド

6041 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

⽥田中  洋  様

ﾀﾅｶ  ﾋﾛｼ

⼤大阪府

チーム機材室

6042 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

仮屋園  成伸  様

ｶﾘﾔｿﾞﾉ  ｼｹﾞﾉﾌﾞ

滋賀県

ストラーダレーシング

6043 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

久保  仁  様

ｸﾎﾞ  ﾋﾄｼ

京都府

京都ＡＲＵ

6044 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

柚⽊木  敏郎郎  様

ﾕﾉｷ  ﾄｼﾛｳ

⽯石川県

6045 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

林林  義博  様

ﾊﾔｼ  ﾖｼﾋﾛ

愛知県

6046 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

藤⽥田  誠⼠士  様

ﾌｼﾞﾀ  ｾｲｼﾞ

滋賀県

6047 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

⼭山本  淳⼆二  様

ﾔﾏﾓﾄ  ｼﾞｭﾝｼﾞ

⼤大阪府

team  nekochan's

6048 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

岩井  正⾏行行  様

ｲﾜｲ  ﾏｻﾕｷ

奈奈良良県

若若草⼭山茶茶会

6049 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

南  真⼀一  様

ﾐﾅﾐ  ｼﾝｲﾁ

⼤大阪府

6050 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

⼩小松  ⼤大祐  様

ｺﾏﾂ  ﾀﾞｲｽｹ

三重県

TAK彦根

ストラーダレーシング

⿊黒花

ME-‐‑‒TURBO

種⽬目名

参加者

参加者（カナ）

都道府県

チーム名

6051 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

⼭山下  隆浩  様

ﾔﾏｼﾀ  ﾀｶﾋﾛ

三重県

ME-‐‑‒TURBO

6052 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

⾼高丸  禎浩  禎浩  様

ﾀｶﾏﾙ  ﾖｼﾋﾛ

⼤大阪府

Team-‐‑‒RSO  Racing

6053 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

⼩小笠笠原  徹  様

ｵｶﾞｻﾜﾗ  ﾄｵﾙ

愛知県

6054 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

元栄  実  様

ﾓﾄｴ  ﾐﾉﾙ

愛知県

6055 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

⻄西村  光明  様

ﾆｼﾑﾗ  ﾐﾂｱｷ

岐⾩阜県

6056 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

荒川  秀司  様

ｱﾗｶﾜ  ｼｭｳｼﾞ

⼭山⼝口県

ＨＩＤＥＯ 　ＭＡＸ 　ＨＥＲＡＴ

6057 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

柳柳井  博之  様

ﾔﾅｲ  ﾋﾛﾕｷ

愛知県

Team  Allegrissimo

6058 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

堀⽥田  隆則  様

ﾎｯﾀ  ﾀｶﾉﾘ

愛知県

6059 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

⽵竹⽥田  秀樹  様

ﾀｹﾀﾞ  ﾋﾃﾞｷ

富⼭山県

6060 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

⽩白⽯石  利利男  様

ｼﾗｲｼ  ﾄｼｵ

⼤大阪府

6061 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

中嶋  真樹  様

ﾅｶｼﾞﾏ  ﾏｻｷ

福井県

たけだ友の会

6062 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

安斎  裕幸  様

ｱﾝｻﾞｲ  ﾋﾛﾕｷ

東京都

境湘レーシング

6063 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

⼩小笠笠原  将⼈人  様

ｵｶﾞｻﾜﾗ  ﾏｻﾄ

京都府

のろのろ団

6064 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

浅井  保幸  様

ｱｻｲ  ﾔｽﾕｷ

愛知県

スピリタスレーシング

6065 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

⼭山⼝口  博司  様

ﾔﾏｸﾞﾁ  ﾋﾛｼ

滋賀県

トーチャンズ

6066 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

⿊黒岡  正⺒巳  様

ｸﾛｵｶ  ﾏｻﾐ

三重県

VIGOROUS

6067 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

⽵竹嶋  由樹  様

ﾀｹｼﾏ  ﾖｼｷ

愛知県

⼤大⽇日本ペダリング

6068 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

⼭山⼝口  歩  様

ﾔﾏｸﾞﾁ  ｱﾕﾐ

⼤大阪府

Tifare

6069 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

三明  和⾏行行  様

ﾐｱｹ  ｶｽﾞﾕｷ

⼤大阪府

6070 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

春⽇日  ⼆二三夫  様

ｶｽｶﾞ  ﾌﾐｵ

滋賀県

チーム⾚赤野井

6071 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

川村  哲司  様

ｶﾜﾑﾗ  ﾃﾂｼﾞ

滋賀県

チーム⾚赤野井

6072 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

辻村  ⼤大造  様

ﾂｼﾞﾑﾗ  ﾀﾞｲｿﾞｳ

滋賀県

T.A.K彦根

6073 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

横井川  哲  様

ﾖｺｲｶﾞﾜ  ｻﾄｼ

滋賀県

6074 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

⽥田村  正  様

ﾀﾑﾗ  ﾀﾀﾞｼ

⼤大阪府

6075 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

押⾕谷  浩之  様

ｵｼﾀﾆ  ﾋﾛﾕｷ

滋賀県

6076 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

⽮矢⽥田  正博  様

ﾔﾀ  ﾏｻﾋﾛ

兵庫県

ヴェントス

6077 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

丹丹⽻羽  実  様

ﾆﾜ  ﾐﾉﾙ

愛知県

ATC（愛知ツーリングクラブ）

6078 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

⼤大家  直樹  様

ｵｵﾔ  ﾅｵｷ

和歌⼭山県

サンレモ

6079 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

冨⽥田  剛  様

ﾄﾐﾀ  ﾂﾖｼ

岐⾩阜県

⼤大垣CSC

6080 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

⽊木村  和裕  様

ｷﾑﾗ  ｶｽﾞﾋﾛ

愛知県

カミハギ

6081 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

市川  豊  様

ｲﾁｶﾜ  ﾕﾀｶ

滋賀県

6082 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

加藤  剛也  様

ｶﾄｳ  ﾖｼﾔ

愛知県

6083 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

川⼜又  敏之  様

ｶﾜﾏﾀ  ﾄｼﾕｷ

東京都

6084 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

溝⼝口  修央  様

ﾐｿﾞｸﾞﾁ  ﾉﾌﾞｵ

岐⾩阜県

6085 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

景⼭山  操  様

ｶｹﾞﾔﾏ  ﾐｻｵ

岐⾩阜県

6086 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

新居  志信  様

ﾆｲ  ﾕｷﾉﾌﾞ

岡⼭山県

6087 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

宇野  真澄  様

ｳﾉ  ﾏｽﾐ

愛知県

6088 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

多賀  敏⾏行行  様

ﾀｶﾞ  ﾄｼﾕｷ

岐⾩阜県

6089 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

川村  哲也  様

ｶﾜﾑﾗ  ﾃﾂﾔ

岐⾩阜県

footworkRC

6090 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

森本  英亮亮  様

ﾓﾘﾓﾄ  ﾋﾃﾞｱｷ

⼤大阪府

サイドワインダーズ

6091 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

⼭山本  祐司  様

ﾔﾏﾓﾄ  ﾕｳｼﾞ

岐⾩阜県

KAMIHAGI

6092 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

吉川  知延  様

ﾖｼｶﾜ  ﾄﾓﾉﾌﾞ

⼤大阪府

6093 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

佐脇  元  様

ｻﾜｷ  ﾊｼﾞﾒ

愛知県

6094 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

五藤  昌利利  様

ｺﾞﾄｳ  ﾏｻﾄｼ

愛知県

6095 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

⾜足⽴立立  英之  様

ｱﾀﾞﾁ  ﾋﾃﾞﾕｷ

愛知県

6096 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

平野  聡之  様

ﾋﾗﾉ  ﾄｼﾕｷ

⼤大阪府

Ｔeam  Bandits

6097 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

⽮矢野  恭伸  様

ﾔﾉ  ﾔｽﾉﾌﾞ

⼤大阪府

暗峠に登る会

6098 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

井上  潔  様

ｲﾉｳｴ  ｷﾖｼ

愛知県

コズモレンジャーJ9

6099 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

⼤大井  琢磨  様

ｵｵｲ  ﾀｸﾏ

愛知県

無所属

6100 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

⼤大塚  直⼈人  様

ｵｵﾂｶ  ﾅｵﾄ

愛知県

Ｔ-‐‑‒ＷＯＲＫＳ

Team  Green  Road

Team  DADDY
Team  Daddy
チームWave

種⽬目名

参加者

参加者（カナ）

都道府県

チーム名

6101 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

藤村  知也  様

ﾌｼﾞﾑﾗ  ﾄﾓﾔ

福井県

6102 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

中塚  直樹  様

ﾅｶﾂｶ  ﾅｵｷ

兵庫県

6103 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

丸岡  ⽵竹志  様

ﾏﾙｵｶ  ﾀｹｼ

愛知県

6104 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

⼩小嶋  浜郎郎  様

ｺｼﾞﾏ  ﾊﾏｵ

愛知県

6105 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

畠中  英樹  様

ﾊﾀｹﾅｶ  ﾋﾃﾞｷ

⼤大阪府

Team-‐‑‒RSO  Racing

6106 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

森⼭山  修  様

ﾓﾘﾔﾏ  ｵｻﾑ

京都府

井ノ⼝口畳店と⼤大原朝市R&C

6107 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

岡⽥田  ⼀一夫  様

ｵｶﾀﾞ  ｶｽﾞｵ

愛知県

6108 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

⼭山本  裕丈  様

ﾔﾏﾓﾄ  ﾋﾛﾀｹ

愛知県

6109 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

⾕谷⼝口  裕紀  様

ﾀﾆｸﾞﾁ  ﾔｽﾉﾘ

⼤大阪府

チームGTH

6110 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

古⼭山  篤  様

ﾌﾙﾔﾏ  ｱﾂｼ

⼤大阪府

チームGTH

6111 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

中井  義昭  様

ﾅｶｲ  ﾖｼｱｷ

京都府

Team  Poppo

6112 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

⼩小⽥田  康史  様

ｵﾀﾞ  ﾔｽｼ

⼤大阪府

6113 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

江藤  洋⼀一朗  様

ｴﾄｳ  ﾖｳｲﾁﾛｳ

⼤大阪府

6114 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

桧⼭山  永好  様

ﾋﾉｷﾔﾏ  ﾅｶﾞﾖｼ

滋賀県

6115 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

⽯石井  裕⽂文  様

ｲｼｲ  ﾋﾛﾌﾐ

兵庫県

BJC 　なんどいや〜～

6116 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

⻑⾧長屋  秀樹  様

ﾅｶﾞﾔ  ﾋﾃﾞｷ

奈奈良良県

EURO-‐‑‒WORKS  Racing

6117 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

⼤大内  俊尚  様

ｵｵｳﾁ  ﾄｼﾋｻ

滋賀県

6118 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

⽶米⼭山  徹  様

ﾖﾈﾔﾏ  ﾄｵﾙ

愛知県

屁こき⾍虫

6119 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

⿃鳥居  弘靖  様

ﾄﾘｲ  ﾋﾛﾔｽ

愛知県

屁こき⾍虫

6120 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

⻘青砥  英明  様

ｱｵﾄ  ﾋﾃﾞｱｷ

愛知県

チーム・サイボーグ

6121 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

脇本  昌治  様

ﾜｷﾓﾄ  ﾏｻﾊﾙ

兵庫県

Brokenkids

6122 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

⽴立立花  明博  様

ﾀﾁﾊﾞﾅ  ｱｷﾋﾛ

⼤大阪府

TEAM  HIRO×HIRO

6123 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

⼩小⽥田  秀明  様

ｵﾀﾞ  ﾋﾃﾞｱｷ

⼤大阪府

北北摂すからと〜～れ

6124 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

⽊木野  幸治  様

ｷﾉ  ｺｳｼﾞ

神奈奈川県

6125 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

桑野  雅利利  様

ｸﾜﾉ  ﾏｻﾄｼ

静岡県

チーム粟レンジャー

6126 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

能勢  弘樹  様

ﾉｾ  ﾋﾛｷ

⼤大阪府

⽠瓜⽣生サイクリング部

6127 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

森  伴樹  様

ﾓﾘ  ﾄﾓｷ

愛知県

M.zeroried

6128 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

⽯石原  祥量量  様

ｲｼﾊﾗ  ﾖｼｶｽﾞ

徳島県

MNC

6129 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

須藤  崇広  様

ｽﾄｳ  ﾀｶﾋﾛ

愛知県

⼀一番★星

6130 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

中村  善宏  様

ﾅｶﾑﾗ  ﾖｼﾋﾛ

京都府

たからくじ同好会

6131 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

配川  知之  様

ﾊｲｶﾜ  ﾄﾓﾕｷ

滋賀県

ダイキンレーシング

6132 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

芳賀  正宜  様

ﾊｶﾞ  ﾏｻﾖｼ

愛知県

6133 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

室⽥田  邦博  様

ﾑﾛﾀ  ｸﾆﾋﾛ

⼤大阪府

6134 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

増⽥田  浩⼆二  様

ﾏｽﾀﾞ  ｺｳｼﾞ

⼤大阪府

6135 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

今岡  裕之  様

ｲﾏｵｶ  ﾋﾛｼ

兵庫県

6136 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

中⾕谷  健⼀一  様

ﾅｶﾀﾆ  ｹﾝｲﾁ

⼤大阪府

6137 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

⼤大津  克⺒巳  様

ｵｵﾂ  ｶﾂﾐ

三重県

6138 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

⼩小⾕谷  和久  様

ｵﾀﾞﾆ  ｶｽﾞﾋｻ

滋賀県

6139 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

武藤  伸太  様

ﾑﾄｳ  ｼﾝﾀ

兵庫県

6140 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

⼤大沼  英⼈人  様

ｵｵﾇﾏ  ﾋﾃﾞﾄ

三重県

6141 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

⼤大町  雅彦  様

ｵｵﾏﾁ  ﾏｻﾋｺ

滋賀県

6142 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

武内  昇⼀一  様

ﾀｹｳﾁ  ｼｮｳｲﾁ

神奈奈川県

6143 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

⽶米良良  建⼆二  様

ﾒﾗ  ｹﾝｼﾞ

滋賀県

6144 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

⿊黒⽥田  ⼀一⾂臣  様

ｸﾛﾀﾞ  ｶｽﾞﾄﾐ

滋賀県

6145 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

中村  欣継  様

ﾅｶﾑﾗ  ﾖｼﾋﾃﾞ

愛知県

坂道⾃自転⾞車車通勤隊

6146 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

⼤大⻄西  哲也  様

ｵｵﾆｼ  ﾃﾂﾔ

滋賀県

Teamはえみ

6147 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

三島  孝博  様

ﾐｼﾏ  ﾀｶﾋﾛ

愛知県

TCC-‐‑‒SPEED

6148 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

加藤  ⼀一夫  様

ｶﾄｳ  ｶｽﾞｵ

岐⾩阜県

6149 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

浅野  肇  様

ｱｻﾉ  ﾊｼﾞﾒ

岐⾩阜県

MINOURA⼤大垣レーシング

6150 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

不不破  幸⼀一  様

ﾌﾜ  ｺｳｲﾁ

岐⾩阜県

バン⾃自動⾞車車（株）若若者会

ヴェントス

CSK  RacingClub

リブロング神⼾戸
チームサイクルロード８
尾浜重機

種⽬目名

参加者

参加者（カナ）

都道府県

チーム名

6151 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

中瀬  浩⼆二  様

ﾅｶｾ  ｺｳｼﾞ

三重県

JSRメビウス

6152 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

橋本  典久  様

ﾊｼﾓﾄ  ﾉﾘﾋｻ

⼤大阪府

KIZUNA  cyclingteam

6153 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

⾕谷  直樹  様

ﾀﾆ  ﾅｵｷ

岐⾩阜県

6154 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

伊藤  正成  様

ｲﾄｳ  ﾏｻｼｹﾞ

岐⾩阜県

6155 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

伊藤  裕之  様

ｲﾄｳ  ﾋﾛﾕｷ

愛知県

6156 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

三浦  尚樹  様

ﾐｳﾗ  ﾅｵｷ

滋賀県

6157 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

村上  浩司  様

ﾑﾗｶﾐ  ｺｳｼﾞ

京都府

きゃのんぼ

6158 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

清岡  ⼀一⼈人  様

ｷﾖｵｶ  ｶｽﾞﾄ

京都府

1-‐‑‒jyo  アルチメイトファクトリー京都

6159 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

⼭山越  伸⾏行行  様

ﾔﾏｺｼ  ﾉﾌﾞﾕｷ

三重県

6160 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

⼭山⽥田  健爾  様

ﾔﾏﾀﾞ  ｹﾝｼﾞ

愛知県

6161 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

堀川  昌弘  様

ﾎﾘｶﾜ  ﾏｻﾋﾛ

⼤大阪府

アトミック出前迅速

6162 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

⼭山本  琢也  様

ﾔﾏﾓﾄ  ﾀｸﾔ

兵庫県

teamヴェルジェ

6163 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

⾚赤松  潤⼀一  様

ｱｶﾏﾂ  ｼﾞｭﾝｲﾁ

兵庫県

power  pack

6164 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

⻄西尾  弘康  様

ﾆｼｵ  ﾋﾛﾔｽ

奈奈良良県

若若草⼭山茶茶会

6165 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

間村  勝  様

ﾏﾑﾗ  ﾏｻﾙ

岐⾩阜県

6166 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

中村  充輝  様

ﾅｶﾑﾗ  ﾐﾂﾃﾙ

愛知県

中村充輝

6167 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

⼩小松  雅彦  様

ｺﾏﾂ  ﾏｻﾋｺ

⼤大阪府

チームメタミント

6168 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

服部  将登  様

ﾊｯﾄﾘ  ﾏｻﾉﾘ

岐⾩阜県

6169 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

清⽔水  俊⾏行行  様

ｼﾐｽﾞ  ﾄｼﾕｷ

京都府

over  take  racing

6170 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

⽯石⽥田  勝彦  様

ｲｼﾀﾞ  ｶﾂﾋｺ

静岡県

ＥＲＩ

6171 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

押⾕谷  修  様

ｵｼﾀﾆ  ｵｻﾑ

滋賀県

ストラーダレーシング

6172 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

伊藤  秀樹  様

ｲﾄｳ  ﾋﾃﾞｷ

愛知県

6173 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

⽊木村  隆司  様

ｷﾑﾗ  ﾘｭｳｼﾞ

愛知県

6174 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

岩本  誠  様

ｲﾜﾓﾄ  ﾏｺﾄ

福井県

ＲＯＣＫ  ＢＯＯＫ  ＲＡＣＩＮＧ

6175 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

奥村  亮亮彦  様

ｵｸﾑﾗ  ｱｸﾋｺ

滋賀県

トーチャンズ

6176 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

瀧⼭山  正樹  様

ﾀｷﾔﾏ  ﾏｻｷ

⼤大阪府

チームポテンシャル

6177 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

⼭山下  聡  様

ﾔﾏｼﾀ  ｻﾄｼ

滋賀県

6178 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

松本  修  様

ﾏﾂﾓﾄ  ｵｻﾑ

岐⾩阜県

6179 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

林林  博⾏行行  様

ﾊﾔｼ  ﾋﾛﾕｷ

⿃鳥取県

6180 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

妹尾  典啓  様

ｾﾉｵ  ﾖｼﾋﾛ

愛知県

6181 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

⼋八⽥田  準⼀一郎郎  様

ﾊｯﾀ  ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ

滋賀県

6182 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

澤⼝口  弘  様

ｻﾜｸﾞﾁ  ﾋﾛｼ

岐⾩阜県

6183 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

⾼高橋  秀直  様

ﾀｶﾊｼ  ﾋﾃﾞﾅｵ

愛知県

6184 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

藤吉  晃⼠士朗  様

ﾌｼﾞﾖｼ  ｺｳｼﾛｳ

⿃鳥取県

Team  Nils

6185 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

寺井  伸⼆二  様

ﾃﾗｲ  ｼﾝｼﾞ

愛知県

スマイルロード

6186 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

⼊入⼭山  ⼀一也  様

ｲﾘﾔﾏ  ｶｽﾞﾔ

愛知県

Choco.

6187 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

舘  栄太郎郎  様

ﾀﾁ  ｴｲﾀﾛｳ

三重県

The  BREAKER'S

6188 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

深津  ⾼高弘  様

ﾌｶﾂ  ﾀｶﾋﾛ

愛知県

まるいち＆安城市役所

6189 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

佐野  敦史  様

ｻﾉ  ｱﾂｼ

三重県

TEAM-‐‑‒NISHIKAWA

6190 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

辻  康成  様

ﾂｼﾞ  ﾔｽﾅﾘ

兵庫県

NRS

6191 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

⼩小林林  紀明  様

ｺﾊﾞﾔｼ  ﾉﾘｱｷ

京都府

京都きづ川サイクリングチーム

6192 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

⼭山本  諭  様

ﾔﾏﾓﾄ  ｻﾄｼ

愛知県

SKR

6193 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

松島  誠⼀一  様

ﾏﾂｼﾏ  ｾｲｲﾁ

愛知県

6194 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

多賀  良良成  様

ﾀｶﾞ  ﾖｼﾅﾘ

滋賀県

6195 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

宮本  隆⽂文  様

ﾐﾔﾓﾄ  ﾀｶﾌﾐ

三重県

6196 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

安⽥田  誠治  様

ﾔｽﾀﾞ  ｾｲｼﾞ

愛知県

6197 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

⽶米⽥田  満  様

ﾖﾈﾀﾞ  ﾐﾂﾙ

⼤大阪府

sakatani

6198 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

伊藤  睦  様

ｲﾄｳ  ｱﾂｼ

京都府

⼤大原朝市R&Cの団栗栗団

6199 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

丹丹⽻羽  和也  様

ﾆﾜ  ｶｽﾞﾔ

京都府

⼤大原朝市RC  / 　CTN 　KYOTO

6200 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

⽊木幡  潤  様

ｺﾊﾀ  ｼﾞｭﾝ

兵庫県

cbb

よもぎレーシング

shoLow's
トーチャンズ

⾃自転⾞車車のウエサカ 　（ピストンズ）

種⽬目名

参加者

参加者（カナ）

都道府県

チーム名

6201 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

三股  弘明  様

ﾐﾏﾀ  ﾋﾛｱｷ

京都府

6202 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

尾関  春彦  様

ｵｾﾞｷ  ﾊﾙﾋｺ

愛知県

6203 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

加藤  安⾏行行  様

ｶﾄｳ  ﾔｽﾕｷ

愛知県

6204 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

福⾕谷  知之  様

ﾌｸﾀﾆ  ﾄﾓﾕｷ

愛知県

ヘトヘトクラブ

6205 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

森下  義博  様

ﾓﾘｼﾀ  ﾖｼﾋﾛ

愛知県

M-‐‑‒blood

6206 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

⽥田中  紀尋  様

ﾀﾅｶ  ﾄｼﾋﾛ

⼤大阪府

6207 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

正福寺  孫広  様

ｼｮｳﾌｸｼﾞ  ﾏｺﾞﾋﾛ

愛知県

6208 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

佐々⽊木  善満  様

ｻｻｷ  ﾖｼﾐﾂ

京都府

6209 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

⼤大坪  真⼈人  様

ｵｵﾂﾎﾞ  ﾏｻﾄ

兵庫県

6210 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

桑島  隆之  様

ｸﾜｼﾏ  ﾀｶﾕｷ

愛知県

6211 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

⽔水⾕谷  重典  様

ﾐｽﾞﾀﾆ  ｼｹﾞﾉﾘ

愛知県

6212 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

的場  勝仁  様

ﾏﾄﾊﾞ  ｶﾂﾋﾄ

愛知県

TCC-‐‑‒SPEED

6213 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

広津  幸⼀一郎郎  様

ﾋﾛﾂ  ｺｳｲﾁﾛｳ

滋賀県

FUKADAまじりんぐ

6214 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

⾼高橋  公也  様

ﾀｶﾊｼ  ｷﾐﾔ

福井県

チームOSU－９１

6215 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

河部  ⻑⾧長志  様

ｶﾜﾍﾞ  ﾀｹｼ

⼤大阪府

6216 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

神  裕幸  様

ｼﾞﾝ  ﾋﾛﾕｷ

愛知県

6217 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

井⽥田  栄司  様

ｲﾀﾞ  ｴｲｼﾞ

三重県

6218 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

磯⽥田 　  基治  様

ｲｿﾀﾞ  ﾓﾄﾊﾙ

⼤大阪府

6219 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

横⼭山  和貴  様

ﾖｺﾔﾏ  ｶｽﾞﾀｶ

滋賀県

京セラメディカルバイシクルクラブ

6220 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

堀内  宏造  様

ﾎﾘｳﾁ  ｺｳｿﾞｳ

⼤大阪府

⼭山岳会

6221 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

植⽥田  雅樹  様

ｳｴﾀﾞ  ﾏｻｷ

愛知県

6222 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

森下  晃次  様

ﾓﾘｼﾀ  ｺｳｼﾞ

愛知県

6223 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

⻄西澤  永晃  様

ﾆｼｻﾞﾜ  ﾋｻﾃﾙ

⽯石川県

6224 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

⼭山⼝口  隆弘  様

ﾔﾏｸﾞﾁ  ﾀｶﾋﾛ

滋賀県

6225 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

宮崎  守成  様

ﾐﾔｻｷ  ﾓﾘﾐﾁ

京都府

6226 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

⼭山川  健  様

ﾔﾏｶﾜ  ﾀｹｼ

神奈奈川県

6227 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

本間  宗⼀一  様

ﾎﾝﾏ  ｿｳｲﾁ

愛知県

6228 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

河辺  浩幸  様

ｶﾜﾍﾞ  ﾋﾛﾕｷ

愛知県

6229 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

鈴鈴⽊木  慎⼆二  様

ｽｽﾞｷ  ｼﾝｼﾞ

静岡県

6230 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

梶⾕谷  和弘  様

ｶｼﾞﾀﾆ  ｶｽﾞﾋﾛ

奈奈良良県

6231 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

⽥田辺  賢⼀一  様

ﾀﾅﾍﾞ  ｹﾝｲﾁ

⼤大阪府

6232 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

渡邊  直武  様

ﾜﾀﾅﾍﾞ  ﾅｵﾀｹ

福井県

フクビ化学サイクリング同好会

6233 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

槇枝  卓也  様

ﾏｷｴﾀﾞ  ﾀｸﾔ

兵庫県

つゆまき

6234 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

寺本  敦⼤大  様

ﾃﾗﾓﾄ  ｱﾂﾋﾛ

京都府

CSY

6235 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

北北岡  主成  様

ｷﾀｵｶ  ﾄﾓﾅﾘ

三重県

ＳＡＫＡＩ★ＲＡＣＩＮＧ

6236 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

⻄西川  剛  様

ﾆｼｶﾜ  ﾂﾖｼ

京都府

6237 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

川村  勝久  様

ｶﾜﾑﾗ  ｶﾂﾋｻ

⼤大阪府

つうばいつうR

6238 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

⼤大⻄西  昇  様

ｵｵﾆｼ  ﾉﾎﾞﾙ

兵庫県

back  lane

6239 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

吉井  寛貴  様

ﾖｼｲ  ﾋﾛｷ

滋賀県

6240 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

⽇日下部  ⼤大祐  様

ｸｻｶﾍﾞ  ﾀﾞｲｽｹ

岐⾩阜県

6241 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

清⽔水  敏雄  様

ｼﾐｽﾞ  ﾄｼｵ

愛知県

6242 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

辻  英資  様

ﾂｼﾞ  ﾋﾃﾞｼ

京都府

ポッポ

6243 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

渡瀬  智⼰己  様

ﾜﾀｾ  ﾄﾓｷ

⼤大阪府

DRCC

6244 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

船橋  勇  様

ﾌﾅﾊｼ  ｲｻﾑ

⼤大阪府

DRCC

6245 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

奥⽥田  英明  様

ｵｸﾀﾞ  ﾋﾃﾞｱｷ

⼤大阪府

TEAM  BREEZE

6246 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

東  ⾥里里久  様

ﾋｶﾞｼ  ｻﾄﾋｻ

奈奈良良県

まほロバＲＣ

6247 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

岡本  邦裕  様

ｵｶﾓﾄ  ｸﾆﾋﾛ

⼤大阪府

6248 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

澤⽊木  啓祐  様

ｻﾜｷ  ｹｲｽｹ

愛知県

6249 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

坂本  秀規  様

ｻｶﾓﾄ  ﾋﾃﾞｷ

奈奈良良県

6250 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

⼭山内  康徳  様

ﾔﾏｳﾁ  ﾔｽﾉﾘ

愛知県

ぴっとレーシング

B-‐‑‒HEARTS

Rabbit  Street  江坂店

メイドさん学科⾃自転⾞車車部
いきばたレーシング

種⽬目名

参加者

参加者（カナ）

都道府県

チーム名

6251 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

樋⼝口  聖⼀一  様

ﾋｸﾞﾁ  ｾｲｲﾁ

愛知県

いきばたレーシング

6252 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

中屋敷  薫  様

ﾅｶﾔｼｷ  ｶｵﾙ

和歌⼭山県

Team  Sakatani

6253 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

本⼭山  英樹  様

ﾓﾄﾔﾏ  ﾋﾃﾞｷ

⼤大阪府

チームバンディッツ

6254 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

沖本  達也  様

ｵｷﾓﾄ  ﾀﾂﾔ

兵庫県

yayac

6255 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

松井  勧和  様

ﾏﾂｲ  ﾕｷｶｽﾞ

滋賀県

6256 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

⻘青⼭山  研  様

ｱｵﾔﾏ  ｹﾝ

愛知県

にゃほいだホイ！

6257 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

松⽥田  弘樹  様

ﾏﾂﾀﾞ  ﾋﾛｷ

愛知県

イマーノ

6258 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

⾕谷⼝口  晃司  様

ﾀﾆｸﾞﾁ  ｺｳｼﾞ

⼤大阪府

sunzoku

6259 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

⼩小川原  昌樹  様

ｵｶﾞﾜﾗ  ﾏｻｷ

愛知県

オガワラ

6260 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

⾹香⽉月  眞⼀一  様

ｶﾂｷ  ｼﾝｲﾁ

岐⾩阜県

Team  Daddy

6261 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

飯⽥田  研  様

ｲｲﾀﾞ  ﾐｶﾞｸ

京都府

サイボーグ009

6262 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

川⼝口  卓⼰己  様

ｶﾜｸﾞﾁ  ﾀｸﾐ

愛知県

⼀一番星

6263 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

東  孝次  様

ｱｽﾞﾏ  ﾀｶｼ

奈奈良良県

EURO-‐‑‒WORKS  Racing

6264 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

東  道裕  様

ﾋｶﾞｼ  ﾐﾁﾋﾛ

奈奈良良県

まほロバＲＣ

6265 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

岩⽥田  和也  様

ｲﾜﾀ  ｶｽﾞﾔ

愛知県

レブハフトレーシング

6266 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

⼩小笠笠原  順也  様

ｵｶﾞｻﾜﾗ  ｼﾞｭﾝﾔ

⼤大阪府

6267 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

橋⽖爪  昭博  様

ﾊｼﾂﾞﾒ  ｱｷﾋﾛ

⼤大阪府

サカタニ

6268 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

尾崎  雅⼀一  様

ｵｻﾞｷ  ﾏｻｶｽﾞ

⼤大阪府

Team 　Sakatani

6269 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

松岡  憲司  様

ﾏﾂｵｶ  ｹﾝｼﾞ

滋賀県

6270 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

鈴鈴⽊木  靖治  様

ｽｽﾞｷ  ﾔｽﾊﾙ

愛知県

6271 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

池⽥田  卓  様

ｲｸﾀﾞ  ﾀｸ

⼤大阪府

6272 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

関  弘  様

ｾｷ  ﾋﾛｼ

兵庫県

チームヴェルジェ

6273 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

平⽯石  健⼆二  様

ﾋﾗｲｼ  ｹﾝｼﾞ

⼤大阪府

AVEL

6274 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

神⽥田  ⽂文男  様

ｶﾝﾀﾞ  ﾌﾐｵ

⼤大阪府

DRCC

6275 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

辻  潤  様

ﾂｼﾞ  ｼﾞｭﾝ

和歌⼭山県

Y's-‐‑‒racing

6276 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

福⼭山  博  様

ﾌｸﾔﾏ  ﾋﾛｼ

奈奈良良県

まほロバRC

6277 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

本⽥田  憲⼀一  様

ﾎﾝﾀﾞ  ｹﾝｲﾁ

和歌⼭山県

Y's-‐‑‒racing

6278 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

釜屋  友彦  様

ｶﾏﾔ  ﾄﾓﾋｺ

岐⾩阜県

6279 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

⾼高⽊木  敏通  様

ﾀｶｷ  ﾄｼﾐﾁ

⼤大阪府

SNSD-‐‑‒J

6280 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

増⽥田  敏昭  様

ﾏｽﾀﾞ  ﾄｼｱｷ

愛知県

Liberta

6281 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

吉松  朋弥  様

ﾖｼﾏﾂ  ﾄﾓﾔ

愛知県

Gruppo 　Chicorissimo

6282 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

岡⽥田  知久  様

ｵｶﾀﾞ  ﾄﾓﾋｻ

愛知県

6283 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

荒⽊木  正教  様

ｱﾗｷ  ﾏｻﾉﾘ

⼤大阪府

6284 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

三輪輪  誠⼀一  様

ﾐﾜ  ｾｲｲﾁ

徳島県

6285 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

⼭山岡  博史  様

ﾔﾏｵｶ  ﾋﾛｼ

奈奈良良県

casablanca

6286 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

来⼭山  哲之  様

ｷﾀﾔﾏ  ﾃﾂﾕｷ

京都府

チーム暴暴れん坊将軍

6287 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

井上  政宏  様

ｲﾉｳｴ  ﾏｻﾋﾛ

⼤大阪府

6288 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

前⽥田  亘  様

ﾏｴﾀﾞ  ﾜﾀﾙ

⼤大阪府

momonga

6289 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

茨⽊木  雅⼠士  様

ｲﾊﾞﾗｷﾞ  ﾏｻｼ

⼤大阪府

本町クラブVerdad

6290 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

中野  勝敏  様

ﾅｶﾉ  ｶﾂﾄｼ

愛知県

River  Ride

6291 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

川村  孝広  様

ｶﾜﾑﾗ  ﾀｶﾋﾛ

岐⾩阜県

SIZ

6292 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

藤岡  ⼀一成  様

ﾌｼﾞｵｶ  ｶｽﾞﾅﾘ

愛知県

Erogestone

6293 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

笹本  英利利  様

ｻｻﾓﾄ  ﾋﾃﾞﾄｼ

⼤大阪府

Bandits

6294 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

川瀬  康史  様

ｶﾜｾ  ﾔｽﾁｶ

京都府

エキップリオン

6295 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

坪井  もとや  様

ﾂﾎﾞｲ  ﾓﾄﾔ

岡⼭山県

ＪＲ貨物

6296 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

加藤  雄⼠士  様

ｶﾄｳ  ﾕｳｼﾞ

愛知県

6297 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

⽟玉井  智彦  様

ﾀﾏｲ  ﾄﾓﾋｺ

岐⾩阜県

6298 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

前川  徹  様

ﾏｴｶﾜ  ﾄｵﾙ

兵庫県

6299 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

中辻  康弘  様

ﾅｶﾂｼﾞ  ﾔｽﾋﾛ

⼤大阪府

6300 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

⻄西⽥田  博⼀一  様

ﾆｼﾀﾞ  ﾋﾛｶｽﾞ

兵庫県

けんむん

種⽬目名

参加者

参加者（カナ）

都道府県

チーム名

6301 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

下世古  拓拓⾒見見  様

ｼﾓｾｺ  ﾀｸﾐ

⼤大阪府

Excelsior

6302 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

中⽥田  仁  様

ﾅｶﾀﾞ  ﾋﾄｼ

愛知県

6303 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

福⽥田  淳  様

ﾌｸﾀﾞ  ｼﾞｭﾝ

福井県

チタン⼯工房キムラ

6304 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

村上  ⼀一夫  様

ﾑﾗｶﾐ  ｶｽﾞｵ

徳島県

L-‐‑‒cammino

6305 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

坂⽥田  了了逸  様

ｻｶﾀ  ﾘｮｳｲﾁ

滋賀県

ジョギンガーＺ

6306 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

⼤大曽根  拓拓真  様

ｵｵｿﾈ  ﾀｸﾏ

静岡県

Two  Cycle

6307 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

久留留島  ⼤大輔  様

ｸﾙｼﾏ  ﾀﾞｲｽｹ

岐⾩阜県

6308 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

神⾕谷  秀典  様

ｶﾐﾔ  ﾋﾃﾞﾉﾘ

愛知県

6309 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

杉⽥田  透  様

ｽｷﾞﾀ  ﾄｵﾙ

愛知県

KEEP 　RIN'S 　豊川

6310 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

太⽥田  崇  様

ｵｵﾀ  ﾀｶｼ

兵庫県

スクリーム 　オブ 　ザマッスル

6311 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

藤井  琢也  様

ﾌｼﾞｲ  ﾀｸﾔ

愛知県

Team  KAZE

6312 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

三股  正彦  様

ﾐﾏﾀ  ﾏｻﾋｺ

京都府

6313 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

⼭山本  桂司  様

ﾔﾏﾓﾄ  ｹｲｼﾞ

⿃鳥取県

ShoLow's

6314 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

安⽥田  知弘  様

ﾔｽﾀﾞ  ﾄﾓﾋﾛ

奈奈良良県

Ｊロード倶楽部

6315 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

渡邉  将⽣生  様

ﾜﾀﾅﾍﾞ  ﾉﾌﾞｵ

愛知県

NWK2

6316 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

本咲  利利幸  様

ﾎﾝｻﾞｷ  ﾄｼﾕｷ

滋賀県

チーム参⾺馬⼒力力半

6317 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

尾関  博昭  様

ｵｾﾞｷ  ﾋﾛｱｷ

⼤大阪府

6318 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

⼤大⻄西  慶⼀一郎郎  様

ｵｵﾆｼ  ｹｲｲﾁﾛｳ

⼤大阪府

6319 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

吉村  光夫  様

ﾖｼﾑﾗ  ﾐﾂｵ

愛知県

6320 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

岩佐  暢之  様

ｲﾜｻ  ﾉﾌﾞﾕｷ

兵庫県

6321 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

上原  弘資  様

ｳｴﾊﾗ  ﾋﾛｼ

愛知県

6322 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

⼾戸⽥田  昭博  様

ﾄﾀﾞ  ｱｷﾋﾛ

愛知県

ちゃりべっつ

6323 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

永島  功也  様

ﾅｶﾞｼﾏ  ｱﾂﾅﾘ

京都府

チーム⼤大⽂文字

6324 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

⻄西⼭山  貴元  様

ﾆｼﾔﾏ  ｷｹﾞﾝ

愛知県

お宅宅連合

6325 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

川島  孝充  様

ｶﾜｼﾏ  ﾀｶﾐﾂ

岐⾩阜県

ギフチャリ

6326 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

⼾戸根川  要  様

ﾄﾈｶﾞﾜ  ｶﾅﾒ

愛知県

team  tone

6327 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

⼩小柴  晃  様

ｺｼﾊﾞ  ｱｷﾗ

三重県

club  thing's

6328 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

奥⽥田  真  様

ｵｸﾀﾞ  ﾏｺﾄ

兵庫県

6329 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

宮本  稔  様

ﾐﾔﾓﾄ  ﾐﾉﾙ

京都府

6330 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

酒井  昌幸  様

ｻｶｲ  ﾏｻﾕｷ

岐⾩阜県

6331 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

⾜足達  雄次  様

ｱﾀﾞﾁ  ﾕｳｼﾞ

愛知県

6332 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

荻野  享⼀一  様

ｵｷﾞﾉ  ｷｮｳｲﾁ

⼤大阪府

6333 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

⾦金金⼦子  幸司  様

ｶﾈｺ  ｺｳｼﾞ

⼤大阪府

6334 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

⽯石坂  誠  様

ｲｼｻﾞｶ  ﾏｺﾄ

三重県

RGS

6335 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

橋本  直樹  様

ﾊｼﾓﾄ  ﾅｵｷ

⼤大阪府

ＢＡＯＢＡＢ

6336 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

⼩小島  尚  様

ｺｼﾞﾏ  ﾋｻｼ

愛知県

Kaze

6337 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

中村  剛司  様

ﾅｶﾑﾗ  ﾀｹｼ

⼤大阪府

mds

6338 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

加藤  政昭  様

ｶﾄｳ  ﾏｻｱｷ

愛知県

6339 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

釜井  拡  様

ｶﾏｲ  ﾋﾛｼ

⼤大阪府

6340 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

河出  貴光  様

ｶﾜﾃﾞ  ﾀｶﾐﾂ

岐⾩阜県

6341 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

⼭山本  淳⼀一  様

ﾔﾏﾓﾄ  ｼﾞｭﾝｲﾁ

愛知県

6342 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

林林  克博  様

ﾊﾔｼ  ｶﾂﾋﾛ

京都府

6343 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

安藤  直樹  様

ｱﾝﾄﾞｳ  ﾅｵｷ

愛知県

6344 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

⾅臼⽥田  邦夫  様

ｳｽﾀﾞ  ｸﾆｵ

愛知県

TEAM 　CYSIL

6345 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

中嶋  明  様

ﾅｶｼﾞﾏ  ｱｷﾗ

愛知県

TEAM 　CYSIL

6346 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

梶浦  弘次  様

ｶｼﾞｳﾗ  ｺｳｼﾞ

愛知県

TEAM 　CYSIL

6347 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

⼩小池  亮亮  様

ｺｲｹ  ｱｷﾗ

滋賀県

トマトカフェ

6348 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

⾼高本  光春  様

ﾀｶﾓﾄ  ﾐﾂﾊﾙ

奈奈良良県

農家⺠民宿 　童仙房⼭山荘

6349 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

牧野  直秀  様

ﾏｷﾉ  ﾅｵﾋﾃﾞ

愛知県

TUFFSTUFF 　タフスタッフ

6350 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

清⽔水  和信  様

ｼﾐｽﾞ  ｶｽﾞﾉﾌﾞ

三重県

WSD

Team  越後屋
チーム闇⾛走〜～2013

チームポッポ⻑⾧長岡京

すくーでりあ・で・ちゃり
TEAM-‐‑‒HAKE

種⽬目名

参加者

参加者（カナ）

都道府県

チーム名

6351 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

⽇日下  剛  様

ｸｻｶ  ﾀｹｼ

兵庫県

6352 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

⽟玉暉  孝幸  様

ﾀﾏｷ  ﾀｶﾕｷ

三重県

ＴＥＡＭ 　ＨＯＭＥＲＵＮ

6353 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

⽔水⾕谷  康彦  様

ﾔｽﾋｺ  ﾐｽﾞﾀﾆ

三重県

ﾀﾞｲﾓﾝﾚｰｼﾝｸﾞ

6354 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

前原  聡  様

ﾏｴﾊﾗ  ｻﾄﾙ

愛知県

チーム⽚片⼭山 　ドバッツ

6355 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

芝⽥田  保志  様

ｼﾊﾞﾀ  ﾔｽｼ

滋賀県

ストラーダレーシング

6356 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

上野  豊  様

ｳｴﾉ  ﾕﾀｶ

岐⾩阜県

垂井⾃自転⾞車車部

6357 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

加藤  淑⼈人  様

ｶﾄｳ  ﾖｼﾋﾄ

愛知県

加藤  淑⼈人

6358 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

伊東  祐史  様

ｲﾄｳ  ｽｹﾌﾐ

滋賀県

hoshizaki

6359 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

⽯石⿊黒  成隆  様

ｲｼｸﾞﾛ  ｼｹﾞﾀｶ

岐⾩阜県

Ｏ－ＲＡＣＩＮＧ

6360 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

井⼾戸⽥田  英之  様

ｲﾄﾞﾀ  ﾋﾃﾞﾕｷ

愛知県

6361 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

⽑毛利利  陽介  様

ﾓｳﾘ  ﾖｳｽｹ

⼤大阪府

6362 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

本多  秀明  様

ﾎﾝﾀﾞ  ﾋﾃﾞｱｷ

奈奈良良県

まほロバRC

6363 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

酒向  孝嗣  様

ｻｺｳ  ﾀｶｼ

愛知県

朝⾛走ろう団

6364 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

⾦金金芳  勇⽣生  様

ｶﾈﾖｼ  ﾕｳｷ

兵庫県

6365 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

⼭山端  俊明  様

ﾔﾏﾊﾞﾀ  ﾄｼｱｷ

⼤大阪府

6366 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

松崎  英治  様

ﾏﾂｻﾞｷ  ｴｲｼﾞ

愛知県

6367 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

笠笠⽮矢  智久  様

ｶｻﾔ  ﾄﾓﾋｻ

⼤大阪府

6368 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

藤井  亮亮  様

ﾌｼﾞｲ  ﾏｺﾄ

⼤大阪府

Team-‐‑‒RSO

6369 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

原⼝口  修  様

ﾊﾗｸﾞﾁ  ｵｻﾑ

⼤大阪府

TUBI

6370 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

磯崎  光宏  様

ｲｿｻﾞｷ  ﾐﾂﾋﾛ

⼤大阪府

6371 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

服部  静敏  様

ﾊｯﾄﾘ  ｼｽﾞﾄｼ

岐⾩阜県

6372 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

柴⽥田  和明  様

ｼﾊﾞﾀ  ｶｽﾞｱｷ

京都府

6373 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

伊藤  昭  様

ｲﾄｳ  ｱｷﾗ

岐⾩阜県

6374 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

伊藤  隆  様

ｲﾄｳ  ﾀｶｼ

愛知県

6375 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

⻄西川  智也  様

ﾆｼｶﾜ  ﾄﾓﾔ

三重県

TEAM-‐‑‒NISHIKAWA

6376 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

⼭山⽥田  保誠  様

ﾔﾏﾀﾞ  ﾔｽｾｲ

愛知県

ニコーファクトリー

6377 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

⼤大城  定彦  様

ｵｵｼﾛ  ｻﾀﾞﾋｺ

兵庫県

TEAM 　ASHIYA

6378 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

⻑⾧長⽥田  浩⼀一  様

ﾅｶﾞﾀ  ｺｳｲﾁ

滋賀県

Team66rpm

6379 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

井家  誉介  様

ｲﾉｲｴ  ﾖｳｽｹ

奈奈良良県

Ｔｅａｍスクアドラ

6380 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

瀬尾  洋  様

ｾｵ  ﾋﾛｼ

⼤大阪府

Excelsior

6381 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

⼭山⼝口  純弘  様

ﾔﾏｸﾞﾁ  ﾖｼﾋﾛ

⼤大阪府

ドクロ団

6382 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

横⽥田  純⼀一  様

ﾖｺﾀ  ｼﾞｭﾝｲﾁ

⼤大阪府

6383 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

鈴鈴⽊木  誠  様

ｽｽﾞｷ  ﾏｺﾄ

岐⾩阜県

6384 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

内⽥田  晃央  様

ｳﾁﾀﾞ  ｱｷｵ

兵庫県

6385 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

堀  良良彦  様

ﾎﾘ  ﾖｼﾋｺ

滋賀県

6386 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

依⽥田  茂樹  様

ﾖﾘﾀ  ｼｹﾞｷ

滋賀県

チームびわこぐま

6387 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

布施  浩  様

ﾌｾ  ﾋﾛｼ

滋賀県

Fun  Ride  Freak

6388 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

菊地  徹也  様

ｷｸﾁ  ﾃﾂﾔ

愛知県

いとう内科クリニックRT

6389 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

網⾕谷  謙  様

ｱﾐﾀﾆ  ｹﾝ

三重県

6390 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

⼭山本  敬太  様

ﾔﾏﾓﾄ  ｹｲﾀ

京都府

6391 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

⽚片上  裕道  様

ｶﾀｶﾐ  ﾋﾛﾐﾁ

⼤大阪府

6392 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

寺岡  敦史  様

ﾃﾗｵｶ  ｱﾂｼ

滋賀県

6393 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

奥野  浩幸  様

ｵｸﾉ  ﾋﾛﾕｷ

愛知県

6394 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

善平  卓司  様

ｾﾞﾝﾋﾗ  ﾀｶｼ

岐⾩阜県

チームゼンヒラ

6395 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

森⼝口  歩  様

ﾓﾘｸﾞﾁ  ｱﾕﾑ

滋賀県

サイクルロードエイト

6396 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

及川  裕和  様

ｵｲｶﾜ  ﾋﾛｶｽﾞ

⽯石川県

トンデモクラブ

6397 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

森⽥田  淳也  様

ﾓﾘﾀ  ｼﾞｭﾝﾔ

岐⾩阜県

6398 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

⼭山崎  昌保  様

ﾔﾏｻﾞｷ  ﾏｻﾔｽ

⼤大阪府

6399 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

若若尾  光伸  様

ﾜｶｵ  ﾐﾂﾉﾌﾞ

岐⾩阜県

6400 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

⽻羽野  篤範  様

ﾊﾉ  ｱﾂﾉﾘ

⼤大阪府

TBC

La  Finale
Footwork-‐‑‒RC

KAZAMIDORI

CSヤマダ

浴⾐衣レーシング

種⽬目名

参加者

参加者（カナ）

都道府県

チーム名

6401 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

稲葉葉  真  様

ｲﾅﾊﾞ  ﾏｺﾄ

兵庫県

6402 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

⾓角川  健次  様

ｶｸｶﾞﾜ  ｹﾝｼﾞ

愛知県

6403 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

尾岡  ⼀一彰  様

ｵｵｶ  ｶｽﾞｱｷ

滋賀県

6404 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

佐々⽊木  政友  様

ｻｻｷ  ｶｽﾞﾄﾓ

⼤大阪府

ＪＮＴ

6405 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

結城  達夫  様

ﾕｳｷ  ﾀﾂｵ

愛知県

アキレス

6406 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

由⾥里里  雅則  様

ﾕﾘ  ﾏｻﾉﾘ

兵庫県

6407 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

菅⽥田  智⽂文  様

ｽｶﾞﾀ  ﾄﾓﾌﾐ

⼤大阪府

チームアヴェル

6408 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

中野  信博  様

ﾅｶﾉ  ﾉﾌﾞﾋﾛ

岐⾩阜県

尾張トライアスロンクラブ

6409 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

尾関  克悟  様

ｵｾﾞｷ  ｶﾂﾉﾘ

愛知県

6410 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

⾼高橋  浩  様

ﾀｶﾊｼ  ﾋﾛｼ

富⼭山県

PowerKick

6411 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

⼟土⽅方  利利春  様

ﾋｼﾞｶﾀ  ﾄｼﾊﾙ

愛知県

シリウス

6412 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

倉本  和也  様

ｸﾗﾓﾄ  ｶｽﾞﾔ

愛知県

6413 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

⽔水上  諭  様

ﾐｽﾞｶﾐ  ｻﾄｼ

福井県

バルバクラブフクイ

6414 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

三好  秀⼈人  様

ﾐﾖｼ  ﾋﾃﾞﾄ

滋賀県

スピリットRB

6415 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

渡辺  慎吾  様

ﾜﾀﾅﾍﾞ  ｼﾝｺﾞ

岐⾩阜県

チーム斜⾯面ライダー

6416 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

茂⽊木  隆史  様

ﾓﾃｷ  ﾀｶﾌﾐ

滋賀県

PMS

6417 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

富⽥田  淳哉  様

ﾄﾐﾀﾞ  ｼﾞｭﾝﾔ

静岡県

6418 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

若若代  真⼆二  様

ﾜｶｼﾛ  ｼﾝｼﾞ

滋賀県

6419 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

藤岡  忠  様

ﾌｼﾞｵｶ  ﾀﾀﾞｼ

静岡県

6420 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

柴辻  篤史  様

ｼﾊﾞﾂｼﾞ  ｱﾂｼ

兵庫県

KZAMDORI

6421 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

中原  和⼈人  様

ﾅｶﾊﾗ  ｶｽﾞﾄ

愛知県

チャリベッツ

6422 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

⽯石⾕谷  ⾼高宏  様

ｲｼﾀﾆ  ﾀｶﾋﾛ

滋賀県

6423 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

望⽉月  孝裕  様

ﾓﾁﾂﾞｷ  ﾀｶﾋﾛ

静岡県

6424 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

菅野  智夫  様

ｽｶﾞﾉ  ﾄﾓｵ

愛知県

6425 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

森野  英範  様

ﾓﾘﾉ  ﾋﾃﾞﾉﾘ

滋賀県

グリーンサイコー

6426 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

⽥田中  信義  様

ﾀﾅｶ  ﾉﾌﾞﾖｼ

愛知県

VCドンバル

6427 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

吉⽥田  浩章  様

ﾖｼﾀﾞ  ﾋﾛｱｷ

京都府

6428 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

佐々⽊木  健  様

ｻｻｷ  ｹﾝ

岐⾩阜県

チーム⾦金金⽣生⼭山

6429 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

中⽥田  義弘  様

ﾅｶﾀ  ﾖｼﾋﾛ

⼤大阪府

ちゃりぶー

6430 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

住吉  伸夫  様

ｽﾐﾖｼ  ﾉﾌﾞｵ

⼤大阪府

伸夫倶楽部

6431 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

丸⼭山  智則  様

ﾏﾙﾔﾏ  ﾄﾓﾉﾘ

岐⾩阜県

gcsc

6432 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

北北畠  秀介  様

ｷﾀﾊﾞﾀｹ  ｼｭｳｽｹ

岐⾩阜県

6433 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

福原  茂  様

ﾌｸﾊﾗ  ｼｹﾞﾙ

滋賀県

funride  freakk

6434 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

中島  孝哲  様

ﾅｶｼﾞﾏ  ﾀｶﾉﾘ

愛知県

エキップアイセロ

6435 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

⼩小林林  ⼀一郎郎  様

ｺﾊﾞﾔｼ  ｲﾁﾛｳ

愛知県

TEAM斜⾯面ライダー

6436 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

⽮矢島  航  様

ﾔｼﾞﾏ  ﾜﾀﾙ

滋賀県

FUKADAマジリング

6437 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

堀  伸幸  様

ﾎﾘ  ﾉﾌﾞﾕｷ

福井県

6438 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

寺嶋  丈博  様

ﾃﾗｼﾏ  ﾀｹﾋﾛ

愛知県

Team斜⾯面ライダー

6439 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

津⽥田  剛  様

ﾂﾀﾞ  ﾂﾖｼ

⼤大阪府

ラビットストリート

6440 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

坪⽥田  寛之  様

ﾂﾎﾞﾀ  ﾋﾛﾕｷ

福井県

⽵竹⽥田友の会

6441 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

⼩小橋  洋⼆二  様

ｺﾊﾞｼ  ﾖｳｼﾞ

⾹香川県

ドM組合

6442 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

⽯石澤  篤  様

ｲｼｻﾞﾜ  ｱﾂｼ

兵庫県

6443 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

鈴鈴⽊木  壮  様

ｽｽﾞｷ  ﾀｹｼ

三重県

Aoyama 　Rockets 　RT

6444 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

豊福  哲司  様

ﾄﾖﾌｸ  ﾃﾂｼﾞ

三重県

鷹組

6445 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

伴  正保  様

ﾊﾞﾝ  ﾏｻﾔｽ

愛知県

6446 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

⽯石⾕谷  弘和  様

ｲｼﾀﾆ  ﾋﾛｶｽﾞ

愛知県

6447 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

⽶米島  徳和  様

ﾖﾈｼﾏ  ﾉﾘｶｽﾞ

三重県

6448 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

東野  仁  様

ﾋｶﾞｼﾉ  ﾋﾄｼ

⼤大阪府

6449 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

⽩白⽯石  明  様

ｼﾗｲｼ  ｱｷﾗ

⼤大阪府

6450 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

⽔水野  善康  様

ﾐｽﾞﾉ  ﾖｼﾔｽ

愛知県

FUKADAまじりんぐ

TEAM 　ALBATROSS

チーム斜⾯面ライダー

種⽬目名

参加者

参加者（カナ）

都道府県

チーム名

6451 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

中島  稔  様

ﾅｶｼﾏ  ﾐﾉﾙ

愛知県

6452 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

中⻄西  武徳  様

ﾅｶﾆｼ  ﾀｹﾉﾘ

愛知県

NW★FC

6453 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

⼭山本  孝⼀一  様

ﾔﾏﾓﾄ  ｺｳｲﾁ

奈奈良良県

EURO-‐‑‒WORKS 　Racing

6454 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

川原  勝久  様

ｶﾜﾊﾗ  ｶﾂﾋｻ

⼤大阪府

6455 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

伊藤  正志  様

ｲﾄｳ  ﾏｻｼ

岐⾩阜県

浴⾐衣レーシング

6456 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

⾕谷⼝口  司  様

ﾀﾆｸﾞﾁ  ﾂｶｻ

兵庫県

シラサギサイクルレーシングチーム

6457 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

⼭山地  直樹  様

ﾔﾏｼﾞ  ﾅｵｷ

⽯石川県

バルバカナザワ

6458 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

村上  幸輔  様

ﾑﾗｶﾐ  ｺｳｽｹ

三重県

6459 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

宮本  崇  様

ﾐﾔﾓﾄ  ﾀｶｼ

京都府

ヤナセ枚⽅方

6460 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

川原  誠  誠  様

ｶﾜﾊﾗ  ﾏｺﾄ

滋賀県

bamboo

6461 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

中村  広⾏行行  様

ﾅｶﾑﾗ  ﾋﾛﾕｷ

⼤大阪府

team  mutuki  island

6462 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

⾼高⼭山  つかさ  様

ﾀｶﾔﾏ  ﾂｶｻ

三重県

6463 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

園部  直樹  様

ｿﾉﾍﾞ  ﾅｵｷ

愛知県

6464 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

笠笠原  勝宏  様

ｶｻﾊﾗ  ｶﾂﾋﾛ

滋賀県

6465 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

加藤  進  様

ｶﾄｳ  ｽｽﾑ

⼤大阪府

6466 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

⼩小瀬⽊木  正勝  様

ｵｾﾞｷ  ﾏｻｶﾂ

愛知県

6467 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

真野  功  様

ﾏﾉ  ｲｻｵ

⼤大阪府

CSK  Racing  Club

6468 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

中橋  義徳  様

ﾅｶﾊｼ  ﾖｼﾉﾘ

愛知県

パジェロ製造⾃自転⾞車車班

6469 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

鈴鈴⽊木  淳司  様

ｽｽﾞｷ  ｼﾞｭﾝｼﾞ

和歌⼭山県

6470 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

林林⽥田  俊策  様

ﾊﾔｼﾀﾞ  ｼｭﾝｻｸ

⾹香川県

TACURINO  BLOG  LINES

6471 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

⼤大野  美⾥里里  様

ｵｵﾉ  ﾐｻﾄ

岐⾩阜県

きなこ

6472 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

⼭山本  宝志  様

ﾔﾏﾓﾄ  ﾀｶｼ

⼤大阪府

6473 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

三井⽥田  ⼀一史  様

ﾐｲﾀﾞ  ｶｽﾞﾋﾄ

東京都

6474 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

⾼高森  識識史  様

ﾀｶﾓﾘ  ｻﾄｼ

愛知県

6475 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

林林⽥田  雄⼀一郎郎  様

ﾊﾔｼﾀﾞ  ﾕｳｲﾁﾛｳ

滋賀県

6476 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

森下  徹  様

ﾓﾘｼﾀ  ﾄｵﾙ

⼤大阪府

6477 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

⻑⾧長⾕谷川  浩  様

ﾊｾｶﾞﾜ  ﾋﾛｼ

兵庫県

6478 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

北北⼭山  恵⼀一  様

ｷﾀﾔﾏ  ｹｲｲﾁ

岐⾩阜県

6479 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

諸岡  直樹  様

ﾓﾛｵｶ  ﾅｵｷ

愛知県

6480 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

妻⿅鹿鹿  靖  様

ﾒｶﾞ  ﾔｽｼ

兵庫県

リンリン芦屋店

6481 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

齋藤  康  様

ｻｲﾄｳ  ﾔｽｼ

東京都

ジンマー

6482 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

⽯石井  基博  様

ｲｼｲ  ﾓﾄﾋﾛ

愛知県

VLAAMS 　Racing  Team

6483 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

⼩小林林  ⽴立立  様

ｺﾊﾞﾔｼ  ﾘｭｳ

愛知県

6484 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

⻄西村  直章  様

ﾆｼﾑﾗ  ﾅｵｱｷ

広島県

Buhi  Garde

6485 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

⾕谷澤  公彦  様

ﾀﾆｻﾞﾜ  ｷﾐﾋｺ

三重県

⾼高電圧注意

6486 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

中村  義幸  様

ﾅｶﾑﾗ  ﾖｼﾕｷ

静岡県

ＶＩＶＡＣＥ掛川

6487 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

加藤  充純  様

ｶﾄｳ  ﾀｶｽﾞﾐ

愛知県

6488 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

⼭山⽥田  祐希  様

ﾔﾏﾀﾞ  ﾕｳｷ

滋賀県

6489 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

中坊  壮介  様

ﾅｶﾎﾞｳ  ｿｳｽｹ

京都府

6490 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

⼩小野  邦明  様

ｵﾉ  ｸﾆｱｷ

滋賀県

6491 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

南  義彦  様

ﾐﾅﾐ  ﾖｼﾋｺ

滋賀県

6492 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

平林林  靖久  様

ﾋﾗﾊﾞﾔｼ  ﾔｽﾋｻ

⼤大阪府

6493 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

⽔水野  正志  様

ﾐｽﾞﾉ  ﾏｻｼ

愛知県

6494 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

参⽥田  真⼀一  様

ｻﾝﾀﾞ  ｼﾝｲﾁ

⼤大阪府

ＥＬｉｎｆｉｎｉｔｅ

6495 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

久⼭山  ⼤大祐  様

ｸﾔﾏ  ﾀﾞｲｽｹ

⼤大阪府

Team  Amuse

6496 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

⼩小芦  顕徳  様

ｺｱｼ  ｱｷﾉﾘ

京都府

6497 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

円城寺  崇  様

ｴﾝｼﾞｮｳｼﾞ  ﾀｶｼ

⼤大阪府

6498 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

堀井  康博  様

ﾎﾘｲ  ﾔｽﾋﾛ

兵庫県

6499 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

⼭山⼝口  功  様

ﾔﾏｸﾞﾁ  ｲｻｵ

⼤大阪府

6500 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

今井  孝志  様

ｲﾏｲ  ﾀｶｼ

愛知県

チームびわこぐま

チームPica
⼭山猿ＭＴＢ
キャノンボール

ステラシルベスト

種⽬目名

参加者

参加者（カナ）

都道府県

チーム名

6501 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

杉⽥田  勝幸  様

ｽｷﾞﾀ  ｶﾂﾕｷ

愛知県

6502 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

多⽥田  毅  様

ﾀﾀﾞ  ﾂﾖｼ

兵庫県

6503 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

中島  浩⼆二  様

ﾅｶｼﾏ  ｺｳｼﾞ

神奈奈川県

6504 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

⻑⾧長村  英治  様

ｵｻﾑﾗ  ｴｲｼﾞ

岐⾩阜県

アラフォ

6505 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

児⽟玉  透  様

ｺﾀﾞﾏ  ﾄｵﾙ

三重県

りんきち

6506 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

宮内  猛志  様

ﾐﾔｳﾁ  ﾀｹｼ

兵庫県

6507 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

⽴立立花  晃⼀一  様

ﾀﾁﾊﾞﾅ  ｺｳｲﾁ

兵庫県

6508 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

⻄西川  誠司  様

ﾆｼｶﾜ  ｾｲｼﾞ

滋賀県

6509 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

藤井  利利徳  様

ﾌｼﾞｲ  ﾄｼﾉﾘ

滋賀県

6510 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

⼤大久保  和典  様

ｵｵｸﾎﾞ  ｶｽﾞﾉﾘ

⼤大阪府

6511 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

⽊木下  達夫  様

ｷﾉｼﾀ  ﾀﾂｵ

⼤大阪府

6512 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

廣瀬  ⾏行行則  様

ﾋﾛｾ  ﾕｷﾉﾘ

愛媛県

6513 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

奥野  成樹  様

ｵｸﾉ  ｼｹﾞｷ

⼤大阪府

6514 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

安⽥田  忠勲  様

ﾔｽﾀﾞ  ﾀﾀﾞｲｻ

⼤大阪府

6515 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

窪⽥田  憲⼀一  様

ｸﾎﾞﾀ  ｹﾝｲﾁ

⼤大阪府

Team  SRC

6516 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

阿部  勉  様

ｱﾍﾞ  ﾂﾄﾑ

滋賀県

SNTC

6517 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

北北村  輝夫  様

ｷﾀﾑﾗ  ﾃﾙｵ

岡⼭山県

PunkBros.

6518 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

森  亮亮⼆二  様

ﾓﾘ  ﾘｮｳｼﾞ

⼤大阪府

willin'

6519 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

原⽥田  信也  様

ﾊﾗﾀﾞ  ｼﾝﾔ

兵庫県

メイドさん学科⾃自転⾞車車部

6520 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

⼭山根  雅範  様

ﾔﾏﾈ  ﾏｻﾉﾘ

⼤大阪府

アロスネグロ 　⾦金金剛⼭山岳隊

6521 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

才村  吉弘  様

ｻｲﾑﾗ  ﾖｼﾋﾛ

兵庫県

6522 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

鈴鈴⽊木  智也  様

ｽｽﾞｷ  ﾄﾓﾔ

愛知県

6523 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

佐藤  重光  様

ｻﾄｳ  ｼｹﾞﾐﾂ

岐⾩阜県

6524 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

神本  博勝  様

ｶﾐﾓﾄ  ﾋﾛﾏｻ

兵庫県

トレック神⼾戸六六甲

6525 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

藤本  和昌  様

ﾌｼﾞﾓﾄ  ｶｽﾞﾏｻ

⼤大阪府

ＣＳＫ 　Ｒａｃｉｎｇ 　Ｃｌｕｂ

6526 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

伊藤  通浩  様

ｲﾄｳ  ﾐﾁﾋﾛ

愛知県

6527 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

板垣  素  様

ｲﾀｶﾞｷ  ﾓﾄ

兵庫県

PGBT

6528 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

藤井  修  様

ﾌｼﾞｲ  ｵｻﾑ

京都府

きゅうべえsports

6529 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

⼭山⽥田  博史  様

ﾔﾏﾀﾞ  ﾋﾛｼ

愛知県

6530 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

安⽥田  ⼤大勲  様

ﾔｽﾀﾞ  ﾀﾞｲｲｻ

兵庫県

6531 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

⽜牛丸  哉也  様

ｳｼﾏﾙ  ｱﾂﾔ

愛媛県

6532 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

浅⾒見見  公博  様

ｱｻﾐ  ｷﾋﾐﾛ

京都府

6533 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

⽊木本  貴徳  様

ｷﾓﾄ  ﾀｶﾉﾘ

⼤大阪府

MKU.BC

6534 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

古川  惣⼀一郎郎  様

ﾌﾙｶﾜ  ｿｳｲﾁﾛｳ

⼤大阪府

古川惣⼀一郎郎

6535 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

神野  茂  様

ｶﾐﾉ  ｼｹﾞﾙ

愛知県

あきぴょん

6536 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

⾼高橋  勝哉  様

ﾀｶﾊｼ  ｶﾂﾔ

愛知県

チーム 　ぼてぽた

6537 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

⼭山⽥田  寛⾂臣  様

ﾔﾏﾀﾞ  ﾋﾛｵﾐ

岐⾩阜県

⾼高⼭山市役所さるぼぼレーシング

6538 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

松本  浩嗣  様

ﾏﾂﾓﾄ  ｺｳｼﾞ

京都府

6539 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

南條  太郎郎  様

ﾅﾝｼﾞｮｳ  ﾀﾛｳ

⼤大阪府

6540 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

栂野  彰男  様

ﾄｶﾞﾉ  ｱｷｵ

愛知県

6541 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

伊藤  広成  様

ｲﾄｳ  ﾋﾛﾅﾘ

三重県

チームダイヤ管理理室

6542 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

⼋八⽊木  茂和  様

ﾔｷﾞ  ｼｹﾞｶｽﾞ

三重県

チームダイヤ管理理室

6543 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

藤川  敬  様

ﾌｼﾞｶﾜ  ﾀｶｼ

滋賀県

藤川洋品店

6544 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

丸尾  慶樹  様

ﾏﾙｵ  ﾖｼｷ

⼤大阪府

チーム⻑⾧長⼤大

6545 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

平野  晋哉  様

ﾋﾗﾉ  ｼﾝﾔ

京都府

ENDORPHINⅡ

6546 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

⼭山本  真志  様

ﾔﾏﾓﾄ  ﾏｻｼ

愛知県

6547 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

太⽥田  崇  様

ｵｵﾀ  ﾀｶｼ

⼤大阪府

6548 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

近久  孝司  様

ﾁｶﾋｻ  ﾀｶｼ

滋賀県

6549 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～44歳）

⾼高⽊木  和⼈人  様

ﾀｶｷﾞ  ｶｽﾞﾄ

兵庫県

3044 【ROAD】６．男⼦子Ｅ（40歳〜～45歳）

相川  佳津⽣生  様

合計 549

愛知県

SOLD  OUT!

エキップリオンARAYA

クライム・サイクルスポーツ

種⽬目名

参加者

参加者（カナ）

都道府県

チーム名

7001 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

浅井  靖夫  様

ｱｻｲ  ﾔｽｵ

愛知県

CYCLE  TEAM  C3

7002 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

真柴  道弘  様

ﾏｼﾊﾞ  ﾐﾁﾋﾛ

徳島県

ＳＫ⾃自転⾞車車倶楽部

7003 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

市⽥田  哲郎郎  様

ｲﾁﾀﾞ  ﾃﾂﾛｳ

京都府

7004 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

松本  公三  様

ﾏﾂﾓﾄ  ｺｳｿﾞｳ

愛知県

キープライト

7005 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

岩本  浩  様

ｲﾜﾓﾄ  ﾋﾛｼ

福井県

WIND  POWER

7006 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

⽥田原  哲  様

ﾀﾊﾗ  ｱｷﾗ

東京都

7007 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

伊澤  秀樹  様

ｲｻﾞﾜ  ﾋﾃﾞｷ

愛知県

7008 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

松⽥田  庄平  様

ﾏﾂﾀﾞ  ｼｮｳﾍｲ

愛知県

ingreen

7009 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

網本  修⼀一  様

ｱﾐﾓﾄ  ｼｭｳｲﾁ

滋賀県

チームびわこぐま

7010 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

寺町  康晴  様

ﾃﾗﾏﾁ  ﾔｽﾊﾙ

岐⾩阜県

7011 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

坂野  喜明  様

ﾊﾞﾝﾉ  ﾖｼｱｷ

愛知県

えきさいくる

7012 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

若若園  明裕  様

ﾜｶｿﾞﾉ  ｱｷﾋﾛ

岐⾩阜県

Footwork

7013 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

南垣内  実  様

ﾐﾅﾐｶﾞｲﾄ  ﾐﾉﾙ

愛知県

TEAM  M.I.G

7014 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

⼀一⽊木  洋介  様

ｲﾁｷﾞ  ﾖｳｽｹ

愛知県

7015 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

⾼高井  武  様

ﾀｶｲ  ﾀｹｼ

滋賀県

7016 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

河⽥田  武  様

ｶﾜﾀ  ﾀｹｼ

三重県

7017 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

稲⾕谷  佳英  様

ｲﾅﾀﾆ  ﾖｼﾋﾃﾞ

奈奈良良県

7018 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

⾼高松  陽⼀一郎郎  様

ﾀｶﾏﾂ  ﾖｳｲﾁﾛｳ

⼤大阪府

⼤大垣CSC  ⼤大阪⽀支部

7019 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

近藤  賢⼆二  様

ｺﾝﾄﾞｳ  ｹﾝｼﾞ

京都府

チームきゃうちゃん丸投げ隊

7020 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

中⽥田  実  様

ﾅｶﾀﾞ  ﾐﾉﾙ

愛知県

7021 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

杢野  泰司  様

ﾓｸﾉ  ﾔｽｼﾞ

愛知県

松中B

7022 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

⼤大⻄西  利利実  様

ｵｵﾆｼ  ﾄｼﾐ

三重県

臨臨時漕会

7023 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

⽥田尻  善将  様

ﾀｼﾞﾘ  ﾖｼﾏｻ

兵庫県

7024 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

吉⽥田  泰嗣  様

ﾖｼﾀﾞ  ﾀｲｼﾞ

⼤大阪府

HAKE  PRO  CYCLING  TEAM

7025 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

原瀬  ⼀一郎郎  様

ﾊﾗｾ  ｲﾁﾛｳ

岐⾩阜県

フットワークＲＣ

7026 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

北北地  晃  様

ｷﾀｼﾞ  ｱｷﾗ

⼤大阪府

ユーロワークス

7027 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

北北野  健治  様

ｷﾀﾉ  ｹﾝｼﾞ

⼤大阪府

7028 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

⽵竹原  亮亮  様

ﾀｹﾊﾗ  ｱｷﾗ

奈奈良良県

pompiere

7029 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

浅⽥田  信男  様

ｱｻﾀﾞ  ﾉﾌﾞｵ

奈奈良良県

pompiere

7030 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

⼩小⻄西  章夫  様

ｺﾆｼ  ｱｷｵ

京都府

pompiere

7031 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

⽶米⽥田  弘史  様

ﾖﾈﾀﾞ  ﾋﾛｼ

兵庫県

7032 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

⽔水野  潤⼀一  様

ﾐｽﾞﾉ  ｼﾞｭﾝｲﾁ

岐⾩阜県

team-‐‑‒daddy

7033 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

林林  茂伸  様

ﾊﾔｼ  ｼｹﾞﾉﾌﾞ

三重県

Team  DTK

7034 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

宮村  卓哉  様

ﾐﾔﾑﾗ  ﾀｸﾔ

三重県

Team  DTK

7035 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

横⽥田  隆雄  様

ﾖｺﾀ  ﾀｶｵ

⼤大阪府

7036 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

辻野  雅⼈人  様

ﾂｼﾞﾉ  ﾏｻﾄ

⼤大阪府

7037 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

武藤  政広  様

ﾑﾄｳ  ﾏｻﾋﾛ

愛知県

チームTSI

7038 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

杉江  嘉蔵  様

ｽｷﾞｴ  ﾖｼﾀﾀﾞ

滋賀県

au  ventoux

7039 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

⽥田島  ⼀一成  様

ﾀｼﾞﾏ  ｶｽﾞﾅﾘ

愛知県

ＴＥＡＭ03

7040 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

坂井  浩司  様

ｻｶｲ  ｺｳｼﾞ

三重県

NKR

7041 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

⼤大橋  達也  様

ｵｵﾊｼ  ﾀﾂﾔ

愛知県

7042 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

中野  等  様

ﾅｶﾉ  ﾋﾄｼ

⼤大阪府

エルフィン  サイクリングクラブ

7043 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

⽵竹本  知博  様

ﾀｹﾓﾄ  ﾄﾓﾋﾛ

滋賀県

Golosa

7044 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

中塚  修⼀一  様

ﾅｶﾂｶ  ｼｭｳｲﾁ

兵庫県

ステラシルベスト

7045 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

坂野  篤史  様

ｻｶﾉ  ｱﾂｼ

滋賀県

7046 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

原⽥田  ⻯竜⼆二  様

ﾊﾗﾀﾞ  ﾘｭｳｼﾞ

⼤大阪府

7047 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

徳⼭山  英治  様

ﾄｸﾔﾏ  ｴｲｼﾞ

⼤大阪府

7048 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

外村  育博  様

ﾄﾉﾑﾗ  ｲｸﾋﾛ

⼤大阪府

7049 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

平岡  勝  様

ﾋﾗｵｶ  ﾏｻﾙ

愛知県

7050 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

堀  和彦  様

ﾎﾘ  ｶｽﾞﾋｺ

愛知県

種⽬目名

参加者

参加者（カナ）

都道府県

チーム名

7051 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

伊達  秀⼆二  様

ﾀﾞﾃ  ｼｭｳｼﾞ

広島県

7052 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

勝浦  孝喜  様

ｶﾂｳﾗ  ﾀｶﾉﾌﾞ

⼤大阪府

speed

7053 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

武⽥田  宏  様

ﾀｹﾀﾞ  ﾋﾛｼ

愛知県

FLAT  ROAD  LOVERS

7054 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

⾕谷  昭司  様

ﾀﾆ  ｼｮｳｼﾞ

岐⾩阜県

セラクラフト

7055 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

⾕谷  信⼆二  様

ﾀﾆ  ｼﾝｼﾞ

愛知県

7056 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

佐藤  進  様

ｻﾄｳ  ｽｽﾑ

徳島県

チ－ム兄貴

7057 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

⼤大⻄西  ⼀一弘  様

ｵｵﾆｼ  ｶｽﾞﾋﾛ

奈奈良良県

EURO-‐‑‒WORKS  Racing

7058 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

杉⼭山  ⼯工  様

ｽｷﾞﾔﾏ  ﾀｸﾐ

愛知県

7059 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

倉光  浜司  様

ｸﾗﾐﾂ  ﾊﾏｼﾞ

⼤大阪府

7060 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

加藤  宣宏  様

ｶﾄｳ  ﾉﾌﾞﾋﾛ

愛知県

7061 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

近藤  陽⼀一  様

ｺﾝﾄﾞｳ  ﾖｳｲﾁ

滋賀県

彦根TAK

7062 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

今井  義信  様

ｲﾏｲ  ﾖｼﾉﾌﾞ

岐⾩阜県

TEAM  imasys

7063 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

千⽥田  昌⼈人  様

ｾﾝﾀﾞ  ﾏｻﾄ

愛知県

7064 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

⽊木本  滋規  様

ｷﾓﾄ  ｼｹﾞｷ

三重県

7065 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

⽣生越  康之  様

ｵｺﾞｼ  ｺｳｼﾞ

三重県

MAX  SPEED97  GOKISO

7066 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

⽮矢藤  洋⼀一  様

ﾔﾄｳ  ﾖｳｲﾁ

三重県

鷹組

7067 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

⽴立立⼭山  照幸  様

ﾀﾃﾔﾏ  ﾃﾙﾕｷ

滋賀県

FUKADAまじりんぐ

7068 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

池⽥田  ⼀一則  様

ｲｹﾀﾞ  ｶｽﾞﾉﾘ

愛知県

Gyrfalcon

7070 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

加藤  智康  様

ｶﾄｳ  ﾉﾘﾔｽ

⼤大阪府

⼤大東市サイクルロードクラブ

7071 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

松前  祐⼀一  様

ﾏﾂﾏｴ  ﾕｳｲﾁ

愛知県

7072 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

⻫斉藤  忠義  様

ｻｲﾄｳ  ﾀﾀﾞﾖｼ

⼤大阪府

7073 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

⼤大澤  ⼆二郎郎  様

ｵｵｻﾜ  ｼﾞﾛｳ

愛知県

7074 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

⾦金金井  俊和  様

ｶﾅｲ  ﾄｼｶｽﾞ

静岡県

7075 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

江頭  慎治  様

ｴｶﾞｼﾗ  ｼﾝｼﾞ

愛知県

7076 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

⼤大平  武久  様

ｵｵﾋﾗ  ﾀｹﾋｻ

⼤大阪府

7077 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

妹尾  浩司  様

ｾﾉｵ  ｺｳｼﾞ

三重県

JSRメビウス

7078 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

草加  修司  様

ｸｻｶ  ｼｭｳｼﾞ

滋賀県

Ｔ・Ａ・Ｋ 　彦根

7079 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

⼭山元  啓⼀一郎郎  様

ﾔﾏﾓﾄ  ｹｲｲﾁﾛｳ

⼤大阪府

7080 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

桝⽥田  幹男  様

ﾏｽﾀﾞ  ﾐｷｵ

⼤大阪府

7081 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

柴⽥田  茂則  様

ｼﾊﾞﾀ  ｼｹﾞﾉﾘ

愛知県

7082 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

瀬⼾戸  信之  様

ｾﾄ  ﾉﾌﾞﾕｷ

京都府

7083 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

奥野  倫倫也  様

ｵｸﾉ  ﾄﾓﾔ

愛知県

7084 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

⼤大野  茂樹  様

ｵｵﾉ  ｼｹﾞｷ

愛知県

Beach  Cabagnolo10%  AICHI

7085 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

岩井  真哉  様

ｲﾜｲ  ｼﾝﾔ

⼤大阪府

Ｔeam  Bandits

7086 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

⽊木下  泰⼀一  様

ｷﾉｼﾀ  ﾀｲﾁ

⼤大阪府

北北摂すからと〜～れ

7087 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

⺒巳波  ⼀一郎郎  様

ﾐﾅﾐ  ｲﾁﾛｳ

奈奈良良県

EuroWorks

7088 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

桐村  寛  様

ｷﾘﾑﾗ  ﾋﾛｼ

滋賀県

チームびわこぐま

7089 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

安藤  吉朗  様

ｱﾝﾄﾞｳ  ﾖｼﾛｳ

岐⾩阜県

Team春堂

7090 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

⽯石原  直⼈人  様

ｲｼﾊﾗ  ﾅｵﾋﾄ

岐⾩阜県

7091 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

神⼭山  亮亮  様

ｺｳﾔﾏ  ﾘｮｳ

滋賀県

7092 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

⽥田辺  徹  様

ﾀﾅﾍﾞ  ﾄｵﾙ

⼤大阪府

7093 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

紺  利利宏  様

ｺﾝ  ﾄｼﾋﾛ

滋賀県

サイクルロードエイト

7094 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

横江  伸⼆二  様

ﾖｺｴ  ｼﾝｼﾞ

愛知県

Cycring@earth

7095 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

吉丸  清武  様

ﾖｼﾏﾙ  ｷﾖﾀｹ

兵庫県

7096 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

広津  考治  様

ﾋﾛﾂ  ｺｳｼﾞ

⽯石川県

7097 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

⻘青⽊木  善郎郎  様

ｱｵｷ  ﾖｼｵ

⼤大阪府

TRAP

7098 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

⻄西村  隆夫  様

ﾆｼﾑﾗ  ﾀｶｵ

三重県

⻄西村家

7099 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

⼩小⼭山  桂⼀一  様

ｺﾔﾏ  ｹｲｲﾁ

愛知県

Teamイシマキ

7100 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

作⽥田  康久  様

ｻｸﾀﾞ  ﾔｽﾋｻ

愛知県

⽇日⾞車車レーシング

サニーサイド

ゆるポタレーシング

桝⽥田

ダイキンレーシング

種⽬目名

参加者

参加者（カナ）

都道府県

チーム名

7101 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

⽯石川  隆志  様

ｲｼｶﾜ  ﾀｶｼ

愛知県

カプリスセレクト

7102 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

森  昌仁  様

ﾓﾘ  ﾏｻﾋﾄ

⼤大阪府

チームM&Y

7103 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

中⾥里里  利利之  様

ﾅｶｻﾞﾄ  ﾄｼﾕｷ

埼⽟玉県

7104 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

⼤大澤  茂  様

ｵｵｻﾜ  ｼｹﾞﾙ

三重県

7105 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

榊原  清彰  様

ｻｶｷﾊﾞﾗ  ｷﾖｱｷ

愛知県

7106 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

⾼高橋  賢⼆二  様

ﾀｶﾊｼ  ｹﾝｼﾞ

徳島県

7107 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

百合  寛  様

ﾕﾘ  ﾋﾛｼ

福井県

7108 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

藤本  広⼀一  様

ﾌｼﾞﾓﾄ  ｺｳｲﾁ

福岡県

7109 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

⼤大江  恒男  様

ｵｵｴ  ﾂﾈｵ

岐⾩阜県

7110 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

宇⽥田  徹  様

ｳﾀﾞ  ﾄｵﾙ

⼤大阪府

7111 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

⼋八⽊木  義和  様

ﾔｷﾞ  ﾖｼｶｽﾞ

愛知県

7112 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

⼭山本  哲也  様

ﾔﾏﾓﾄ  ﾃﾂﾔ

三重県

7113 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

村林林  篤  様

ﾑﾗﾊﾞﾔｼ  ｱﾂｼ

⼤大阪府

7114 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

渋⾕谷  和久  様

ｼﾌﾞﾔ  ｶｽﾞﾋｻ

三重県

ウイルソンサイクル 　ザ・ブレイカーズ

7115 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

柏⽊木  正⼈人  様

ｶｼﾜｷﾞ  ﾏｻﾄ

⼤大阪府

CSKレーシングクラブ

7116 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

⼭山⼝口  保彦  様

ﾔﾏｸﾞﾁ  ﾔｽﾋｺ

⼤大阪府

Team 　Speed

7117 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

⼋八⽊木  圭⼀一朗  様

ﾔｷﾞ  ｹｲｲﾁﾛｳ

⽯石川県

ラブミーテンダー

7118 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

⼟土岐  忍  様

ﾄﾞｷ  ｼﾉﾌﾞ

⼤大阪府

ﾁｰﾑｻﾆｰｻｲﾄﾞ

7119 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

⽊木村  亮亮  様

ｷﾑﾗ  ﾘｮｳ

奈奈良良県

橿原wado

7120 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

⽯石原  ⼀一成  様

ｲｼﾊﾗ  ｶｽﾞﾅﾘ

愛知県

7121 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

池⽥田  慶三  様

ｲｹﾀﾞ  ｹｲｿﾞｳ

⼤大阪府

7122 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

兼⼦子  輝⼰己  様

ｶﾈｺ  ﾃﾙｷ

兵庫県

7123 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

加藤  直治  様

ｶﾄｳ  ﾅｵﾊﾙ

愛知県

7124 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

伊藤  雄介  様

ｲﾄｳ  ﾕｳｽｹ

愛知県

いとう内科クリニックRT

7125 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

上川  芳弘  様

ｳｴｶﾜ  ﾖｼﾋﾛ

三重県

WilsonCycle  Breakers

7126 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

上坂  透  様

ｺｳｻｶ  ﾄｵﾙ

滋賀県

⼀一条アルチメイトファクトリー京都

7127 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

森岡  靖雄  様

ﾓﾘｵｶ  ﾔｽｵ

兵庫県

参⾺馬⼒力力半

7128 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

佐藤  賢治  様

ｻﾄｳ  ｹﾝｼﾞ

⼤大阪府

Team  RSO

7129 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

⻄西川  幸伸  様

ﾆｼｶﾜ  ﾕｷﾉﾌﾞ

三重県

あくりる家

7130 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

⽟玉井  輝久  様

ﾀﾏｲ  ﾃﾙﾋｻ

⼤大阪府

ｔｕｂｉ

7131 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

⽔水野  賢司  様

ﾐｽﾞﾉ  ｹﾝｼﾞ

静岡県

TWO  CYCLE

7132 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

安部  昌男  様

ｱﾍﾞ  ﾏｻｵ

兵庫県

7133 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

富⽥田  重之  様

ﾄﾐﾀ  ｼｹﾞﾕｷ

⽯石川県

7134 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

若若⼭山  則⼈人  様

ﾜｶﾔﾏ  ﾉﾘﾋﾄ

⼤大阪府

つうばいつう

7135 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

⽊木村  昇  様

ｷﾑﾗ  ﾉﾎﾞﾙ

⽯石川県

トンデモクラブ

7136 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

瀧澤  俊樹  様

ﾀｷｻﾞﾜ  ﾄｼｷ

愛知県

名古屋サイクルフレンズ

7137 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

福⽥田  和重  様

ﾌｸﾀ  ｶｽﾞｼｹﾞ

愛知県

7138 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

倉橋  孝明  様

ｸﾗﾊｼ  ﾀｶｱｷ

愛知県

7139 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

安⽥田  克⼰己  様

ﾔｽﾀﾞ  ｶﾂﾐ

三重県

7140 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

川⼝口  克彦  様

ｶﾜｸﾞﾁ  ｶﾂﾋｺ

滋賀県

フカダマジリング

7141 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

引地  秀司  様

ﾋｷﾁ  ﾋﾃﾞｼ

三重県

志摩サイクリングチーム

7142 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

岡  央  様

ｵｶ  ﾅｶﾊﾞ

岐⾩阜県

チームMRK

7143 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

新⽥田  昌⼰己  様

ﾆｯﾀ  ﾏｻﾐ

京都府

Euro-‐‑‒Works

7144 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

清瀬  雅司  様

ｷﾖｾ  ﾏｻｼ

岐⾩阜県

7145 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

村川  達也  様

ﾑﾗｶﾜ  ﾀﾂﾔ

兵庫県

7146 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

福本  裕司  様

ﾌｸﾓﾄ  ﾕｳｼﾞ

愛知県

7147 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

藤⽥田  英⼆二  様

ﾌｼﾞﾀ  ｴｲｼﾞ

岐⾩阜県

7148 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

⽶米⼭山  勉  様

ﾖﾈﾔﾏ  ﾂﾄﾑ

愛知県

7149 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

岡⽥田  学  様

ｵｶﾀﾞ  ﾏﾅﾌﾞ

⼤大阪府

7150 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

⼤大場  英幸  様

ｵｵﾊﾞ  ﾋﾃﾞﾕｷ

⼤大阪府

⼤大産⼤大CC．OB
オオカ〜～ラ 　ヒルクライマーズ

OLP兵庫

ターミネーターＲＴ

アトミック出前迅速

TeamNearer

TeamRED'S

種⽬目名

参加者

参加者（カナ）

都道府県

チーム名

7151 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

新⾕谷  隆史  様

ｼﾝﾀﾆ  ﾀｶﾌﾐ

愛知県

TAM  Racing

7152 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

岩⽉月  ⽇日出男  様

ｲﾜﾂｷ  ﾋﾃﾞｵ

愛知県

TEAM 　FRONTERA

7153 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

杉浦  正  様

ｽｷﾞｳﾗ  ﾀﾀﾞｼ

愛知県

JTEKT

7154 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

岡崎  寿美雄  様

ｵｶｻﾞｷ  ｽﾐｵ

京都府

7155 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

⼭山下  登志雄  様

ﾔﾏｼﾀ  ﾄｼｵ

京都府

URIBOUZ

7156 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

阿部  晃⼠士  様

ｱﾍﾞ  ｺｳｼﾞ

兵庫県

Sｕｍａ 　Cｏａｓｔ 　Sｉｄｅ

7157 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

久永  康宏  様

ﾋｻﾅｶﾞ  ﾔｽﾋﾛ

岐⾩阜県

7158 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

荒  修  様

ｱﾗ  ｵｻﾑ

兵庫県

7159 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

清⽔水  達彦  様

ｼﾐｽﾞ  ﾀﾂﾋｺ

岐⾩阜県

TEAM-‐‑‒HAKE

7160 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

⽔水成  若若夫  様

ﾐｽﾞﾅﾘ  ﾜｶｵ

兵庫県

トラクターRC

7161 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

新⾕谷  和洋  様

ｼﾝﾀﾆ  ｶｽﾞﾋﾛ

静岡県

Team  Kevin

7162 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

寺川  信⼀一  様

ﾃﾗｶﾜ  ｼﾝｲﾁ

京都府

ＰＲＥＳＴＯ

7163 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

稲垣  正司  様

ｲﾅｶﾞｷ  ｼｮｳｼﾞ

愛知県

7164 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

堤  慎⼀一郎郎  様

ﾂﾂﾐ  ｼﾝｲﾁﾛｳ

三重県

志摩サイクリングクラブ

7165 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

留留永  克⼰己  様

ﾄﾒﾅｶﾞ  ｶﾂﾐ

三重県

TEAM-‐‑‒NISHIKAWA

7166 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

川野  秀雄  様

ｶﾜﾉ  ﾋﾃﾞｵ

⼤大阪府

PCサイクルクラブ 　ひろちゃん

7167 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

⼤大⽥田  慎⼀一  様

ｵｵﾀ  ｼﾝｲﾁ

静岡県

ミソノイRT

7168 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

中村  昌弘  様

ﾅｶﾑﾗ  ﾏｻﾋﾛ

京都府

チームポッポ

7169 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

⼤大宮  正紀  様

ｵｵﾐﾔ  ﾏｻﾉﾘ

愛知県

we  wilier

7170 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

本井  慶⼀一  様

ﾓﾄｲ  ｹｲｲﾁ

岡⼭山県

チーム東島⽥田

7171 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

福⽥田  孝彦  様

ﾌｸﾀﾞ  ﾀｶﾋｺ

⿃鳥取県

ShoLow's

7172 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

國本  喜和  様

ｸﾆﾓﾄ  ﾖｼｶｽﾞ

兵庫県

チームぐるぐる

7173 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

⼤大⻄西  喜代利利  様

ｵｵﾆｼ  ｷﾖﾄｼ

滋賀県

FUKADA 　まじりんぐ

7174 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

⼭山岡  秀樹  様

ﾔﾏｵｶ  ﾋﾃﾞｷ

⼤大阪府

7175 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

五島  靖導  様

ｺﾞｼﾏ  ﾔｽﾐﾁ

岐⾩阜県

チーム 　円

7176 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

川⼝口  利利典  様

ｶﾜｸﾞﾁ  ﾄｼﾉﾘ

愛知県

川⼝口建築⼯工房

7177 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

⼤大久保  嘉和  様

ｵｵｸﾎﾞ  ﾖｼｶｽﾞ

岐⾩阜県

チーム 　ラピュタ

7178 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

⻘青⽊木  明夫  様

ｱｵｷ  ｱｷｵ

⼤大阪府

7179 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

静間  達則  様

ｼｽﾞﾏ  ﾀﾂﾉﾘ

愛知県

7180 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

松澤  秀昭  様

ﾏﾂｻﾜ  ﾋﾃﾞｱｷ

岐⾩阜県

7181 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

南野  ⽴立立志  様

ﾐﾅﾐﾉ  ﾀﾂｼ

⽯石川県

7182 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

⾐衣川  登志之  様

ｷﾇｶﾜ  ﾄｼﾕｷ

愛知県

7183 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

藤⽥田  学  様

ﾌｼﾞﾀ  ﾏﾅﾌﾞ

岐⾩阜県

7184 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

藤原  ⼀一成  様

ﾌｼﾞﾜﾗ  ｶｽﾞﾅﾘ

愛知県

7185 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

横⼿手  宏彰  様

ﾖｺﾃ  ﾋﾛｱｷ

⼤大阪府

北北摂すからと〜～れ

7186 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

⼤大橋  功⼀一郎郎  様

ｵｵﾊｼ  ｺｳｲﾁﾛｳ

岐⾩阜県

チームみずまんじゅう

7187 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

⽯石⽥田  公司  様

ｲｼﾀﾞ  ｺｳｼﾞ

滋賀県

7188 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

⻲亀⽥田  光⼆二  様

ｶﾒﾀﾞ  ｺｳｼﾞ

⼤大阪府

el  infinite

7189 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

瀧⼭山  純平  様

ﾀｷﾔﾏ  ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ

滋賀県

TEAM  FANTASISTA

7190 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

宮本  孝司  様

ﾐﾔﾓﾄ  ｺｳｼﾞ

福井県

7191 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

眞野  浩孝  様

ﾏﾉ  ﾋﾛﾀｶ

愛知県

GGT-‐‑‒true

7192 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

藤⽥田  久司  様

ﾌｼﾞﾀ  ﾋｻｼ

愛知県

CARO  SPORT

7193 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

⼩小林林  ⼀一彦  様

ｺﾊﾞﾔｼ  ｶｽﾞﾋｺ

愛知県

いとう内科クリニックRT

7194 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

出⼝口  将之  様

ﾃﾞｸﾞﾁ  ﾏｻﾕｷ

⼤大阪府

tre  acciaro

7195 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

細井  隆  様

ﾎｿｲ  ﾀｶｼ

京都府

サイボーグ009

7196 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

荒⽊木  伸  様

ｱﾗｷ  ﾉﾎﾞﾙ

愛知県

7197 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

徳⽥田  則幸  様

ﾄｸﾀﾞ  ﾉﾘﾕｷ

奈奈良良県

7198 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

辻  陽光  様

ﾂｼﾞ  ﾊﾙﾋｺ

愛知県

7199 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

松葉葉  道彦  様

ﾏﾂﾊﾞ  ﾐﾁﾋｺ

⼤大阪府

7200 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

荒⽥田  治彦  様

ｱﾗﾀ  ﾊﾙﾋｺ

愛知県

エムテクノ
シミズサイクル

今⽇日はこの位にしといたろぅ

ミツカンヘトヘトクラブ

種⽬目名

参加者

参加者（カナ）

都道府県

チーム名

7201 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

久保⽥田  徹  様

ｸﾎﾞﾀ  ﾄｵﾙ

岐⾩阜県

チーム⽔水まんじゅう

7202 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

藤岡  毅  様

ﾌｼﾞｵｶ  ﾂﾖｼ

広島県

Wild  Pigs

7203 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

野村  正  様

ﾉﾑﾗ  ﾀﾀﾞｼ

⼤大阪府

7204 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

久世  裕久  様

ｸｾﾞ  ﾋﾛﾋｻ

京都府

7205 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

上森  健治  様

ｳｴﾓﾘ  ｹﾝｼﾞ

奈奈良良県

7206 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

頭井  与志範  様

ｽﾞｲ  ﾖｼﾉﾘ

兵庫県

7207 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

中江  健⼆二  様

ﾅｶｴ  ｹﾝｼﾞ

滋賀県

7208 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

⽔水⾕谷  実  様

ﾐｽﾞﾀﾆ  ﾐﾉﾙ

三重県

7209 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

佐藤  暁洋  様

ｻﾄｳ  ｱｷﾋﾛ

⼤大阪府

7210 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

吉野  信治  様

ﾖｼﾉ  ｼﾝｼﾞ

兵庫県

7211 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

楠  健司  様

ｸｽﾉｷ  ｹﾝｼﾞ

京都府

PRESTO

7212 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

⼟土居  誠治  様

ﾄﾞｲ  ｾｲｼﾞ

⼤大阪府

tre  accicro

7213 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

宇野  英威  様

ｳﾉ  ﾋﾃﾞﾀｹ

静岡県

7214 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

村⽥田  重雄  様

ﾑﾗﾀ  ｼｹﾞｵ

兵庫県

7215 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

⽶米⽥田  純仁  様

ﾖﾈﾀﾞ  ｼﾞｭﾝｼﾞ

兵庫県

yayac

7216 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

篠原  雅嗣  様

ｼﾉﾊﾗ  ﾏｻﾂｸﾞ

⼤大阪府

Team  スクアドラ

7217 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

⾼高松  弘樹  様

ﾀｶﾏﾂ  ﾋﾛｷ

⼤大阪府

EuroWorks-‐‑‒Scuderia  Colnago

7218 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

正⽊木  智之  様

ﾏｻｷ  ﾄｼﾕｷ

愛知県

マサキ 　トシユキ

7219 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

与北北  奈奈須夫  様

ﾖｷﾀ  ﾅｽｵ

⼤大阪府

CSK

7220 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

和⽥田  美好  様

ﾜﾀﾞ  ﾐﾖｼ

岐⾩阜県

7221 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

後藤  優和  様

ｺﾞﾄｳ  ﾏｻｶｽﾞ

岐⾩阜県

7222 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

福島  豊司  様

ﾌｸｼﾏ  ﾄﾖｼﾞ

愛知県

Team  TRACON

7223 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

稲吉  裕章  様

ｲﾅﾖｼ  ﾋﾛｱｷ

愛知県

サイクルマスター

7224 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

⽥田辺  勝之  様

ﾀﾅﾍﾞ  ﾏｻﾕｷ

岐⾩阜県

⼤大垣ピストンズ

7225 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

清⽔水  勝也  様

ｼﾐｽﾞ  ｶﾂﾔ

滋賀県

⼤大垣ピストンズ

7226 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

柘植  稔久  様

ﾂｹﾞ  ﾄｼﾋｻ

愛知県

7227 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

伊部  宏之  様

ｲﾍﾞ  ﾋﾛﾕｷ

滋賀県

やんちゃり

7228 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

吉岡  勉  様

ﾖｼｵｶ  ﾂﾄﾑ

⿃鳥取県

ShoLow's

7229 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

村地  昭彦  様

ﾑﾗﾁ  ｱｷﾋｺ

滋賀県

MMR  630

7230 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

遠藤  哲也  様

ｴﾝﾄﾞｳ  ﾃﾂﾔ

三重県

7231 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

⽯石本  俊明  様

ｲｼﾓﾄ  ﾄｼｱｷ

岐⾩阜県

7232 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

安⽥田  寛  様

ﾔｽﾀﾞ  ﾋﾛｼ

⼤大阪府

Team  META  MINT

7233 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

福井  俊明  様

ﾌｸｲ  ﾄｼｱｷ

愛知県

クエスト⽇日進

7234 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

佐藤  孝治  様

ｻﾄｳ  ｺｳｼﾞ

神奈奈川県

team  RR

7235 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

森  由紀夫  様

ﾓﾘ  ﾕｷｵ

⼤大阪府

7236 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

⽚片⼭山  昇  様

ｶﾀﾔﾏ  ﾉﾎﾞﾙ

愛知県

7237 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

三宅宅  正⼀一  様

ﾐﾔｹ  ｼｮｳｲﾁ

兵庫県

7238 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

浅⽥田  雅彦  様

ｱｻﾀﾞ  ﾏｻﾋｺ

⼤大阪府

7239 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

⼭山⽥田  唯史  様

ﾔﾏﾀﾞ  ﾀﾀﾞｼ

⼤大阪府

7240 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

吉⽥田  憲治  様

ﾖｼﾀﾞ  ｹﾝｼﾞ

岐⾩阜県

7241 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

瀧⽥田  清司  様

ﾀｷﾀﾞ  ｷﾖｼ

⽯石川県

7242 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

⼭山根  正陽  様

ﾔﾏﾈ  ﾏｻﾊﾙ

⼤大阪府

7243 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

和島  恭⼠士郎郎  様

ﾜｼﾞﾏ  ｷｮｳｼﾛｳ

京都府

レグルス

7244 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

花房  雅冬  様

ﾊﾅﾌｻ  ﾏｻﾌﾕ

愛知県

スナップオン花房

7245 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

⼭山⻄西  誠  様

ﾔﾏﾆｼ  ﾏｺﾄ

富⼭山県

7246 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

⼭山内  真樹  様

ﾔﾏｳﾁ  ﾏｷ

京都府

Ｐ－１くらぶ  ⾃自転⾞車車部

7247 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

安藤  勝治  様

ｱﾝﾄﾞｳ  ｶﾂｼﾞ

岐⾩阜県

MINOURA⼤大垣レーシング

7248 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

上⼈人  正  様

ｼﾞｮｳﾆﾝ  ﾀﾀﾞｼ

⼤大阪府

Team  Dontiti

7249 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

英  順⼀一郎郎  様

ﾊﾅﾌｻ  ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ

三重県

sakai★racing

7250 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

松岡  右典  様

ﾏﾂｵｶ  ｱｷﾉﾘ

兵庫県

チーム闇⾛走〜～2013

SUPER  TOMY

AKK  5

TEAM  KATAYAMA

⼀一番☆星

種⽬目名

参加者

参加者（カナ）

都道府県

チーム名

7251 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

島⽥田  昌茂  様

ｼﾏﾀﾞ  ﾏｻｼｹﾞ

兵庫県

チームみずまんじゅう

7252 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

⻄西  忠夫  様

ﾆｼ  ﾀﾀﾞｵ

⼤大阪府

つうばいつうレーシング

7253 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

塩⼊入  健児  様

ｼｵｲﾘ  ｹﾝｼﾞ

静岡県

RECING 　LITES 　HAMAMATSU

7254 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

橋本  章宏  様

ﾊｼﾓﾄ  ｱｷﾋﾛ

京都府

ootu-‐‑‒hikarukunn

7255 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

⻘青井  潔  様

ｱｵｲ  ｷﾖｼ

愛知県

カプリス

7256 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

稲⼭山  勝義  様

ｲﾅﾔﾏ  ｶﾂﾖｼ

愛知県

7257 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

吉⽥田  ⻯竜⼆二  様

ﾖｼﾀﾞ  ﾘｭｳｼﾞ

⼤大阪府

コスミック

7258 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

松尾  幸⼆二  様

ﾏﾂｵ  ｺｳｼﾞ

愛知県

サイクルマスター

7259 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

⼩小坂  亨嘉  様

ｺｻｶ  ｺｳｶ

愛知県

7260 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

柴⽥田  幸広  様

ｼﾊﾞﾀ  ﾕｷﾋﾛ

愛知県

csa

7261 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

⼭山⽥田  久義  様

ﾔﾏﾀﾞ  ﾋｻﾖｼ

⼤大阪府

SUPER  TOMY

7262 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

早野  徹  様

ﾊﾔﾉ  ﾄｵﾙ

⼤大阪府

AVEL

7263 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

⼭山岡  政⼰己  様

ﾔﾏｵｶ  ﾏｻﾐ

滋賀県

トーチャンズ

7264 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

泉  功  様

ｲｽﾞﾐ  ｲｻｵ

⽯石川県

7265 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

⼤大河内  ⼆二郎郎  様

ｵｵｺｳﾁ  ｼﾞﾛｳ

奈奈良良県

シルクロード

7266 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

松本  英明  様

ﾏﾂﾓﾄ  ﾋﾃﾞｱｷ

⼤大阪府

シンコーポレーション頼国

7267 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

河合  盾⼀一郎郎  様

ｶﾜｲ  ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ

愛知県

7268 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

庄司  剛  様

ｼｮｳｼﾞ  ｺﾞｳ

三重県

7269 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

牧野  ⼀一登  様

ﾏｷﾉ  ｶｽﾞﾄ

兵庫県

7270 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

松崎  正則  様

ﾏﾂｻﾞｷ  ﾏｻﾉﾘ

京都府

7271 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

⼭山⽊木  将司  様

ﾔﾏｷ  ｼｮｳｼﾞ

兵庫県

7272 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

船本  俊彦  様

ﾌﾅﾓﾄ  ﾄｼﾋｺ

⼤大阪府

team 　toools

7273 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

⼩小林林  理理彦  様

ｺﾊﾞﾔｼ  ﾐﾁﾋｺ

⼤大阪府

Ｔｅａｍ 　Ｓｐｅｅｄ

7274 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

安達  実  様

ｱﾀﾞﾁ  ﾐﾉﾙ

愛知県

7275 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

藤原  広太郎郎  様

ﾌｼﾞﾜﾗ  ｺｳﾀﾛｳ

⼤大阪府

7276 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

中⻄西  幸弘  様

ﾅｶﾆｼ  ﾕｷｵﾋﾛ

愛知県

7277 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

⻑⾧長  克三  様

ｵｻ  ｶﾂﾐ

滋賀県

サイクルロード８と168⾃自転⾞車車部

7278 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

⾕谷先  慎⼀一  様

ﾀﾆｻｷ  ｼﾝｲﾁ

滋賀県

168⾃自転⾞車車部

7279 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

上⽥田  全彦  様

ｳｴﾀﾞ  ﾏｻﾋｺ

⼤大阪府

7280 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

⽥田中  稔  様

ﾀﾅｶ  ﾐﾉﾙ

滋賀県

7281 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

⻄西本  尚弘  様

ﾆｼﾓﾄ  ﾀｶﾋﾛ

京都府

7282 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

⼤大澤  謙治  様

ｵｵｻﾜ  ｹﾝｼﾞ

⼤大阪府

7283 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

直原  ⼀一典  様

ｼﾞｷﾊﾗ  ｶｽﾞﾉﾘ

滋賀県

チームOSM

7284 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

伊藤  正彦  様

ｲﾄｳ  ﾏｻﾋｺ

三重県

OJ-‐‑‒DREAM

7285 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

堤  達彦  様

ﾂﾂﾐ  ﾀﾂﾋｺ

三重県

7286 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

辻内  明久  様

ﾂｼﾞｳﾁ  ｱｷﾋｻ

奈奈良良県

excelsior

7287 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

深津  ⼀一樹  様

ﾌｶﾂ  ｶｽﾞｷ

愛知県

チームまるいち

7288 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

榊原  学  様

ｻｶｷﾊﾞﾗ  ﾏﾅﾌﾞ

愛知県

TEAM03

ｺﾝﾄﾞｳ  ﾄﾓﾋｺ

⼤大阪府

ステラ

7289 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

TUFFSTUFF 　タフスタッフ

北北摂すからと〜～れ

7290 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

中⾕谷  順紀  様

ﾅｶﾀﾆ  ﾖｼﾉﾘ

兵庫県

チ－ムPFL

7291 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

⼤大⽊木  重幸  様

ｵｵｷ  ｼｹﾞﾕｷ

愛知県

team  RR

7292 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

⾓角屋  裕  様

ｶﾄﾞﾔ  ﾕﾀｶ

⼤大阪府

つうばいつうＲ

7293 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

中上  伸⼀一  様

ﾅｶｶﾞﾐ  ｼﾝｲﾁ

岐⾩阜県

7294 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

岡⽥田  慎⼆二  様

ｵｶﾀﾞ  ｼﾝｼﾞ

⼤大阪府

7295 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

⼤大⻄西  英之  様

ｵｵﾆｼ  ﾋﾃﾞﾕｷ

兵庫県

リブロング神⼾戸

7296 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

川畑  亮亮⼈人  様

ｶﾜﾊﾞﾀ  ｱｷﾄ

兵庫県

TUFFSTUFF 　タフスタッフ

7297 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

⿅鹿鹿野  範雄  様

ｼｶﾉ  ﾉﾘｵ

岐⾩阜県

7298 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

松川  洋治  様

ﾏﾂｶﾜ  ﾖｳｼﾞ

福井県

7299 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

保⼭山  耕⼀一  様

ﾎｻﾞﾝ  ｺｳｲﾁ

奈奈良良県

BEACH

7300 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

得津  公義  様

ﾄｸﾂ  ｷﾐﾖｼ

⼤大阪府

北北摂すからと〜～れ

種⽬目名

参加者

参加者（カナ）

都道府県

チーム名

7301 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

渡辺  幸三  様

ﾜﾀﾅﾍﾞ  ｺｳｿﾞｳ

⼤大阪府

K-‐‑‒Works

7302 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

磯部  正隆  様

ｲｿﾍﾞ  ﾏｻﾀｶ

静岡県

7303 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

重崎  達⼈人  様

ｼｹﾞｻﾞｷ  ﾀﾂﾄ

⼤大阪府

7304 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

増⽥田  敬雅  様

ﾏｽﾀﾞ  ﾀｶﾏｻ

愛知県

RIPPLE

7305 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

⽯石津  毅  様

ｲｼﾂﾞ  ﾂﾖｼ

滋賀県

チームびわこぐま

7306 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

塚⼝口  信⾏行行  様

ﾂｶｸﾞﾁ  ﾉﾌﾞﾕｷ

京都府

グレートアンカーマン

7307 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

株⽥田  和彦  様

ｶﾌﾞﾀ  ｶｽﾞﾋｺ

福井県

7308 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

植本  輝彦  様

ｳｴﾓﾄ  ﾃﾙﾋｺ

⼤大阪府

7309 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

今川  保美  様

ｲﾏｶﾞﾜ  ﾔｽﾐ

⽯石川県

パワーキック

7310 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

⼭山川  昌也  様

ﾔﾏｶﾜ  ﾏｻﾔ

京都府

TeamTernura

7311 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

五⽊木⽥田  貢⼀一  様

ｺﾞｷﾀ  ｺｳｲﾁ

兵庫県

268  WEDO

7312 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

河瀬  進司  様

ｶﾜｾ  ｼﾝｼﾞ

岐⾩阜県

7313 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

久保  岳夫  様

ｸﾎﾞ  ﾀｹｵ

⼤大阪府

7314 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

河津  健司  様

ｶﾜﾂﾞ  ｹﾝｼﾞ

愛知県

7315 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

⽥田中  康規  様

ﾀﾅｶ  ﾔｽﾉﾘ

奈奈良良県

7316 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

清⽔水  尚武  様

ｼﾐｽﾞ  ﾅｵﾀｹ

兵庫県

ステラシルベスト

7317 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

宮⽥田  哲也  様

ﾐﾔﾀ  ﾃﾂﾔ

⼤大阪府

チーム 　アヴェル

7318 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

床⻄西  功⾄至  様

ﾄｺﾆｼ  ｺｳｼﾞ

徳島県

エンドルフィン

7319 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

芦原  健  様

ｱｼﾊﾗ  ｹﾝ

福井県

（株）芦原楽器 　⾃自転⾞車車部

7320 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

⼾戸川屋  光章  様

ﾄｶﾞﾜﾔ  ﾐﾂｱｷ

⼤大阪府

7321 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

藤原  博之  様

ﾌｼﾞﾜﾗ  ﾋﾛﾕｷ

⼤大阪府

7322 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

菊池  孝信  様

ｷｸﾁ  ﾀｶﾉﾌﾞ

京都府

7323 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

杉⽥田  昭⼈人  様

ｽｷﾞﾀ  ｱｷﾋﾄ

岐⾩阜県

7324 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

⽯石原  正道  様

ｲｼﾊﾗ  ﾏｻﾐﾁ

愛知県

7325 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

⻑⾧長⾕谷川  ⿓龍龍⼀一  様

ﾊｾｶﾞﾜ  ﾘｭｳｲﾁ

愛知県

7326 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

⾼高橋  孝司  様

ﾀｶﾊｼ  ｺｳｼﾞ

京都府

7327 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

中越  繁樹  様

ﾅｶｺﾞｼ  ｼｹﾞｷ

⽯石川県

7328 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

佐藤  和仁  様

ｻﾄｳ  ｶｽﾞﾋﾄ

岐⾩阜県

チームチェブロ中部

7329 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

達野  智史  様

ﾀﾂﾉ  ｻﾄｼ

滋賀県

アヤハディオ

7330 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

林林  雅樹  様

ﾊﾔｼ  ﾏｻｷ

愛知県

浴⾐衣レーシング

7331 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

中⽥田  博之  様

ﾅｶﾀ  ﾋﾛﾕｷ

⽯石川県

トンデモクラブ

7332 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

曾我  幸嗣  様

ｿｶﾞ  ｺｳｼﾞ

静岡県

RACING 　LITES 　HAMAMATSU

7333 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

松原  和也  様

ﾏﾂﾊﾞﾗ  ｶｽﾞﾔ

奈奈良良県

DISTANZA

7334 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

鶴⾒見見  欣久  様

ﾂﾙﾐ  ﾖｼﾋｻ

愛知県

7335 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

萩原  祥⾏行行  様

ﾊｷﾞﾜﾗ  ﾖｼﾕｷ

滋賀県

7336 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

加藤  正伸  様

ｶﾄｳ  ﾏｻﾉﾌﾞ

愛知県

7337 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

藤城  功  様

ﾌｼﾞｷ  ｲｻｵ

愛知県

7338 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

砂⾛走  雄丈  様

ｽﾅﾊｼﾘ  ﾀｹﾋﾛ

⼤大阪府

7339 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

太⽥田  哲郎郎  様

ｵｵﾀ  ﾃﾂﾛｳ

愛知県

7340 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

⼭山本  康則  様

ﾔﾏﾓﾄ  ﾔｽﾉﾘ

⼤大阪府

7341 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

横⼭山  廣司  様

ﾖｺﾔﾏ  ﾋﾛｼ

岐⾩阜県

7342 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

⽶米光  實  様

ﾖﾈﾐﾂ  ﾐﾉﾙ

⼤大阪府

DRCC

7343 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

秋⽉月  幸信  様

ｱｷﾂﾞｷ  ﾕｷﾉﾌﾞ

兵庫県

MRJ

7344 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

中林林  昭雄  様

ﾅｶﾊﾞﾔｼ  ｱｷｵ

⼤大阪府

ステラシルベスト

7345 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

中⾕谷  秀樹  様

ﾅｶﾀﾆ  ﾋﾃﾞｷ

福岡県

クラブパラボラ

7346 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

三宅宅  貴男  様

ﾐﾔｹ  ﾀｶｵ

兵庫県

7347 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

平良良  康義  様

ﾀｲﾗ  ﾔｽﾖｼ

愛知県

7348 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

浦野  雅⾄至  様

ｳﾗﾉ  ﾏｻｼ

愛知県

7349 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

⽥田中  克征  様

ﾀﾅｶ  ｶﾂﾕｷ

愛知県

7350 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

本城  聡  様

ﾎﾝｼﾞｮｳ  ｻﾄｼ

京都府

tubi

カワモト銀輪輪部
浴⾐衣レーシング

お達者予備軍

team  S.O.C

シミズサイクルb

斜⾯面ライダー

種⽬目名

参加者

参加者（カナ）

都道府県

チーム名

7351 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

⽯石⼭山  輝英  様

ｲｼﾔﾏ  ﾃﾙﾋﾃﾞ

⼤大阪府

7352 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

市原  克⺒巳  様

ｲﾁﾊﾗ  ｶﾂﾐ

岐⾩阜県

7353 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

江頭  元  様

ｴｶﾞｼﾗ  ﾊｼﾞﾒ

愛知県

7354 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

⼭山⼝口  宗寛  様

ﾔﾏｸﾞﾁ  ﾑﾈﾋﾛ

⼤大阪府

7355 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

川渕  聡  様

ｶﾜﾌﾞﾁ  ｻﾄｼ

⼤大阪府

7356 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

中⽥田  博之  様

ﾅｶﾀ  ﾋﾛﾕｷ

奈奈良良県

7357 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

吉村  聡  様

ﾖｼﾑﾗ  ｻﾄｼ

⼤大阪府

よっしー

7358 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

⼭山⽥田  卓也  様

ﾔﾏﾀﾞ  ﾀｸﾔ

岐⾩阜県

柳柳⼾戸⼀一番 　⽻羽島レーシング

7359 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

⽥田中  誠⼆二  様

ﾀﾅｶ  ｾｲｼﾞ

和歌⼭山県

7360 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

橋本  真⼀一  様

ﾊｼﾓﾄ  ｼﾝｲﾁ

兵庫県

兵庫県川⻄西市の⾛走ろう会

7361 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

⼾戸河⾥里里  賢⼀一  様

ﾄｶﾞﾘ  ｹﾝｲﾁ

愛知県

ＡＷ

7362 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

久⽥田  健⼆二郎郎  様

ﾋｻﾀﾞ  ｹﾝｼﾞﾛｳ

兵庫県

7363 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

駒⽥田  拓拓也  様

ｺﾏﾀﾞ  ﾀｸﾔ

三重県

7364 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

芳賀  将浩  様

ﾊｶﾞ  ﾏｻﾋﾛ

愛知県

7365 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

織⽥田  裕之  様

ｵﾀﾞ  ﾋﾛﾕｷ

⼤大阪府

7366 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

松葉葉  謙治  様

ﾏﾂﾊﾞ  ｹﾝｼﾞ

愛知県

7367 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

⻄西村  晃  様

ﾆｼﾑﾗ  ｱｷﾗ

兵庫県

7368 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

左京  徹  様

ｻｷｮｳ  ﾄｵﾙ

東京都

7369 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

鵜飼  学  様

ｳｶｲ  ﾏﾅﾌﾞ

三重県

7370 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

酒向  成彦  様

ｻｺｳ  ﾅﾙﾋｺ

岐⾩阜県

7371 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

⻄西村  昌  様

ﾆｼﾑﾗ  ﾏｻﾙ

⽯石川県

7372 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

縄⽥田  久仁夫  様

ﾅﾜﾀ  ｸﾆｵ

愛知県

7373 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

津⽥田  和彦  様

ﾂﾀﾞ  ｶｽﾞﾋｺ

三重県

7374 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

盛岡  豊  様

ﾓﾘｵｶ  ﾕﾀｶ

⼤大阪府

7375 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

三宅宅  哲也  様

ﾐﾔｹ  ﾃﾂﾔ

滋賀県

7376 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

⼩小村  優澄  様

ｺﾑﾗ  ﾏｻｽﾞﾐ

岐⾩阜県

7377 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

妻藤  靖  様

ｻｲﾄｳ  ﾔｽｼ

兵庫県

7378 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

森崎  憲太郎郎  様

ﾓﾘｻｷ  ｹﾝﾀﾛｳ

滋賀県

7379 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

⼤大上  純⼀一  様

ｵｵｳｴ  ｼﾞｭﾝｲﾁ

愛知県

7380 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

河⽅方  哲也  様

ｶﾜｶﾀ  ﾃﾂﾔ

岐⾩阜県

7381 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

井原  志⼆二  様

ｲﾊﾗ  ﾕｷｼﾞ

兵庫県

7382 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

宮崎  孝範  様

ﾐﾔｻﾞｷ  ﾀｶﾉﾘ

奈奈良良県

7383 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

野久  浩児  様

ﾉﾋｻ  ｺｳｼﾞ

岐⾩阜県

7384 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

浜⽥田  健志  様

ﾊﾏﾀﾞ  ｹﾝｼﾞ

⼤大阪府

7385 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

樋⼝口  和寿  様

ﾋｸﾞﾁ  ｶｽﾞﾋｻ

奈奈良良県

7386 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

今井  豊裕  様

ｲﾏｲ  ﾄﾖﾋﾛ

滋賀県

7387 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

樋⼝口  雄⼀一  様

ﾋｸﾞﾁ  ﾕｳｲﾁ

⼤大阪府

7388 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

⽜牛島  孝  様

ｳｼｼﾞﾏ  ﾀｶｼ

三重県

7389 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

藤原  成⼈人  様

ﾌｼﾞﾊﾗ  ﾅﾙﾄ

滋賀県

志摩サイクリングクラブ

7390 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

伊東  ⽂文四郎郎  様

ｲﾄｳ  ﾌﾞﾝｼﾛｳ

兵庫県

個⼈人

7391 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

城ノ内  康  様

ｼﾞｮｳﾉｳﾁ  ﾔｽｼ

愛媛県

SOLD  OUT

7392 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

⽇日野  毅  様

ﾋﾉ  ﾀｹｼ

兵庫県

team  Hi

7393 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

松居  清弘  様

ﾏﾂｲ  ｷﾖﾋﾛ

滋賀県

white  jack

7394 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

⿅鹿鹿瀬  巌  様

ｼｶｾ  ｲﾜｵ

⼤大阪府

Shikase.COM

7395 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

武市  秀樹  様

ﾀｹｲﾁ  ﾋﾃﾞｷ

⼤大阪府

7396 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

松浦  努  様

ﾏﾂｳﾗ  ﾂﾄﾑ

愛知県

7397 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

市⽥田  弘之  様

ｲﾁﾀﾞ  ﾋﾛﾕｷ

滋賀県

7398 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

⻑⾧長⾕谷川  善雄  様

ﾊｾｶﾞﾜ  ﾖｼｵ

愛知県

Mexican  Smile  Racing

7399 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

⽥田中  琢也  様

ﾀﾅｶ  ﾀｸﾔ

三重県

M's  Racing

7400 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

千⽥田  茂  様

ｾﾝﾀﾞ  ｼｹﾞﾙ

愛知県

Bakatorque

チーム加速装置

Little★Biking

Team  HEXA

TEAM  Hi
team  Hi

種⽬目名

参加者

参加者（カナ）

都道府県

チーム名

7401 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

松井  秀之  様

ﾏﾂｲ  ﾋﾃﾞﾕｷ

滋賀県

7402 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

福岡  哉  様

ﾌｸｵｶ  ﾊｼﾞﾒ

愛知県

7403 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

姉崎  哲  様

ｱﾈｻﾞｷ  ｻﾄｼ

愛知県

7404 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

河⽥田  武  様

ｶﾜﾀ  ﾀｹｼ

三重県

7405 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

新美  浩史  様

ﾆｲﾐ  ﾋﾛｼ

愛知県

7406 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

穐本  登志和  様

ｱｷﾓﾄ  ﾄｼｶｽﾞ

⼤大阪府

7407 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

村⽥田  正樹  様

ﾑﾗﾀ  ﾏｻｷ

滋賀県

7408 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

加藤  茂樹  様

ｶﾄｳ  ｼｹﾞｷ

愛知県

7409 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

清⽔水  則幸  様

ｼﾐｽﾞ  ﾉﾘﾕｷ

愛知県

7410 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

北北沢  祥⼀一  様

ｷﾀｻﾞﾜ  ｼｮｳｲﾁ

兵庫県

7411 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

三代  克彦  様

ﾐｼﾛ  ｶﾂﾋｺ

兵庫県

ヤマシゲ武庫川やっほー

7412 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

吾妻  健夫  様

ｱﾂﾞﾏ  ﾀｹｵ

京都府

Bicycle  Color

7413 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

⼭山⼝口  直樹  様

ﾔﾏｸﾞﾁ  ﾅｵｷ

⼤大阪府

Tｅａｍ－ＲＳＯ

7414 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

松島  貴史  様

ﾏﾂｼﾏ  ﾀｶｼ

奈奈良良県

松島家

7415 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

池野  忠洋  様

ｲｹﾉ  ﾀﾀﾞﾋﾛ

滋賀県

7416 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

吉⽥田  康彦  様

ﾖｼﾀﾞ  ﾔｽﾋｺ

愛知県

名交⾃自転⾞車車部

7417 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

⼟土井  啓  様

ﾄﾞｲ  ｹｲ

愛知県

Baka  Torque

7418 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

徳⼭山  寿夫  様

ﾄｸﾔﾏ  ﾄｼｵ

⼤大阪府

7419 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

伊藤  明広  様

ｲﾄｳ  ｱｷﾋﾛ

愛知県

7420 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

寺⼭山  和宏  様

ﾃﾗﾔﾏ  ｶｽﾞﾋﾛ

兵庫県

7421 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

松尾  茂男  様

ﾏﾂｵ  ｼｹﾞｵ

奈奈良良県

EURO-‐‑‒WORKS  Racing

7422 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

冨澤  健三  様

ﾄﾐｻﾞﾜ  ｹﾝｿﾞｳ

⼤大阪府

チームi

7423 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

川勝  誠  様

ｶﾜｶﾂ  ﾏｺﾄ

京都府

7424 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

内藤  芳嗣  様

ﾅｲﾄｳ  ﾖｼﾂｸﾞ

滋賀県

チームPOX

7425 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

有賀  照晃  様

ｱﾘｶﾞ  ﾃﾙｱｷ

愛知県

TEAM  MIEIMIEI

7426 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

⼤大橋  博⽂文  様

ｵｵﾊｼ  ﾋﾛﾌﾐ

岐⾩阜県

7427 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

⽵竹中  信也  様

ﾀｹﾅｶ  ｼﾝﾔ

京都府

チームオートアンドハウス

7428 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

雑賀  保彦  様

ｻｲｶﾞ  ﾔｽﾋｺ

⼤大阪府

team  Arcturus

7429 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

加藤 　  泰  様

ｶﾄｳ  ﾔｽｼ

三重県

7430 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

福⼭山  芳⽣生  様

ﾌｸﾔﾏ  ﾖｼｵ

兵庫県

7431 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

栗栗⼭山  健  様

ｸﾘﾔﾏ  ｹﾝ

⼤大阪府

7432 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

渡邊  健司  様

ﾜﾀﾅﾍﾞ  ｹﾝｼﾞ

京都府

7433 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

南  潤⼀一郎郎  様

ﾐﾅﾐ  ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ

⼤大阪府

7434 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

⼭山上  智史  様

ﾔﾏｶﾞﾐ  ｻﾄｼ

愛知県

7435 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

⻄西島  広泰  様

ﾆｼｼﾞﾏ  ﾋﾛﾔｽ

京都府

7436 【ROAD】７．男⼦子Ｆ（45歳〜～49歳）

渡辺  平彦  様

ﾜﾀﾅﾍﾞ  ﾄｼﾋｺ

京都府

合計

435

MaruVelo
りんきち

KKS

⾛走れ〜～室

ENDORPHINⅡ

ENDORPHINⅡ

種⽬目名

参加者

参加者（カナ）

都道府県

チーム名

8001 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

畑  正樹  様

ﾊﾀ  ﾏｻｷ

滋賀県

Team  Jack  Knife

8002 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

鈴鈴⽊木  喜代秀  様

ｽｽﾞｷ  ｷﾖﾋﾃﾞ

愛知県

えきcycle

8003 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

⾦金金⽥田  誠次  様

ｶﾅﾀ  ｾｲｼﾞ

京都府

RiseーRT

8004 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

桐村  聡司  様

ｷﾘﾑﾗ  ｻﾄｼ

滋賀県

8005 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

⽥田中  範夫  様

ﾀﾅｶ  ﾉﾘｵ

愛知県

ちゃりんこおやじ

8006 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

冨永  和成  様

ﾄﾐﾅｶﾞ  ｶｽﾞﾅﾘ

三重県

ME-‐‑‒TURBO

8007 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

中村  泰  様

ﾅｶﾑﾗ  ﾀｲ

三重県

teamNCL

8008 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

佐藤  潤也  様

ｻﾄｳ  ｼﾞｭﾝﾔ

愛知県

8009 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

⾺馬場  薫久  様

ﾊﾞﾝﾊﾞ  ｼｹﾞﾋｻ

愛知県

team  HEBE

8010 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

⼟土屋  琢也  様

ﾂﾁﾔ  ﾀｸﾔ

愛知県

⼀一番★星

8011 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

室⽥田  正敏  様

ﾑﾛﾀ  ﾏｻﾄｼ

愛知県

8012 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

⽥田中  孝幸  様

ﾀﾅｶ  ﾀｶﾕｷ

愛知県

8013 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

⽊木多  淳公  様

ｷﾀ  ｱﾂﾏｻ

兵庫県

六六甲ライド＆ライフクラブ

8014 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

川⼝口  伊智朗  様

ｶﾜｸﾞﾁ  ｲﾁﾛｳ

和歌⼭山県

RC:shirahama

8015 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

加藤  喜丈 　  様

ｶﾄｳ  ﾖｼﾀｹ

⼤大阪府

team  スクアドラ

8016 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

⾼高⽥田  博彦  様

ﾀｶﾀﾞ  ﾋﾛﾋｺ

岐⾩阜県

8017 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

三尾  貞夫  様

ﾐｵ  ｻﾀﾞｵ

愛知県

ナチュラル

8018 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

岡本  晶  様

ｵｶﾓﾄ  ｾｲ

愛知県

ATC

8019 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

露露峰  浩⼀一  様

ﾂﾕﾐﾈ  ｺｳｲﾁ

⼤大阪府

ツユマキ

8020 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

速⽔水  瑞穂  様

ﾊﾔﾐｽﾞ  ﾐｽﾞﾎ

岐⾩阜県

8021 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

松原  弘典  様

ﾏﾂﾊﾞﾗ  ｺｳｽｹ

奈奈良良県

8022 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

相⽻羽  昭⼆二  様

ｱｲﾊﾞ  ｼｮｳｼﾞ

愛知県

8023 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

宮本  光則  様

ﾐﾔﾓﾄ  ﾐﾂﾉﾘ

⽯石川県

8024 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

⼤大橋  建夫  様

ｵｵﾊｼ  ﾀﾃｵ

⼤大阪府

8025 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

茂利利  隆俊  様

ﾓｳﾘ  ﾀｶﾄｼ

三重県

8026 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

菱菱川  ⼀一実  様

ﾋｼｶﾜ  ｶｽﾞﾐ

愛知県

8027 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

平井  章夫  様

ﾋﾗｲ  ﾌﾐｵ

奈奈良良県

EURO-‐‑‒WORKS  Racing

8028 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

荻⽥田  勝⼈人  様

ｵｷﾞﾀ  ｶﾂﾋﾄ

奈奈良良県

ぱぱちゃりクラブ

8029 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

槇⽥田  郁男  様

ﾏｷﾀ  ｲｸｵ

奈奈良良県

ぱぱちゃりクラブ

8030 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

仲⾕谷  裕⼰己  様

ﾅｶﾀﾆ  ﾋﾛﾐ

京都府

ぱぱちゃりクラブ

8031 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

⽥田中  博明  様

ﾀﾅｶ  ﾋﾛｱｷ

⾹香川県

⾼高松市⺠民サイクリングクラブ

8032 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

森本  直之  様

ﾓﾘﾓﾄ  ﾅｵﾕｷ

⼤大阪府

8033 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

末松  ⼒力力  様

ｽｴﾏﾂ  ﾁｶﾗ

三重県

Me-‐‑‒Turbo

8034 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

加納  正嗣  様

ｶﾉｳ  ﾏｻﾂｸﾞ

岐⾩阜県

FootWorkR.C.

8035 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

⽥田中  秀樹  様

ﾀﾅｶ  ﾋﾃﾞｷ

愛知県

8036 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

川村  巧  様

ｶﾜﾑﾗ  ﾀｸﾐ

滋賀県

8037 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

市原  誠  様

ｲﾁﾊﾗ  ﾏｺﾄ

静岡県

8038 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

⽋欠端  康夫  様

ｶｹﾊﾀ  ﾔｽｵ

⼤大阪府

8039 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

⼤大杉  成実  様

ｵｵｽｷﾞ  ﾅﾙﾐ

愛知県

8040 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

柴⽥田  仁志  様

ｼﾊﾞﾀ  ﾋﾄｼ

岐⾩阜県

8041 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

寺浦  正晃  様

ﾃﾗｳﾗ  ﾏｻｱｷ

⼤大阪府

8042 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

内⽥田  弘毅  様

ｳﾁﾀﾞ  ｺｳｷ

⼤大阪府

8043 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

津守  信幸  様

ﾂﾓﾘ  ﾉﾌﾞﾕｷ

⼤大阪府

Ｔｅａｍ  Ｓｐｅｅｄ

8044 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

鈴鈴⽊木  政輝  様

ｽｽﾞｷ  ﾏｻｷ

愛知県

TEAM  KAITEI

8045 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

⻘青⽊木  政宏  様

ｱｵｷ  ﾏｻﾋﾛ

愛知県

TEAM  KAITEI

8046 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

吉⽥田  伸幸  様

ﾖｼﾀﾞ  ﾉﾌﾞﾕｷ

愛知県

そうかかん

8047 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

鈴鈴村  敏⺒巳  様

ｽｽﾞﾑﾗ  ﾄｼﾐ

愛知県

そうかかん

8048 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

筒井 　  正信  様

ﾂﾂｲ  ﾏｻﾉﾌﾞ

⼤大阪府

Team  Sakatani

8049 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

⻘青⽊木  才⼀一志  様

ｱｵｷ  ｻﾄｼ

奈奈良良県

8050 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

⽥田中  慎也  様

ﾀﾅｶ  ｼﾝﾔ

三重県

EURO-‐‑‒WORKS  Racing
Ｖ．Ｉ．Ｃ・パワーキック
△ミサイルAC

ランタンルージュ

CWWレーシング

⾼高電圧注意

種⽬目名

参加者

参加者（カナ）

都道府県

チーム名

8051 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

⾕谷⼝口  康  様

ﾀﾆｸﾞﾁ  ﾔｽｼ

愛知県

よもぎレーシング

8052 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

久⾺馬  逸志  様

ｷｭｳﾏ  ｲﾂｼ

京都府

今⽇日も押しまｓ

8053 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

藤⽥田  英⼀一  様

ﾌｼﾞﾀ  ｴｲｲﾁ

愛知県

エアーボーン

8054 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

中川  光雄  様

ﾅｶｶﾞﾜ  ﾐﾂｵ

⼤大阪府

アトミック出前迅速

8055 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

吉⽥田  渉  様

ﾖｼﾀﾞ  ﾜﾀﾙ

⼤大阪府

8056 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

⼤大宮  和男  様

ｵｵﾐﾔ  ｶｽﾞｵ

愛知県

名古屋市役所⾛走友会

8057 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

⼟土井  千治  様

ﾄﾞｲ  ｾﾝｼﾞ

⼤大阪府

bandits

8058 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

横井  博幸  様

ﾖｺｲ  ﾋﾛﾕｷ

岐⾩阜県

8059 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

⼩小椋  正博  様

ｵｸﾞﾗ  ﾏｻﾋﾛ

岐⾩阜県

Ａｚｚｕｒｒｏ

8060 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

岡⽥田  久幸  様

ｵｶﾀﾞ  ﾋｻﾕｷ

静岡県

ＳＲＢ倶楽部

8061 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

⿅鹿鹿⼭山  公⼆二  様

ｶﾔﾏ  ｺｳｼﾞ

兵庫県

鶴六六組

8062 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

杉本  英孝  様

ｽｷﾞﾓﾄ  ﾋﾃﾞﾀｶ

愛知県

8063 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

牧内  健⼀一  様

ﾏｷｳﾁ  ｹﾝｲﾁ

⼤大阪府

8064 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

⼭山内  俊之  様

ﾔﾏｳﾁ  ﾄｼﾕｷ

愛知県

8065 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

横井  史佳  様

ﾖｺｲ  ﾌﾐﾖｼ

静岡県

8066 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

宮脇  満  様

ﾐﾔﾜｷ  ﾐﾂﾙ

愛知県

8067 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

皆川  裕徳  様

ﾐﾅｶﾜ  ﾋﾛﾉﾘ

滋賀県

8068 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

松波  俊哉  様

ﾏﾂﾅﾐ  ﾄｼﾔ

岐⾩阜県

8069 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

松井  良良夫  様

ﾏﾂｲ  ﾖｼｵ

滋賀県

Cafe  HillClimb

8070 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

平松  章治  様

ﾋﾗﾏﾂ  ｼｮｳｼﾞ

岡⼭山県

ち〜～む☆のざき24h営業部

8071 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

村井  久夫  様

ﾑﾗｲ  ﾋｻｵ

岐⾩阜県

KPC

8072 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

⽯石井  浩之  様

ｲｼｲ  ﾋﾛﾕｷ

滋賀県

ＦＵＫＡＤＡまじりんぐ

8073 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

前⽥田  浩義  様

ﾏｴﾀﾞ  ﾋﾛﾖｼ

愛知県

8074 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

中畠  豊  様

ﾅｶﾊﾀ  ﾕﾀｶ

⼤大阪府

8075 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

⻤⿁鬼頭  和裕  様

ｷﾄｳ  ｶｽﾞﾋﾛ

愛知県

ペダルイ⼈人

8076 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

加藤  壽嗣  様

ｶﾄｳ  ﾋｻﾂｸﾞ

京都府

違駄天

8077 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

東  博  様

ﾋｶﾞｼ  ﾋﾛｼ

兵庫県

8078 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

駒居  茂之  様

ｺﾏｲ  ｼｹﾞﾕｷ

京都府

8079 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

瀧澤  正彦  様

ﾀｷｻﾞﾜ  ﾏｻﾋｺ

⽯石川県

8080 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

津坂  英司  様

ﾂｻｶ  ｴｲｼﾞ

愛知県

8081 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

⾼高橋  肇  様

ﾀｶﾊｼ  ﾊｼﾞﾒ

岐⾩阜県

8082 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

⾕谷  幸司  様

ﾀﾆ  ｺｳｼﾞ

兵庫県

ダムダム団

8083 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

髙嶋  ⽂文明  様

ﾀｶｼﾏ  ﾌﾐｱｷ

兵庫県

team.ヴェルジェ

8084 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

清⽔水  敏彦  様

ｼﾐｽﾞ  ﾄｼﾋｺ

徳島県

8085 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

⼭山峰  政治  様

ﾔﾏﾐﾈ  ﾏｻｼﾞ

⽯石川県

AroAro倶楽部

8086 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

佐藤  宏明  様

ｻﾄｳ  ﾋﾛｱｷ

兵庫県

Team  Habanero

8087 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

⽅方⼭山  欣哉  様

ｶﾀﾔﾏ  ﾖｼﾁｶ

三重県

鷹組

8088 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

⼿手島  重和  様

ﾃｼﾞﾏ  ｼｹﾞｶｽﾞ

愛知県

8089 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

⼤大坪  憲幸  様

ｵｵﾂﾎﾞ  ﾉﾘﾕｷ

岐⾩阜県

8090 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

⾦金金光  万⽯石  様

ｶﾈﾐﾂ  ﾏﾝｾｷ

京都府

8091 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

畑⽥田  記秀  様

ﾊﾀﾀﾞ  ﾉﾘﾋﾃﾞ

京都府

8092 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

松尾  佳明  様

ﾏﾂｵ  ﾖｼｱｷ

京都府

8093 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

柳柳  陽  様

ﾔﾅｷﾞ  ｱｷﾗ

三重県

OJ  DREAM

8094 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

岩崎  晃⼀一  様

ｲﾜｻｷ  ｺｳｲﾁ

福井県

武丹丹本舗

8095 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

⾕谷⼝口  勝志  様

ﾀﾆｸﾞﾁ  ｶﾂｼ

京都府

京⾒見見峠仙⼈人会

8096 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

五反⽥田  光芳  様

ｺﾞﾀﾝﾀﾞ  ﾐﾂﾖｼ

愛知県

超カルレーシング

8097 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

池端  正仁  様

ｲｹﾊﾞﾀ  ﾏｻﾋﾄ

福井県

8098 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

畔柳柳  保彦  様

ｸﾛﾔﾅｷﾞ  ﾔｽﾋｺ

愛知県

リーフ

8099 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

⻑⾧長野  幸浩  様

ﾅｶﾞﾉ  ﾕｷﾋﾛ

⽯石川県

ラブミーテンダー

8100 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

⾼高綱  誠児  様

ﾀｶﾂﾅ  ｾｲｼﾞ

愛知県

マンマ

CSK  Racing  Club

花王CMK

スペリアーモ・イワイ

種⽬目名

参加者

参加者（カナ）

都道府県

チーム名

8101 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

⼤大同  毅  様

ﾀﾞｲﾄﾞｳ  ﾀｹｼ

京都府

KCT

8102 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

志⽔水  弘  様

ｼﾐｽﾞ  ﾋﾛｼ

兵庫県

ヴェルジェ

8103 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

伊藤  勝哉  様

ｲﾄｳ  ｶﾂﾔ

愛知県

ペダルイ⼈人

8104 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

⽵竹村 　  寿利利  様

ﾀｹﾑﾗ  ﾋｻﾄｼ

静岡県

8105 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

伊藤  和彦  様

ｲﾄｳ  ｶｽﾞﾋｺ

滋賀県

チーム暴暴れん坊将軍

8106 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

村⽥田  孝幸  様

ﾑﾗﾀ  ﾀｶﾕｷ

⼤大阪府

⼤大東市サイクルロードクラブ

8107 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

⼭山⼝口  睦雄  様

ﾔﾏｸﾞﾁ  ﾖｼｵ

⼤大阪府

パンプキン

8108 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

寺⽥田  賢三  様

ﾃﾗﾀﾞ  ｹﾝｿﾞｳ

滋賀県

FUKADAまじりんぐ

8109 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

利利⾒見見  昇  様

ｶｶﾞﾐ  ﾉﾎﾞﾙ

三重県

MAX  SPEED97

8110 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

勝  睦陸陸  様

ｶﾂ  ﾑﾂﾑ

愛知県

ペダルイ⼈人

8111 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

永野  浩⼆二  様

ﾅｶﾞﾉ  ｺｳｼﾞ

兵庫県

8112 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

岩崎  弘志  様

ｲﾜｻｷ  ﾋﾛｼ

愛知県

8113 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

和⽥田  保  様

ﾜﾀﾞ  ﾀﾓﾂ

滋賀県

8114 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

⼭山中  伸好  様

ﾔﾏﾅｶ  ﾉﾌﾞﾖｼ

⼤大阪府

B-‐‑‒ageing

8115 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

坂本  潤治  様

ｻｶﾓﾄ  ｼﾞｭﾝｼﾞ

兵庫県

Teamぐるぐる

8116 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

⽇日野  裕之  様

ﾋﾉ  ﾋﾛﾕｷ

愛知県

⾃自由輪輪倶楽部

8117 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

荒井  宣善  様

ｱﾗｲ  ﾉﾘﾖｼ

愛知県

⾃自由輪輪倶楽部

8118 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

中村  恵司  様

ﾅｶﾑﾗ  ｹｲｼﾞ

福井県

越前市役所⾃自転⾞車車部

8119 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

林林  和男  様

ﾊﾔｼ  ｶｽﾞｵ

愛知県

Cr-‐‑‒Mo  Steel  Partners

8120 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

内座  元⺒巳  様

ｳﾁｻﾞ  ﾓﾄﾐ

京都府

チームポテンシャル

8121 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

⽟玉置  卓志  様

ﾀﾏｵｷ  ﾀｶﾕｷ

兵庫県

8122 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

三浦  哲雄  様

ﾐｳﾗ  ﾃﾂｵ

滋賀県

BAMBINO

8123 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

中川  有吾  様

ﾅｶｶﾞﾜ  ﾕｳｺﾞ

愛知県

SPADE 　ACE

8124 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

⼭山本  晃司  様

ﾔﾏﾓﾄ  ｺｳｼﾞ

愛知県

8125 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

牧井  三郎郎  様

ﾏｷｲ  ｻﾌﾞﾛｳ

福井県

8126 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

中村  宏  様

ﾅｶﾑﾗ  ﾋﾛｼ

滋賀県

8127 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

宮本  浩  様

ﾐﾔﾓﾄ  ﾋﾛｼ

⼤大阪府

8128 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

浦野  保雄  様

ｳﾗﾉ  ﾔｽｵ

⼤大阪府

ウィンドローバー

8129 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

⾓角⽥田  哲郎郎  様

ｽﾐﾀ  ﾃﾂﾛｳ

愛知県

NSGP-‐‑‒97

8130 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

⽊木村  保  様

ｷﾑﾗ  ﾀﾓﾂ

愛知県

8131 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

中沢  武彦  様

ﾅｶｻﾞﾜ  ﾀｹﾋｺ

三重県

8132 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

越⽥田  信吾  様

ｺｼﾀﾞ  ｼﾝｺﾞ

愛知県

8133 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

有川  利利已  様

ｱﾘｶﾜ  ﾄｼﾐ

岐⾩阜県

8134 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

村⽊木  康男  様

ﾑﾗｷ  ﾔｽｵ

⼤大阪府

8135 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

渡辺  昌直  様

ﾜﾀﾅﾍﾞ  ﾏｻﾅｵ

神奈奈川県

8136 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

波多野  隆紹  様

ﾊﾀﾉ  ﾀｶｱｷ

神奈奈川県

CODE  Sports  Pirata

8137 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

森⼭山  哲朗  様

ﾓﾘﾔﾏ  ﾃﾂﾛｳ

京都府

ＣＳヤマダ

8138 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

⽥田中  裕久  様

ﾀﾅｶ  ﾋﾛﾋｻ

兵庫県

プラチナムフリー・ゼロエミッション

8139 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

杉本  靖夫  様

ｽｷﾞﾓﾄ  ﾔｽｵ

愛知県

カミハギサイクル

8140 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

⿊黒⽊木  勉  様

ｸﾛｷ  ﾂﾄﾑ

兵庫県

ビッグリバーサルＡＣ

8141 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

⼤大友  晃  様

ｵｵﾄﾓ  ｱｷﾗ

⼤大阪府

team211

8142 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

⽊木村  治  様

ｷﾑﾗ  ｵｻﾑ

奈奈良良県

まほロバRC

8143 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

⼭山本  治  様

ﾔﾏﾓﾄ  ｵｻﾑ

京都府

チームOSM

8144 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

⽥田中  進  様

ﾀﾅｶ  ｽｽﾑ

滋賀県

トーチャンズ

8145 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

答島  豊  様

ｺﾀｼﾞﾏ  ﾕﾀｶ

徳島県

8146 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

村上  孝志  様

ﾑﾗｶﾐ  ﾀｶｼ

愛知県

8147 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

永井  博之  様

ﾅｶﾞｲ  ﾋﾛﾕｷ

⼤大阪府

8148 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

勝野  三真  様

ｶﾂﾉ  ﾐﾂﾏ

岐⾩阜県

8149 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

林林  弘幸  様

ﾊﾔｼ  ﾋﾛﾕｷ

愛知県

8150 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

中村  秀樹  様

ﾅｶﾑﾗ  ﾋﾃﾞｷ

⼤大阪府

ちーむくまさん

TEAM-‐‑‒NISHIKAWA

Team  Sakatani

TRAP

c2

種⽬目名

参加者

参加者（カナ）

都道府県

チーム名

8151 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

三⽥田  ⼀一之  様

ｻﾝﾀﾞ  ｶｽﾞﾕｷ

滋賀県

MNC

8152 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

野村  光伸  様

ﾉﾑﾗ  ﾐﾂﾉﾌﾞ

京都府

CSY

8153 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

篁  雄⺒巳  様

ﾀｶﾑﾗ  ﾕｳｼﾞ

京都府

スペリアーモイワイ

8154 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

⼭山代  しづお  様

ﾔﾏｼﾛ  ｼﾂﾞｵ

⼤大阪府

レバンレーシング

8155 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

⾅臼澤  隆史  様

ｳｽｻﾞﾜ  ﾀｶｼ

兵庫県

トラクターＲＣ

8156 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

中川  達哉  様

ﾅｶｶﾞﾜ  ﾀﾂﾔ

⼤大阪府

kct

8157 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

⼭山村  利利之  様

ﾔﾏﾑﾗ  ﾄｼﾕｷ

愛知県

yamamura

8158 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

新居  英⼆二  様

ﾆｲ  ｴｲｼﾞ

⼤大阪府

Hoshida  Climbing  Club

8159 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

北北村  昌之  様

ｷﾀﾑﾗ  ﾏｻﾕｷ

⼤大阪府

Team  Speed

8160 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

⽵竹内  聡  様

ﾀｹｳﾁ  ｻﾄｼ

愛知県

シミズサイクル

8161 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

岸野  靖弘  様

ｷｼﾉ  ﾔｽﾋﾛ

⼤大阪府

チーム 　サカタニ

8162 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

岡本  健太郎郎  様

ｵｶﾓﾄ  ｹﾝﾀﾛｳ

愛知県

8163 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

南出  健司  様

ﾐﾅﾐﾃﾞ  ｹﾝｼﾞ

⼤大阪府

8164 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

⽯石井  鉄也  様

ｲｼｲ  ﾃﾂﾔ

岐⾩阜県

8165 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

福本  善博  様

ﾌｸﾓﾄ  ﾖｼﾋﾛ

⼤大阪府

つうばいつう

8166 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

⼭山⽥田  博  様

ﾔﾏﾀﾞ  ﾋﾛｼ

⼤大阪府

つうばいつう

8167 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

⿓龍龍⽥田  和典  様

ﾀﾂﾀﾞ  ｶｽﾞﾉﾘ

三重県

SAKAI★RACING

8168 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

三輪輪⽥田  拡次  様

ﾐﾜﾀ  ｺｳｼﾞ

愛知県

8169 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

鈴鈴村  恵司  様

ｽｽﾞﾑﾗ  ｹｲｼﾞ

愛知県

新城スカイパーク

8170 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

古⽥田  ⽵竹彦  様

ﾌﾙﾀ  ﾀｹﾋｺ

滋賀県

NCC

8171 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

⿊黒⽥田  孝  様

ｸﾛﾀﾞ  ﾀｶｼ

三重県

△ミサイルAC

8172 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

⾅臼井  浩⼀一  様

ｳｽｲ  ｺｳｲﾁ

愛知県

8173 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

與能本  伸介  様

ﾖﾉﾓﾄ  ｼﾝｽｹ

⼤大阪府

Bikaholic

8174 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

安⽥田  昌充  様

ﾔｽﾀﾞ  ﾏｻﾐﾂ

愛知県

ＩＭＣレーシング

8175 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

⿊黒川  宏⽂文  様

ｸﾛｶﾜ  ﾋﾛﾌﾐ

⼤大阪府

ウインドロバー

8176 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

横⼭山  信吾  様

ﾖｺﾔﾏ  ｼﾝｺﾞ

奈奈良良県

4040club

8177 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

⼤大塚  真  様

ｵｵﾂｶ  ﾏｺﾄ

兵庫県

8178 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

後藤  俊⼀一  様

ｺﾞﾄｳ  ｼｭﾝｲﾁ

⼤大阪府

8179 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

⼤大友  幹夫  様

ｵｵﾄﾓ  ﾐｷｵ

岡⼭山県

チーム 　登るんじゃー

8180 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

⻘青⽊木  正樹  様

ｱｵｷ  ﾏｻｷ

岐⾩阜県

クラブKPC

8181 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

⼩小林林  正志  様

ｺﾊﾞﾔｼ  ﾏｻｼ

愛知県

名交⾃自転⾞車車部

8182 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

中島  唯男  様

ﾅｶｼﾞﾏ  ﾀﾀﾞｵ

⼤大阪府

momonga

8183 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

福⽥田  厚司  様

ﾌｸﾀﾞ  ｱﾂｼ

三重県

TEAM  VIENTO

8184 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

伊藤 　  裕章  様

ｲﾄｳ  ﾋﾛｱｷ

愛知県

team⾃自転⾞車車魂

8185 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

⼤大辻  誠  様

ｵｵﾂｼﾞ  ﾏｺﾄ

神奈奈川県

アヴェル

8186 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

⽊木村  宗彦  様

ｷﾑﾗ  ﾑﾈﾋｺ

⼤大阪府

8187 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

浅野  博  様

ｱｻﾉ  ﾋﾛｼ

愛知県

トップギア

8188 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

広島  徹  様

ﾋﾛｼﾏ  ﾄｵﾙ

⼤大阪府

メタミント

8189 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

篠⽥田  茂稔  様

ｼﾉﾀﾞ  ｼｹﾞﾄｼ

北北海道

パナロジ

8190 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

溝上  多幸  様

ﾐｿﾞｶﾞﾐ  ﾀﾕｷ

⼤大阪府

8191 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

村⼭山  康宏  様

ﾑﾗﾔﾏ  ﾔｽﾋﾛ

⼤大阪府

8192 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

芳野  正裕  様

ﾎｳﾉ  ﾏｻﾋﾛ

奈奈良良県

FKD  Racing

8193 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

藤井  幸弘  様

ﾌｼﾞｲ  ﾕｷﾋﾛ

三重県

ＥＵＲＯ 　ＷＯＲＳ 　Ｒａｃｉｎｇ

8194 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

浦  栄次  様

ｳﾗ  ｴｲｼﾞ

⼤大阪府

レバン

8195 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

⼸弓指  誠  様

ﾕﾐｻｼ  ﾏｺﾄ

⼤大阪府

レバン

8196 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

清⽔水  健⼀一  様

ｼﾐｽﾞ  ｹﾝｲﾁ

京都府

Team  Maru  Vero

8197 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

豊岡  秀和  様

ﾄﾖｵｶ  ﾋﾃﾞｶｽﾞ

京都府

トーヨーレーシングチーム

8198 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

中⾕谷  則久  様

ﾅｶﾀﾆ  ﾉﾘﾋｻ

三重県

OJ-‐‑‒Dream

8199 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

⼭山⼝口  真⼆二  様

ﾔﾏｸﾞﾁ  ｼﾝｼﾞ

⼤大阪府

TEAM  Go-‐‑‒ri-‐‑‒

8200 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

福本  裕司  様

ﾌｸﾓﾄ  ﾕｳｼﾞ

⼤大阪府

Team  Speed

種⽬目名

参加者

参加者（カナ）

都道府県

チーム名

8201 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

纐纈  賢⼆二  様

ｺｳｹﾂ  ｹﾝｼﾞ

愛知県

8202 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

河合  博志  様

ｶﾜｲ  ﾋﾛｼ

⽯石川県

MAXSPEED  97

8203 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

⼩小柳柳津  ⿓龍龍男  様

ｵﾔｲﾂﾞ  ﾀﾂｵ

愛知県

天狗党

8204 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

⾼高野  繁樹  様

ﾀｶﾉ  ｼｹﾞｷ

滋賀県

8205 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

夏⽬目  敏⼰己  様

ﾅﾂﾒ  ﾄｼﾐ

神奈奈川県

8206 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

今川  光浩  様

ｲﾏｶﾞﾜ  ﾐﾂﾋﾛ

愛知県

8207 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

⼩小塚  雄⼆二  様

ｺﾂﾞｶ  ﾕｳｼﾞ

愛知県

チーム 　ヤマシゲ

8208 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

岩⽥田  浩⼆二  様

ｲﾜﾀ  ｺｳｼﾞ

岐⾩阜県

奥美濃サイクリング

8209 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

井上  嘉彦  様

ｲﾉｳｴ  ﾖｼﾋｺ

滋賀県

8210 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

徳永  敦彦  様

ﾄｸﾅｶﾞ  ｱﾂﾋｺ

⼤大阪府

堺本町クラブ 　オオクラ

8211 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

佐藤  善平  様

ｻﾄｳ  ｾﾞﾝﾍﾟｲ

岐⾩阜県

奥美濃サイクリングクラブ

8212 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

前⽥田  昭治  様

ﾏｴﾀﾞ  ｼｮｳｼﾞ

⼤大阪府

8213 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

永森  浩司  様

ﾅｶﾞﾓﾘ  ｺｳｼ

兵庫県

Ｔeam  POLPO

8214 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

林林  孝英  様

ﾊﾔｼ  ﾀｶﾋﾃﾞ

岐⾩阜県

奥美濃サイクリングクラブ

8215 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

⻘青⽊木  孝⾂臣  様

ｱｵｷ  ﾀｶｵﾐ

⼤大阪府

8216 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

河添  正⼰己  様

ｶﾜｿﾞｴ  ﾏｻﾐ

⼤大阪府

8217 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

嶋⽥田  博之  様

ｼﾏﾀﾞ  ﾋﾛﾕｷ

和歌⼭山県

8218 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

秦  健⼀一  様

ﾊﾀ  ｹﾝｲﾁ

⼤大阪府

Team  Speed

8219 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

⾈舟橋  晴雅  様

ﾌﾅﾊｼ  ﾊﾙﾏｻ

愛知県

paradiso  del  ciclista

8220 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

丹丹下  祐壮  様

ﾀﾝｹﾞ  ﾕｳｿｳ

愛知県

8221 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

岸⽥田  直樹  様

ｷｼﾀﾞ  ﾅｵｷ

三重県

8222 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

藤城  健  様

ﾌｼﾞｼﾛ  ｹﾝ

愛知県

8223 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

増村  享  様

ﾏｽﾑﾗ  ﾄｵﾙ

⼤大阪府

Elinflnlte

8224 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

川⼝口  英樹  様

ｶﾜｸﾞﾁ  ﾋﾃﾞｷ

⼤大阪府

チームサニーサイド

8225 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

上⽥田  学  様

ｳｴﾀﾞ  ﾏﾅﾌﾞ

京都府

8226 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

⽇日⽐比野  康治  様

ﾋﾋﾞﾉ  ﾔｽﾊﾙ

岐⾩阜県

8227 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

⾕谷  ⼈人志  様

ｸｼﾀﾆ  ﾋﾄｼ

⼤大阪府

8228 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

奥城  哲郎郎  様

ｵｸｼﾛ  ﾃﾂﾛｳ

福井県

バルバクラブ

8229 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

岡部  茂  様

ｵｶﾍﾞ  ｼｹﾞﾙ

兵庫県

⻄西⾵風会関⻄西⽀支部

8230 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

松⼭山  恭男  様

ﾏﾂﾔﾏ  ﾔｽｵ

奈奈良良県

Excelsior

8231 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

三尾  直⼠士  様

ﾐｵ  ﾀﾀﾞｼ

京都府

8232 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

⽬目⽚片  清隆  様

ﾒｶﾀ  ｷﾖﾀｶ

滋賀県

8233 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

⽵竹岡  昌彦  様

ﾀｹｵｶ  ﾏｻﾋｺ

⼭山梨梨県

8234 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

⽵竹村  博⽂文  様

ﾀｹﾑﾗ  ﾋﾛﾌﾐ

岐⾩阜県

柳柳⼾戸⼀一番

8235 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

北北條  伸⾏行行  様

ﾎｳｼﾞｮｳ  ﾉﾌﾞﾕｷ

静岡県

エノトラ

8236 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

南  利利夫  様

ﾐﾅﾐ  ﾄｼｵ

⼤大阪府

坂道激男

8237 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

江⼝口  聡  様

ｴｸﾞﾁ  ｻﾄｼ

⼤大阪府

坂道激男

8238 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

加藤  正史  様

ｶﾄｳ  ﾏｻｼ

岐⾩阜県

HTCC

8239 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

辻  裕⼆二  様

ﾂｼﾞ  ﾕｳｼﾞ

福井県

なかよしRC

8240 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

楠⼭山  泰  様

ｸｽﾔﾏ  ﾕﾀｶ

静岡県

桜台レーシングチーム

8241 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

塚松  裕章  様

ﾂｶﾏﾂ  ﾋﾛｱｷ

愛知県

8242 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

久⽶米  明徳  様

ｸﾒ  ｱｷﾉﾘ

徳島県

8243 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

横川  重和  様

ﾖｺｶﾜ  ｼｹﾞｶｽﾞ

兵庫県

8244 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

渡辺  康雄  様

ﾜﾀﾅﾍﾞ  ﾔｽｵ

愛知県

8245 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

松並  孝⾄至  様

ﾏﾂﾅﾐ  ﾀｶｼ

奈奈良良県

8246 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

森本  浩祐  様

ﾓﾘﾓﾄ  ｺｳｽｹ

三重県

SAKAI★RACING

8247 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

松本  雅光  様

ﾏﾂﾓﾄ  ﾏｻﾐﾂ

⼤大阪府

シンコーポレーション頼国

8248 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

中島  正  様

ﾅｶｼﾏ  ﾀﾀﾞｼ

愛知県

NWK2

8249 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

加藤  雅彦  様

ｶﾄｳ  ﾏｻﾋｺ

東京都

Chodai  Cycling  Club

8250 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

⻄西村  博⽂文  様

ﾆｼﾑﾗ  ﾋﾛﾌﾐ

滋賀県

ｔeam66rpm

0465-‐‑‒47-‐‑‒3241

チームＭ

鷹組

Team  DADDY

ﾄｰﾁｬﾝｽﾞ

臨臨時漕会

種⽬目名

参加者

参加者（カナ）

都道府県

チーム名

8251 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

⼩小林林  俊介  様

ｺﾊﾞﾔｼ  ﾄｼﾕｷ

⼤大阪府

阪奈奈レーシング

8252 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

古⽥田  ⼀一徳  様

ﾌﾙﾀ  ｶｽﾞﾉﾘ

岐⾩阜県

8253 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

⾜足⽴立立  貞⾏行行  様

ｱﾀﾞﾁ  ｻﾀﾞﾕｷ

愛知県

ｸﾗﾌﾞGiro

8254 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

伊原  貫司  様

ｲﾊﾗ  ｶﾝｼﾞ

⻑⾧長野県

ＯＴＣ

8255 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

永江  清美  様

ﾅｶﾞｴ  ｷﾖﾐ

愛知県

konsin  racing

8256 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

村岡  正彦  様

ﾑﾗｵｶ  ﾏｻﾋｺ

京都府

レグルスお達者予備軍

8257 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

⽇日沖  純⼀一  様

ﾋｵｷ  ｼﾞｭﾝｲﾁ

愛知県

8258 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

飽浦  保  様

ｱｸｳﾗ  ﾀﾓﾂ

⼤大阪府

チームAVEL

8259 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

丹丹⽻羽  裕  様

ﾆﾜ  ﾋﾛｼ

愛知県

ＰＥＤＡＬＵＩ－ＨＩＴＯ（ペダルイーヒト）

8260 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

藤部  茂則  様

ﾌｼﾞﾍﾞ  ｼｹﾞﾉﾘ

岐⾩阜県

8261 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

今井  泰光  様

ｲﾏｲ  ﾔｽﾐﾂ

⼤大阪府

アトミック出前迅速！

8262 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

⼤大東  典裕  様

ｵｵﾋｶﾞｼ  ﾉﾘﾋﾛ

和歌⼭山県

Y's  Racing

8263 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

姉川  巖  様

ｱﾈｶﾜ  ｲﾜｵ

⼤大阪府

K-‐‑‒Works

8264 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

井上  和将  様

ｲﾉｳｴ  ｶｽﾞﾏｻ

⼤大阪府

ステラ  シルベスト

8265 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

⼭山⽥田  芳照  様

ﾔﾏﾀﾞ  ﾖｼﾃﾙ

⼤大阪府

8266 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

岡島  範⾏行行  様

ｵｶｼﾞﾏ  ﾉﾘﾕｷ

滋賀県

8267 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

⼩小枝  秀男  様

ｺｴﾀﾞ  ﾋﾃﾞｵ

滋賀県

8268 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

島⽥田  武司  様

ｼﾏﾀﾞ  ﾀｹｼ

⼤大阪府

8269 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

湯川  徹  様

ﾕｶﾜ  ﾄｵﾙ

⼤大阪府

8270 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

廣瀬  浩⼆二  様

ﾋﾛｾ  ｺｳｼﾞ

滋賀県

8271 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

⼭山下  敏  様

ﾔﾏｼﾀ  ｻﾄｼ

⼤大阪府

8272 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

奥井  伸夫  様

ｵｸｲ  ﾉﾌﾞｵ

⼤大阪府

⼤大泉愛輪輪会

8273 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

武貞  智樹  様

ﾀｹｻﾀﾞ  ﾄﾓｷ

⼤大阪府

チームくろんど池

8274 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

岩崎  勇司  様

ｲﾜｻｷ  ﾕｳｼﾞ

福井県

岩崎⾃自⼯工

8275 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

関和  利利幸  様

ｾｷﾜ  ﾄｼﾕｷ

京都府

みにまむ

8276 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

岡⽥田  幸裕  様

ｵｶﾀﾞ  ﾕｷﾋﾛ

愛知県

8277 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

清⽔水  隆  様

ｼﾐｽﾞ  ﾀｶｼ

⽯石川県

8278 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

安達  健児  様

ｱﾀﾞﾁ  ｹﾝｼﾞ

⼤大阪府

8279 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

⽚片⽥田  洋⼀一  様

ｶﾀﾀﾞ  ﾖｳｲﾁ

愛知県

KAZE

8280 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

相良良  晶⼀一  様

ｻｶﾞﾗ  ｼｮｳｲﾁ

愛知県

C-‐‑‒WASP

8281 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

清家  信久  様

ｾｲｹ  ﾉﾌﾞﾋｻ

和歌⼭山県

カワモト銀輪輪部

8282 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

下⽥田  勝幸  様

ｼﾓﾀﾞ  ｶﾂﾕｷ

愛知県

8283 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

⻄西尾  仁  様

ﾆｼｵ  ﾋﾄｼ

愛知県

ＡＷ

8284 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

藤本  信介  様

ﾌｼﾞﾓﾄ  ｼﾝｽｹ

京都府

⾃自転⾞車車操業

8285 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

吉住  祐三  様

ﾖｼｽﾞﾐ  ﾕｳｿﾞｳ

福岡県

LEGON

8286 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

平本  完芳  様

ﾋﾗﾓﾄ  ｶﾂﾋﾛ

兵庫県

⻄西神⼾戸ｸﾗﾌﾞ

8287 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

加藤  晃  様

ｶﾄｳ  ｱｷﾗ

⼤大阪府

8288 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

⽊木下  雅彦  様

ｷﾉｼﾀ  ﾏｻﾋｺ

愛知県

8289 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

芦⾕谷  晃治  様

ｱｼﾀﾆ  ｺｳｼﾞ

⼤大阪府

8290 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

林林  佳克  様

ﾊﾔｼ  ﾖｼｶﾂ

岐⾩阜県

チーム斜⾯面ライダー

8291 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

⽻羽⽥田  正  様

ﾊﾀﾞ  ﾀﾀﾞｼ

兵庫県

クラブ  シルベスト

8292 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

塩村  太  様

ｼｵﾑﾗ  ﾌﾄｼ

⽯石川県

8293 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

東埜  真洋  様

ﾋｶﾞｼﾉ  ﾏｻﾋﾛ

兵庫県

yayac

8294 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

河村  寛  様

ｶﾜﾑﾗ  ﾋﾛｼ

三重県

鈴鈴⿅鹿鹿散⾛走会

8295 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

⽩白井  治  様

ｼﾗｲ  ｵｻﾑ

愛知県

8296 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

尼崎  豊志夫  様

ｱﾏｶﾞｻｷ  ﾄｼｵ

⼤大阪府

8297 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

⿃鳥居  満仁  様

ﾄﾘｲ  ﾐﾂﾋﾄ

愛知県

8298 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

⼭山⽥田  勝美  様

ﾔﾏﾀﾞ  ｶﾂﾐ

岐⾩阜県

8299 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

⼤大久保  知之  様

ｵｵｸﾎﾞ  ﾄﾓﾕｷ

⼤大阪府

8300 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

⽥田中  ⼀一志  様

ﾀﾅｶ  ﾋﾄｼ

滋賀県

FR2

FUKADAまじりんぐ

tmpQ

ウコンの⼒力力

種⽬目名

参加者

参加者（カナ）

都道府県

チーム名

8301 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

森⽥田  秀昭  様

ﾓﾘﾀ  ﾋﾃﾞｱｷ

⼤大阪府

8302 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

祖⽗父江  和昭  様

ｿﾌﾞｴ  ｶｽﾞｱｷ

愛知県

8303 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

若若松  三郎郎  様

ﾜｶﾏﾂ  ｻﾌﾞﾛｳ

兵庫県

8304 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

⼩小笠笠原  匡  様

ｵｶﾞｻﾜﾗ  ﾀﾀﾞｼ

東京都

8305 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

寺⽥田  ⾠辰辰雄  様

ﾃﾗﾀﾞ  ﾀﾂｵ

⼤大阪府

8306 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

堀  宏  様

ﾎﾘ  ﾋﾛｼ

奈奈良良県

8307 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

杉浦  直也  様

ｽｷﾞｳﾗ  ﾅｵﾔ

⼤大阪府

8308 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

⼤大野  浩⼀一  様

ｵｵﾉ  ｺｳｲﾁ

岐⾩阜県

8309 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

⼩小⻄西  功  様

ｺﾆｼ  ｲｻｵ

京都府

8310 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

⽚片岡  基明  様

ｶﾀｵｶ  ﾓﾄｱｷ

滋賀県

8311 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

野本  由⼈人  様

ﾉﾓﾄ  ﾖｼﾋﾄ

三重県

8312 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

坂東  英⼀一郎郎  様

ﾊﾞﾝﾄﾞｳ  ｴｲｲﾁﾛｳ

京都府

The 　Whoo

8313 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

瀬⼾戸⼝口  広明  様

ｾﾄｸﾞﾁ  ﾋﾛｱｷ

兵庫県

NUCC-‐‑‒OB

8314 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

⼭山本  正春  様

ﾔﾏﾓﾄ  ﾏｻﾊﾙ

岐⾩阜県

⼭山本 　正春

8315 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

浦⻄西  康次  様

ｳﾗﾆｼ  ｺｳｼﾞ

愛知県

team光

8316 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

加藤  哲  様

ｶﾄｳ  ﾃﾂ

兵庫県

8317 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

前野  博⽣生  様

ﾏｴﾉ  ﾋﾛｵ

⼤大阪府

8318 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

⼭山中  重徳  様

ﾔﾏﾅｶ  ｼｹﾞﾉﾘ

愛知県

8319 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

⽯石川  ⼀一也  様

ｲｼｶﾜ  ｶｽﾞﾔ

和歌⼭山県

8320 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

荒  利利幸  様

ｱﾗ  ﾄｼﾕｷ

⼤大阪府

8321 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

中井  健  様

ﾅｶｲ  ｹﾝ

⼤大阪府

8322 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

笠笠原  善郎郎  様

ｶｻﾊﾗ  ﾖｼｵ

福井県

バルバワークス

8323 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

⽵竹⽣生  正幸  様

ﾀｹｵ  ﾏｻﾕｷ

愛知県

まるいち

8324 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

池⽥田  正之  様

ｲｹﾀﾞ  ﾏｻﾕｷ

静岡県

いけだ⻭歯科医院

8325 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

早⽥田  篤司  様

ﾊﾔﾀ  ｱﾂｼ

愛知県

8326 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

藤⽥田  浩  様

ﾌｼﾞﾀ  ﾋﾛｼ

愛媛県

TEAM  LUPPI

8327 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

⽵竹嶋  秀⼈人  様

ﾀｹｼﾏ  ﾋﾃﾞﾄ

⼤大阪府

嫌登倶楽部選抜班？

8328 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

渡辺  康郎郎  様

ﾜﾀﾅﾍﾞ  ﾔｽﾛｳ

⼤大阪府

RDT

8329 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

後藤  総⼀一郎郎  様

ｺﾞﾄｳ  ｿｳｲﾁﾛｳ

岐⾩阜県

8330 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

鈴鈴⽊木  徹  様

ｽｽﾞｷ  ﾄｵﾙ

⼤大阪府

8331 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

岡  ⼀一嘉  様

ｵｶ  ｶｽﾞﾖｼ

滋賀県

8332 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

柴⽥田  達⼈人  様

ｼﾊﾞﾀ  ﾀﾂﾄ

奈奈良良県

8333 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

⽇日⽐比  松男  様

ﾋﾋﾞ  ﾏﾂｵ

⼤大阪府

8334 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

⻁虎若若  ⼀一郎郎  様

ﾄﾗﾜｶ  ｲﾁﾛｳ

滋賀県

8335 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

吉野  健祐  様

ﾖｼﾉ  ｹﾝｽｹ

⼤大阪府

8336 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

江⼝口  昌志  様

ｴｸﾞﾁ  ﾏｻｼ

静岡県

8337 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

横尾  ⼀一好  様

ﾖｺｵ  ｶｽﾞﾖｼ

兵庫県

8338 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

林林  優  様

ﾊﾔｼ  ﾏｻﾙ

⼤大阪府

sakatani

8339 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

榊原  幸夫  様

ｻｶｷﾊﾞﾗ  ﾕｷｵ

愛知県

Beach  club

8340 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

安井  秀昭  様

ﾔｽｲ  ﾋﾃﾞｱｷ

愛知県

チームスパスパ

8341 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

飯⽥田  益也  様

ｲｲﾀﾞ  ﾏｽﾔ

愛知県

8342 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

井上  久雄  様

ｲﾉｳｴ  ﾋｻｵ

岐⾩阜県

8343 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

⽯石橋  宏充  様

ｲｼﾊﾞｼ  ﾋﾛﾐﾂ

富⼭山県

どろだらけ

8344 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

直川  佳弘  様

ﾅｵｶﾜ  ﾖｼﾋﾛ

⼤大阪府

I  CAN  DO  IT!

8345 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

福岡  克  様

ﾌｸｵｶ  ｶﾂ

愛知県

delaosso

8346 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

後和  拓拓延  様

ｺﾞﾜ  ﾋﾛﾉﾌﾞ

和歌⼭山県

8347 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

星⾕谷  明彦  様

ﾎｼﾔ  ｱｷﾋｺ

岐⾩阜県

8348 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

岩⽥田  康也  様

ｲﾜﾀ  ﾔｽﾅﾘ

愛知県

8349 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

近藤  信夫  様

ｺﾝﾄﾞｳ  ﾉﾌﾞｵ

愛知県

KKS

8350 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

仙⽯石  敏彦  様

ｾﾝｺﾞｸ  ﾄｼﾋｺ

愛知県

KKS

TRI 　FUNS！NAGOYA

ひとりでもチーム？

六六甲サイクリングクラブ

オカダアイヨン
チーム⽶米俵

種⽬目名

参加者

参加者（カナ）

都道府県

チーム名

8352 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

⼩小原  学  様

ｵﾊﾗ  ﾏﾅﾌﾞ

岐⾩阜県

8353 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

⼋八⽊木  俊彦  様

ﾔｷﾞ  ﾄｼﾋｺ

滋賀県

8354 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

菰淵  寛仁  様

ｺﾓﾌﾞﾁ  ﾋﾛﾖｼ

京都府

8355 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

⼩小島  久直  様

ｺｼﾞﾏ  ﾋｻﾅｵ

愛知県

尾張トライアスロンクラブ

8356 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

吉⽥田  成太郎郎  様

ﾖｼﾀﾞ  ｾｲﾀﾛｳ

岐⾩阜県

アクタミサイクル

8357 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

籔下  富⽣生  様

ﾔﾌﾞｼﾀ  ﾄﾐｵ

京都府

スペリアーモ 　イワイ

8358 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

⼭山下  範恭  様

ﾔﾏｼﾀ  ﾉﾘﾔｽ

愛知県

チーム愛豊精機

8359 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

川瀬  孝彦  様

ｶﾜｾ  ﾀｶﾋｺ

和歌⼭山県

紀の川サイクリングクラブ

8360 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

弘⽥田  浩稔  様

ﾋﾛﾀ  ﾋﾛﾄｼ

兵庫県

Suma  Coast  Sido

8361 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

⼩小野  伸⼆二  様

ｵﾉ  ｼﾝｼﾞ

⼤大阪府

8362 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

野⽥田  富⽣生  様

ﾉﾀﾞ  ﾄﾐｵ

京都府

8363 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

菱菱本  禎恒  様

ﾋｼﾓﾄ  ﾖｼﾂﾈ

京都府

8364 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

⽊木村  友宏  様

ｷﾑﾗ  ﾄﾓﾋﾛ

⼤大阪府

8365 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

豊崎  浩司  様

ﾄﾖｻｷ  ﾋﾛｼ

徳島県

8366 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

盛岡  正男  様

ﾓﾘｵｶ  ﾏｻｵ

福井県

8367 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

藤⽥田  博雅  様

ﾌｼﾞﾀ  ﾋﾛﾏｻ

福井県

8368 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

⻄西尾  俊彦  様

ﾆｼｵ  ﾄｼﾋｺ

東京都

8369 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

⼆二井  俊成  様

ﾆｲ  ﾄｼﾅﾘ

兵庫県

8370 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

⼤大塚  章彦  様

ｵｵﾂｶ  ｱｷﾋｺ

京都府

8371 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

⼩小林林  吉広  様

ｺﾊﾞﾔｼ  ﾖｼﾋﾛ

滋賀県

8372 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

⼟土佐  弘之  様

ﾄｻ  ﾋﾛﾕｷ

滋賀県

8373 【ROAD】８．男⼦子Ｇ（50歳〜～59歳）

湯浅  真  様

ﾕｱｻ  ﾏｺﾄ

三重県

合計 372

チームカンガルー

CSヤマダ

チームhems
バナナ⾷食べ放題。

種⽬目名

参加者

参加者（カナ）

都道府県

チーム名

9001 【ROAD】９．男⼦子Ｈ（60歳以上）

中根  輝美  様

ﾅｶﾈ  ﾃﾙﾖｼ

⼤大阪府

チームi

9002 【ROAD】９．男⼦子Ｈ（60歳以上）

前⽥田  敏彦  様

ﾏｴﾀﾞ  ﾄｼﾋｺ

⼤大阪府

チーム 　i 　（アイ）

9003 【ROAD】９．男⼦子Ｈ（60歳以上）

⿊黒河  ⼀一志  様

ｸﾛｶﾜ  ｶｽﾞｼ

京都府

トーヨーＲＴサイクリングC

9004 【ROAD】９．男⼦子Ｈ（60歳以上）

深⽥田  宏  様

ﾌｶﾀﾞ  ﾋﾛｼ

滋賀県

FUKADAまじりんぐ

9005 【ROAD】９．男⼦子Ｈ（60歳以上）

栢本  隆博  様

ｶﾔﾓﾄ  ﾀｶﾋﾛ

奈奈良良県

ぱぱちゃりクラブ

9006 【ROAD】９．男⼦子Ｈ（60歳以上）

塚本  隆哉  様

ﾂｶﾓﾄ  ﾀｶﾔ

愛知県

⼀一宮養護学校

9007 【ROAD】９．男⼦子Ｈ（60歳以上）

井上  潔  様

ｲﾉｳｴ  ｷﾖｼ

東京都

ニューヨーク教育審議会

9008 【ROAD】９．男⼦子Ｈ（60歳以上）

三好  茂  様

ﾐﾖｼ  ｼｹﾞﾙ

三重県

チーム叶乃

9009 【ROAD】９．男⼦子Ｈ（60歳以上）

坂下  久⼆二郎郎  様

ｻｶｼﾀ  ｷｭｳｼﾞﾛｳ

愛知県

超カルレーシング

9010 【ROAD】９．男⼦子Ｈ（60歳以上）

祖⽗父江  秀章  様

ｿﾌﾞｴ  ﾋﾃﾞｱｷ

愛知県

三菱菱電機ＯＢ

9011 【ROAD】９．男⼦子Ｈ（60歳以上）

河野  勝⼈人  様

ｶﾜﾉ  ｶﾂﾄ

岐⾩阜県

9012 【ROAD】９．男⼦子Ｈ（60歳以上）

平松  眞  様

ﾋﾗﾏﾂ  ﾏｺﾄ

岐⾩阜県

9013 【ROAD】９．男⼦子Ｈ（60歳以上）

望⽉月  正明  様

ﾓﾁﾂﾞｷ  ﾏｻｱｷ

滋賀県

FUKADAまじりんぐ

9014 【ROAD】９．男⼦子Ｈ（60歳以上）

⾕谷村  憲造  様

ﾀﾆﾑﾗ  ｹﾝｿﾞｳ

⼤大阪府

team  Tubi

9015 【ROAD】９．男⼦子Ｈ（60歳以上）

杉本  幸⼀一  様

ｽｷﾞﾓﾄ  ｺｳｲﾁ

滋賀県

9016 【ROAD】９．男⼦子Ｈ（60歳以上）

今井  勝徳  様

ｲﾏｲ  ｶﾂﾉﾘ

愛知県

9017 【ROAD】９．男⼦子Ｈ（60歳以上）

⽮矢磨城  義治  様

ﾔﾏｼﾛ  ﾖｼﾊﾙ

⼤大阪府

9018 【ROAD】９．男⼦子Ｈ（60歳以上）

森下  ⼀一秋  様

ﾓﾘｼﾀ  ｶｽﾞｱｷ

愛知県

9019 【ROAD】９．男⼦子Ｈ（60歳以上）

⼭山本  三喜夫  様

ﾔﾏﾓﾄ  ﾐｷｵ

滋賀県

9020 【ROAD】９．男⼦子Ｈ（60歳以上）

⽥田中  和男  様

ﾀﾅｶ  ｶｽﾞｵ

⼤大阪府

9021 【ROAD】９．男⼦子Ｈ（60歳以上）

向井  廣⾏行行  様

ﾑｶｲ  ﾋﾛﾕｷ

奈奈良良県

9022 【ROAD】９．男⼦子Ｈ（60歳以上）

中⼭山  繁績  様

ﾅｶﾔﾏ  ｼｹﾞﾂｸﾞ

⼤大阪府

DRCC

9023 【ROAD】９．男⼦子Ｈ（60歳以上）

柳柳⽣生  邦雄  様

ﾔｷﾞｭｳ  ｸﾆｵ

三重県

ターミネーターＲ・Ｔ

9024 【ROAD】９．男⼦子Ｈ（60歳以上）

⼊入⾕谷  五⼗十雄  様

ｲﾘﾀﾆ  ｲｿｵ

京都府

9025 【ROAD】９．男⼦子Ｈ（60歳以上）

⽊木下  正敏  様

ｷﾉｼﾀ  ﾏｻﾄｼ

愛知県

9026 【ROAD】９．男⼦子Ｈ（60歳以上）

⼭山⽥田 　  忍  様

ﾔﾏﾀﾞ  ｼﾉﾌﾞ

三重県

多度度⼭山ウイルソンサイクル桑名

9027 【ROAD】９．男⼦子Ｈ（60歳以上）

鳴瀬  欽三  様

ﾅﾙｾ  ｷﾝｿﾞｳ

兵庫県

Team-‐‑‒Audrey

9028 【ROAD】９．男⼦子Ｈ（60歳以上）

森⽥田  驍  様

ﾓﾘﾀ  ﾂﾖｼ

三重県

9029 【ROAD】９．男⼦子Ｈ（60歳以上）

⼩小⼭山⽥田  光治  様

ｺﾔﾏﾀﾞ  ﾐﾂﾊﾙ

兵庫県

中⼭山台HC

9030 【ROAD】９．男⼦子Ｈ（60歳以上）

藤本  雄三  様

ﾌｼﾞﾓﾄ  ﾕｿﾞｳ

⼤大阪府

⻑⾧長崎⼤大学サイクリング部OB会

9031 【ROAD】９．男⼦子Ｈ（60歳以上）

細川  泰  様

ﾎｿｶﾜ  ﾔｽｼ

愛知県

SPEED 　LABO

9032 【ROAD】９．男⼦子Ｈ（60歳以上）

柏原  正仁  様

ｶｼﾜﾊﾞﾗ  ﾏｻﾋﾄ

静岡県

ﾁｰﾑ 　ﾓｯｸ

9033 【ROAD】９．男⼦子Ｈ（60歳以上）

⾼高井  史雄  様

ﾀｶｲ  ﾌﾐｵ

奈奈良良県

9034 【ROAD】９．男⼦子Ｈ（60歳以上）

野村  英隆  様

ﾉﾑﾗ  ﾋﾃﾞﾀｶ

兵庫県

TUFFSTUFF 　タフスタッフ

9035 【ROAD】９．男⼦子Ｈ（60歳以上）

牧野  冨⼀一  様

ﾏｷﾉ  ﾄﾐｶｽﾞ

⼤大阪府

TUFFSTUFF 　タフスタッフ

9036 【ROAD】９．男⼦子Ｈ（60歳以上）

清  孝治  様

ｷﾖ  ｺｳｼﾞ

⼤大阪府

9037 【ROAD】９．男⼦子Ｈ（60歳以上）

都築  幸夫  様

ﾂﾂﾞｷ  ﾕｷｵ

愛知県

9038 【ROAD】９．男⼦子Ｈ（60歳以上）

杉本  育雄  様

ｽｷﾞﾓﾄ  ｲｸｵ

岡⼭山県

9039 【ROAD】９．男⼦子Ｈ（60歳以上）

⼤大永  徳彦  様

ｵｵﾅｶﾞ  ﾉﾘﾋｺ

兵庫県

9040 【ROAD】９．男⼦子Ｈ（60歳以上）

⼭山本  定之  様

ﾔﾏﾓﾄ  ｻﾀﾞﾕｷ

兵庫県

9041 【ROAD】９．男⼦子Ｈ（60歳以上）

寺本  祥⼆二郎郎  様

ﾃﾗﾓﾄ  ｼｮｳｼﾞﾛｳ

⼤大阪府

9042 【ROAD】９．男⼦子Ｈ（60歳以上）

佐々⽊木  総⼰己  様

ｻｻｷ  ｵｻﾐ

⼤大阪府

9043 【ROAD】９．男⼦子Ｈ（60歳以上）

北北原  重幸  様

ｷﾀﾊﾗ  ｼｹﾞﾕｷ

兵庫県

個⼈人

9044 【ROAD】９．男⼦子Ｈ（60歳以上）

⽥田辺  哲夫  様

ﾀﾅﾍﾞ  ﾃﾂｵ

京都府

みにまむ

9045 【ROAD】９．男⼦子Ｈ（60歳以上）

野⽥田  和夫  様

ﾉﾀﾞ  ｶｽﾞｵ

愛知県

チームヤマシゲ

9046 【ROAD】９．男⼦子Ｈ（60歳以上）

村⼭山  篤⼈人  様

ﾑﾗﾔﾏ  ｱﾂﾄ

愛知県

9047 【ROAD】９．男⼦子Ｈ（60歳以上）

岩⽥田 　  修  様

ｲﾜﾀ  ｵｻﾑ

滋賀県

9048 【ROAD】９．男⼦子Ｈ（60歳以上）

⼭山崎  武美  様

ﾔﾏｻｷ  ﾀｹﾐ

兵庫県

9049 【ROAD】９．男⼦子Ｈ（60歳以上）

⽩白⽯石  晃⼀一郎郎  様

ｼﾗｲｼ  ｺｳｲﾁﾛｳ

⽯石川県

9050 【ROAD】９．男⼦子Ｈ（60歳以上）

⼩小⽊木曽  久芳  様

ｵｷﾞｿ  ﾋｻﾖｼ

愛知県

TUBI

チームまるいち
トラクターRC

FUKADAﾏｼﾞﾘﾝｸﾞ
ラブミーテンダー

種⽬目名

参加者

参加者（カナ）

都道府県

チーム名

9051 【ROAD】９．男⼦子Ｈ（60歳以上）

松元  和秀  様

ﾏﾂﾓﾄ  ｶｽﾞﾋﾃﾞ

三重県

9052 【ROAD】９．男⼦子Ｈ（60歳以上）

坂本  孟  様

ｻｶﾓﾄ  ﾊｼﾞﾒ

⼤大阪府

TUFFSTUFF 　タフスタッフ

9053 【ROAD】９．男⼦子Ｈ（60歳以上）

橋本  政明  様

ﾊｼﾓﾄ  ﾏｻｱｷ

⼤大阪府

流流れ橋サイクリングクラブ

9054 【ROAD】９．男⼦子Ｈ（60歳以上）

中尾  修  様

ﾅｶｵ  ｵｻﾑ

京都府

流流れ橋サイクリングクラブ

9055 【ROAD】９．男⼦子Ｈ（60歳以上）

松本  憲昌  様

ﾏﾂﾓﾄ  ﾉﾘﾏｻ

⼤大阪府

流流れ橋サイクリングクラブ

9056 【ROAD】９．男⼦子Ｈ（60歳以上）

桑畑  勝也  様

ｸﾜﾊﾀ  ｶﾂﾔ

京都府

流流れ橋サイクリングクラブ

9057 【ROAD】９．男⼦子Ｈ（60歳以上）

加地  健彦  様

ｶﾁﾞ  ﾀﾃﾋｺ

⼤大阪府

流流れ橋サイクリングクラブ

9058 【ROAD】９．男⼦子Ｈ（60歳以上）

柏⽊木  芳樹  様

ｶｼﾜｷﾞ  ﾖｼｷ

⼤大阪府

流流れ橋サイクリングクラブ

9059 【ROAD】９．男⼦子Ｈ（60歳以上）

森⽥田  繁  様

ﾓﾘﾀ  ｼｹﾞﾙ

京都府

流流れ橋サイクリングクラブ

9060 【ROAD】９．男⼦子Ｈ（60歳以上）

中島  和也  様

ﾅｶｼﾞﾏ  ｶｽﾞﾔ

京都府

流流れ橋サイクリングクラブ

9061 【ROAD】９．男⼦子Ｈ（60歳以上）

松本  寿夫  様

ﾏﾂﾓﾄ  ﾄｼｵ

京都府

流流れ橋サイクリングクラブ

9062 【ROAD】９．男⼦子Ｈ（60歳以上）

⼭山本  吉孝  様

ﾔﾏﾓﾄ  ﾖｼﾀｶ

静岡県

タイム縮めるゾー

9063 【ROAD】９．男⼦子Ｈ（60歳以上）

吉崎  晃久  様

ﾖｼｻﾞｷ  ｱｷﾋｻ

⼤大阪府

9064 【ROAD】９．男⼦子Ｈ（60歳以上）

井上  ⻑⾧長作  様

ｲﾉｳｴ  ﾁｮｳｻｸ

⼤大阪府

9065 【ROAD】９．男⼦子Ｈ（60歳以上）

⾓角⽞玄  信雄  様

ｶｸｹﾞﾝ  ﾉﾌﾞｵ

愛知県

9066 【ROAD】９．男⼦子Ｈ（60歳以上）

今中  義朗  様

ｲﾏﾅｶ  ﾖｼﾛｳ

⼤大阪府

9067 【ROAD】９．男⼦子Ｈ（60歳以上）

⽊木村  成⼀一  様

ｷﾑﾗ  ｾｲｲﾁ

京都府

KIMURAGARDEN

9068 【ROAD】９．男⼦子Ｈ（60歳以上）

⿃鳥居  英司  様

ﾄﾘｲ  ｴｲｼﾞ

⼤大阪府

Team  speed

9069 【ROAD】９．男⼦子Ｈ（60歳以上）

⽯石川  雅⼰己  様

ｲｼｶﾜ  ﾏｻﾐ

兵庫県

チーム 　ｉ

9070 【ROAD】９．男⼦子Ｈ（60歳以上）

加藤  健治  様

ｶﾄｳ  ｹﾝｼﾞ

愛知県

RITHCEY 　BREZZAカミハギRT

9071 【ROAD】９．男⼦子Ｈ（60歳以上）

横⽥田  和夫  様

ﾖｺﾀ  ｶｽﾞｵ

⼤大阪府

ﾓﾄﾘｰｸﾙｰ

9072 【ROAD】９．男⼦子Ｈ（60歳以上）

堀⽥田  雅昭  様

ﾎｯﾀ  ﾏｻｱｷ

奈奈良良県

⽣生駒ディアーズ

9073 【ROAD】９．男⼦子Ｈ（60歳以上）

数⾒見見  吉信  様

ｶｽﾞﾐ  ﾖｼﾉﾌﾞ

兵庫県

9074 【ROAD】９．男⼦子Ｈ（60歳以上）

⼤大森  学  様

ｵｵﾓﾘ  ﾏﾅﾌﾞ

三重県

9075 【ROAD】９．男⼦子Ｈ（60歳以上）

松林林  英樹  様

ﾏﾂﾊﾞﾔｼ  ﾋﾃﾞｷ

京都府

9076 【ROAD】９．男⼦子Ｈ（60歳以上）

⻄西原  敏夫  様

ﾆｼﾊﾗ  ﾄｼｵ

滋賀県

9077 【ROAD】９．男⼦子Ｈ（60歳以上）

猪倉 　  誠治  様

ｲﾉｸﾗ  ｾｲｼﾞ

静岡県

9078 【ROAD】９．男⼦子Ｈ（60歳以上）

⼩小林林  美記夫  様

ｺﾊﾞﾔｼ  ﾐｷｵ

岐⾩阜県

9079 【ROAD】９．男⼦子Ｈ（60歳以上）

埒  勇三  様

ﾗﾁ  ﾕｳｿﾞｳ

⼤大阪府

9080 【ROAD】９．男⼦子Ｈ（60歳以上）

樋野  満  様

ﾋﾉ  ﾐﾂﾙ

⼤大阪府

9081 【ROAD】９．男⼦子Ｈ（60歳以上）

⼭山岸  了了  様

ﾔﾏｷﾞｼ  ｻﾄﾙ

福井県

9082 【ROAD】９．男⼦子Ｈ（60歳以上）

熊⽥田  謙悟  様

ｸﾏﾀﾞ  ｹﾝｺﾞ

愛知県

9083 【ROAD】９．男⼦子Ｈ（60歳以上）

⽇日⾼高  誠⼀一  様

ﾋﾀﾞｶ  ｾｲｲﾁ

京都府

チーム  i

9084 【ROAD】９．男⼦子Ｈ（60歳以上）

松本  誠  様

ﾏﾂﾓﾄ  ﾏｺﾄ

京都府

チームオートアンドハウス

9085 【ROAD】９．男⼦子Ｈ（60歳以上）

伊藤  孝  様

ｲﾄｳ  ﾀｶｼ

⼤大阪府

9086 【ROAD】９．男⼦子Ｈ（60歳以上）

横江  孝⼀一  様

ﾖｺｴ  ｺｳｲﾁ

滋賀県

合計

86

本町クラブ堺

アクトアーミー

種⽬目名

参加者

参加者（カナ）

都道府県

チーム名

10001 【ROAD】10．フェミニン

⼭山内  智⼦子  様

ﾔﾏｳﾁ  ﾄﾓｺ

愛知県

えきcycle

10002 【ROAD】10．フェミニン

酒井  かおり  様

ｻｶｲ  ｶｵﾘ

福井県

WIND  POWER

10003 【ROAD】10．フェミニン

松本  真琴  様

ﾏﾂﾓﾄ  ﾏｺﾄ

愛知県

キープライト

10004 【ROAD】10．フェミニン

塚本  千恵⼦子  様

ﾂｶﾓﾄ  ﾁｴｺ

愛知県

10005 【ROAD】10．フェミニン

村⼭山  かほり  様

ﾑﾗﾔﾏ  ｶﾎﾘ

奈奈良良県

チームきゃうちゃん

10006 【ROAD】10．フェミニン

堀江  みちこ  様

ﾎﾘｴ  ﾐﾁｺ

⼤大阪府

チームラビットストリート

10007 【ROAD】10．フェミニン

吉⽥田  幸代  様

ﾖｼﾀﾞ  ｻﾁﾖ

⽯石川県

トンデモクラブ

10008 【ROAD】10．フェミニン

菱菱⽥田  恵美⼦子  様

ﾋｼﾀﾞ  ｴﾐｺ

滋賀県

ストラーダレーシング

10009 【ROAD】10．フェミニン

藤野  直美  様

ﾌｼﾞﾉ  ﾅｵﾐ

京都府

Team  まんま

10010 【ROAD】10．フェミニン

森  律律⼦子  様

ﾓﾘ  ﾘﾂｺ

愛知県

10011 【ROAD】10．フェミニン

箱崎  恵⼦子  様

ﾊｺｻﾞｷ  ｹｲｺ

兵庫県

ブルーサンダーズ

10012 【ROAD】10．フェミニン

後藤  まきよ  様

ｺﾞﾄｳ  ﾏｷﾖ

兵庫県

チーム・ローガンズ・よれよれ⼩小隊

10013 【ROAD】10．フェミニン

⼭山本  恵⼦子  様

ﾔﾏﾓﾄ  ｹｲｺ

⼤大阪府

team  nekochan's

10014 【ROAD】10．フェミニン

⿊黒⽥田  美帆  様

ｸﾛﾀﾞ  ﾐﾎ

兵庫県

10015 【ROAD】10．フェミニン

墨⾕谷  ゆう⼦子  様

ｽﾐﾔ  ﾕｳｺ

福井県

バルバクラブ

10016 【ROAD】10．フェミニン

岡⽥田  ⾹香織  様

ｵｶﾀﾞ  ｶｵﾘ

埼⽟玉県

DU  BON  TEMPS

10017 【ROAD】10．フェミニン

⽥田中  恭⼦子  様

ﾀﾅｶ  ｷｮｳｺ

愛知県

鱈⼦子

10018 【ROAD】10．フェミニン

中塚  裕美  様

ﾅｶﾂｶ  ﾋﾛﾐ

兵庫県

ステラシルベスト

10019 【ROAD】10．フェミニン

徳⼭山  磨美  様

ﾄｸﾔﾏ  ｷﾖﾐ

⼤大阪府

10020 【ROAD】10．フェミニン

⼯工東  直美  様

ｸﾄﾞｳ  ﾅｵﾐ

岐⾩阜県

10021 【ROAD】10．フェミニン

⻘青⽊木  裕⼦子  様

ｱｵｷ  ﾕｳｺ

奈奈良良県

10022 【ROAD】10．フェミニン

今井  かおり  様

ｲﾏｲ  ｶｵﾘ

岐⾩阜県

TEAM 　ｉｍａｓｙｓ

10023 【ROAD】10．フェミニン

今井  妙⾹香  様

ｲﾏｲ  ﾀｴｶ

岐⾩阜県

TEAM  imasys

10024 【ROAD】10．フェミニン

⽯石川  千代  様

ｲｼｶﾜ  ﾁﾖ

⽯石川県

バルバクラブ

10025 【ROAD】10．フェミニン

⾦金金井  美穂  様

ｶﾅｲ  ﾐﾎ

静岡県

10026 【ROAD】10．フェミニン

⼭山本  祥⼦子  様

ﾔﾏﾓﾄ  ｼｮｳｺ

⼤大阪府

10027 【ROAD】10．フェミニン

⽴立立花  裕美  様

ﾀﾁﾊﾞﾅ  ﾋﾛﾐ

⼤大阪府

10028 【ROAD】10．フェミニン

原  千恵  様

ﾊﾗ  ﾁｴ

愛知県

10029 【ROAD】10．フェミニン

室⽥田  茜  様

ﾑﾛﾀ  ｱｶﾈ

⼤大阪府

10030 【ROAD】10．フェミニン

⼭山崎  愛美  様

ﾔﾏｻｷ  ｴﾐ

奈奈良良県

シルクロード

10031 【ROAD】10．フェミニン

畔柳柳  千津⼦子  様

ｸﾛﾔﾅｷﾞ  ﾁﾂﾞｺ

愛知県

リーフ

10032 【ROAD】10．フェミニン

塚⽥田  紀⼦子  様

ﾂｶﾀ  ﾉﾘｺ

京都府

KCT

10033 【ROAD】10．フェミニン

福居  紀実  様

ﾌｸｲ  ｷﾐ

愛知県

Liberta

10034 【ROAD】10．フェミニン

瀧⼭山  雅⼦子  様

ﾀｷﾔﾏ  ﾏｻｺ

⼤大阪府

チームポテンシャル

10035 【ROAD】10．フェミニン

久保⽥田  春美  様

ｸﾎﾞﾀ  ﾊﾙﾐ

⼤大阪府

チームポテンシャル

10036 【ROAD】10．フェミニン

⼋八⽥田  知加  様

ﾊｯﾀ  ﾁｶ

滋賀県

トーチャンズ

10037 【ROAD】10．フェミニン

栗栗本  薫  様

ｸﾘﾓﾄ  ｶｵﾘ

京都府

Team  Poppo

10038 【ROAD】10．フェミニン

河⽥田  友美  様

ｶﾜﾀﾞ  ﾄﾓﾐ

愛知県

TEAM03

10039 【ROAD】10．フェミニン

松本  雪⼦子  様

ﾏﾂﾓﾄ  ﾕｷｺ

⼤大阪府

⼭山岳会

10040 【ROAD】10．フェミニン

岸野  理理恵  様

ｷｼﾉ  ﾘｴ

⼤大阪府

チーム 　サカタニ

10041 【ROAD】10．フェミニン

中村  真奈奈  様

ﾅｶﾑﾗ  ﾏﾅ

京都府

チームポッポ

10042 【ROAD】10．フェミニン

松永  薫  様

ﾏﾂﾅｶﾞ  ｶｵﾘ

⽯石川県

Love  me  tender!?

10043 【ROAD】10．フェミニン

福⽥田  ⿇麻知江  様

ﾌｸﾀﾞ  ﾏﾁｴ

三重県

TEAM 　VIENTO

10044 【ROAD】10．フェミニン

太⽥田  なつき  様

ｵｵﾀ  ﾅﾂｷ

⼤大阪府

10045 【ROAD】10．フェミニン

棟近  陽⼦子  様

ﾑﾈﾁｶ  ﾖｳｺ

奈奈良良県

10046 【ROAD】10．フェミニン

吉村  迪⼦子  様

ﾖｼﾑﾗ  ﾐﾁｺ

⼤大阪府

10047 【ROAD】10．フェミニン

宮下  朋⼦子  様

ﾐﾔｼﾀ  ﾄﾓｺ

愛知県

10048 【ROAD】10．フェミニン

川上  ⿇麻友美  様

ｶﾜｶﾐ  ﾏﾕﾐ

愛知県

10049 【ROAD】10．フェミニン

永森  直⼦子  様

ﾅｶﾞﾓﾘ  ﾅｵｺ

兵庫県

10050 【ROAD】10．フェミニン

花本  奈奈緒⼦子  様

ﾊﾅﾓﾄ  ﾅｵｺ

岐⾩阜県

TEAM  HIRO×HIRO

EURO-‐‑‒WORKS  Racing
TWO  CYCLE
POLPO

種⽬目名

参加者

参加者（カナ）

都道府県

チーム名

10051 【ROAD】10．フェミニン

洞洞⼝口  智美  様

ﾎﾗｸﾞﾁ  ﾄﾓﾐ

愛知県

10052 【ROAD】10．フェミニン

⽥田中  裕⼦子  様

ﾀﾅｶ  ﾕｳｺ

岐⾩阜県

10053 【ROAD】10．フェミニン

⼭山本  昌代  様

ﾔﾏﾓﾄ  ﾏｻﾖ

⼤大阪府

10054 【ROAD】10．フェミニン

清藤  知代  様

ｷﾖﾌｼﾞ  ﾁﾖ

滋賀県

10055 【ROAD】10．フェミニン

甲斐島  由希⼦子  様

ｶｲｼﾏ  ﾕｷｺ

兵庫県

10056 【ROAD】10．フェミニン

⼭山本  幸⼦子  様

ﾔﾏﾓﾄ  ｻﾁｺ

奈奈良良県

つうばいつう

10057 【ROAD】10．フェミニン

藤本  純⼦子  様

ﾌｼﾞﾓﾄ  ｼﾞｭﾝｺ

⼤大阪府

⻑⾧長崎⼤大学サイクリング部OB会

10058 【ROAD】10．フェミニン

⼭山越  聡⼦子  様

ﾔﾏｺｼ  ｻﾄｺ

東京都

10059 【ROAD】10．フェミニン

河⽥田  由可  様

ｶﾜﾀﾞ  ﾕｶ

岐⾩阜県

10060 【ROAD】10．フェミニン

吉⽥田  真奈奈美  様

ﾖｼﾀﾞ  ﾏﾅﾐ

⼤大阪府

コスミック

10061 【ROAD】10．フェミニン

久保  明⼦子  様

ｸﾎﾞ  ｱｷｺ

奈奈良良県

チーム⽶米俵

10062 【ROAD】10．フェミニン

松本  碧  様

ﾏﾂﾓﾄ  ﾐﾄﾞﾘ

⼤大阪府

シンコーポレーション頼国

10063 【ROAD】10．フェミニン

若若宮  いう⼦子  様

ﾜｶﾐﾔ  ｲｳｺ

京都府

チームｊａｍ 　＆ 　⼤大原朝市Ｒ＆Ｃ 　

10064 【ROAD】10．フェミニン

牧野  郁⼦子  様

ﾏｷﾉ  ｲｸｺ

⼤大阪府

TUFFSTUFF 　タフスタッフ

10065 【ROAD】10．フェミニン

⾕谷名  正代  様

ﾀﾆﾅ  ﾏｻﾖ

奈奈良良県

チーム  シルクロード

10066 【ROAD】10．フェミニン

井上  美幸  様

ｲﾉｳｴ  ﾐﾕｷ

京都府

10067 【ROAD】10．フェミニン

恵⽐比須  博⼦子  様

ｴﾋﾞｽ  ﾋﾛｺ

広島県

10068 【ROAD】10．フェミニン

⼭山⼝口  真貴⼦子  様

ﾔﾏｸﾞﾁ  ﾏｷｺ

⼤大阪府

10069 【ROAD】10．フェミニン

新⽥田  みき  様

ﾆｯﾀ  ﾐｷ

兵庫県

10070 【ROAD】10．フェミニン

⾓角屋  由⾹香⾥里里  様

ｶﾄﾞﾔ  ﾕｶﾘ

⼤大阪府

10071 【ROAD】10．フェミニン

⽥田⼝口  智恵  様

ﾀｸﾞﾁ  ﾁｴ

岐⾩阜県

10072 【ROAD】10．フェミニン

今吉  有理理⼦子  様

ｲﾏﾖｼ  ﾕﾘｺ

⼤大阪府

10073 【ROAD】10．フェミニン

⼭山⼾戸  志織  様

ﾔﾏﾄ  ｼｵﾘ

兵庫県

10074 【ROAD】10．フェミニン

櫻⽥田  千晶  様

ｻｸﾗﾀﾞ  ﾁｱｷ

⼤大阪府

10075 【ROAD】10．フェミニン

幅  恵  様

ﾊﾊﾞ  ﾒｸﾞﾐ

⼤大阪府

10076 【ROAD】10．フェミニン

榊原  由貴⼦子  様

ｻｶｷﾊﾞﾗ  ﾕｷｺ

愛知県

KONSIN

10077 【ROAD】10．フェミニン

綿  ⾥里里美  様

ﾜﾀ  ｻﾄﾐ

⽯石川県

PowerKick

10078 【ROAD】10．フェミニン

吉住  章⼦子  様

ﾖｼｽﾞﾐ  ｱｷｺ

福岡県

LEGON

10079 【ROAD】10．フェミニン

⽶米⽥田  絹代  様

ﾖﾈﾀﾞ  ｷﾇﾖ

⼤大阪府

10080 【ROAD】10．フェミニン

⼭山⼝口  美樹  様

ﾔﾏｸﾞﾁ  ﾐｷ

⽯石川県

10081 【ROAD】10．フェミニン

本間  康愛  様

ﾎﾝﾏ  ﾔｽｴ

兵庫県

10082 【ROAD】10．フェミニン

浅井  亜耶  様

ｱｻｲ  ｱﾔ

東京都

10083 【ROAD】10．フェミニン

奥⾕谷  知枝美  様

ｵｸﾔ  ﾁｴﾐ

愛知県

10084 【ROAD】10．フェミニン

加藤  あゆみ  様

ｶﾄｳ  ｱﾕﾐ

愛知県

10085 【ROAD】10．フェミニン

鈴鈴⽊木  明美  様

ｽｽﾞｷ  ｱｹﾐ

三重県

10086 【ROAD】10．フェミニン

多久島  美登⾥里里  様

ﾀｸｼﾏ  ﾐﾄﾞﾘ

愛知県

ナチュラル

10087 【ROAD】10．フェミニン

⽔水野  奈奈緒美  様

ﾐｽﾞﾉ  ﾅｵﾐ

⽯石川県

バルバカナザワ

10088 【ROAD】10．フェミニン

⾵風巻  有⾥里里  様

ｶｻﾞﾏｷ  ﾕﾘ

⼤大阪府

10089 【ROAD】10．フェミニン

浜本  輝美  様

ﾊﾏﾓﾄ  ﾃﾙﾐ

⼤大阪府

チームシロモト

10090 【ROAD】10．フェミニン

澤畠  京美  様

ｻﾜﾊﾀ  ｷｮｳﾐ

神奈奈川県

ジンマー

10091 【ROAD】10．フェミニン

中井  由⾥里里  様

ﾅｶｲ  ﾕﾘ

⼤大阪府

10092 【ROAD】10．フェミニン

⼤大槻  愛⾐衣  様

ｵｵﾂｷ  ｱｲ

岐⾩阜県

10093 【ROAD】10．フェミニン

村松  陽⼦子  様

ﾑﾗﾏﾂ  ﾖｳｺ

京都府

10094 【ROAD】10．フェミニン

中村  早恵  様

ﾅｶﾑﾗ  ｻｴ

京都府

10095 【ROAD】10．フェミニン

栗栗林林  ひろみ  様

ｸﾘﾊﾞﾔｼ  ﾋﾛﾐ

富⼭山県

バルバワークス 　トヤマストア

10096 【ROAD】10．フェミニン

井伊  絵⾥里里⼦子  様

ｲｲ  ｴﾘｺ

東京都

チーム⻑⾧長⼤大

10097 【ROAD】10．フェミニン

⼤大坪  知美  様

ｵｵﾂﾎﾞ  ﾄﾓﾐ

愛知県

10098 【ROAD】10．フェミニン

⼩小阪  満美  様

ｺｻｶ  ﾏﾐ

⼤大阪府

10099 【ROAD】10．フェミニン

松本  早苗  様

ﾏﾂﾓﾄ  ｻﾅｴ

⼤大阪府

10100 【ROAD】10．フェミニン

尾崎  美智代  様

ｵｻﾞｷ  ﾐﾁﾖ

⻑⾧長野県

10101 【ROAD】10．フェミニン

児⽟玉  由加  様

ｺﾀﾞﾏ  ﾕｶ

兵庫県

10102 【ROAD】10．フェミニン

岸本  美南海  様

ｷｼﾓﾄ  ﾐﾅﾐ

京都府

10103 【ROAD】10．フェミニン

舩橋  紅弥  様

ﾌﾅﾊﾞｼ  ｸﾐ

愛知県

10104 【ROAD】10．フェミニン

細川  寿美⼦子  様

ﾎｿｶﾜ  ｽﾐｺ

東京都

10105 【ROAD】10．フェミニン

希代  美和  様

ｷﾀﾞｲ  ﾐﾜ

兵庫県

10106 【ROAD】10．フェミニン

前⽥田  久美⼦子  様

ﾏｴﾀﾞ  ｸﾐｺ

⼤大阪府

10107 【ROAD】10．フェミニン

濱⽥田  康江  様

ハマダ  ヤスエ

愛知県

10108 【ROAD】10．フェミニン

松本  明⼦子  様

マツモト  アキコ

愛知県

合計 108

Herakles
ステラシルベスト

つうばいつうＲ

KAZAMIDORI

チーム⻑⾧長⼤大
サイクルマスター

Team  RSO-‐‑‒racing

京都府⽴立立医科⼤大学

ぐるぐる

種⽬目名

参加者

参加者（カナ）

都道府県

チーム名

11001 【MTB】11．MTBクラス

野⽥田  昭⾏行行  様

ﾉﾀﾞ  ｱｷﾕｷ

⼤大阪府

11002 【MTB】11．MTBクラス

野⽥田  政宏  様

ﾉﾀﾞ  ﾏｻﾋﾛ

岐⾩阜県

11003 【MTB】11．MTBクラス

⼤大窪  公規  様

ｵｵｸﾎﾞ  ﾏｻﾉﾘ

滋賀県

ＯＬＤ 　ｂａｍｂｏｏ

11004 【MTB】11．MTBクラス

安⽥田  ⾼高司  様

ﾔｽﾀﾞ  ｺｳｼﾞ

三重県

地球防衛軍銀輪輪部隊

11005 【MTB】11．MTBクラス

井上  浩⼀一  様

ｲﾉｳｴ  ｺｳｲﾁ

兵庫県

⼦子午線C.C.

11006 【MTB】11．MTBクラス

⾜足⽴立立  靖彦  様

ｱﾀﾞﾁ  ﾔｽﾋｺ

滋賀県

ストラーダR

11007 【MTB】11．MTBクラス

⾼高橋  芳明  様

ﾀｶﾊｼ  ﾖｼｱｷ

岐⾩阜県

11008 【MTB】11．MTBクラス

恒⽥田  秀樹  様

ﾂﾈﾀﾞ  ﾋﾃﾞｷ

⼤大阪府

Team-‐‑‒NR

11009 【MTB】11．MTBクラス

恒⽥田  さよ⼦子  様

ﾂﾈﾀﾞ  ｻﾖｺ

⼤大阪府

Team-‐‑‒NR

11010 【MTB】11．MTBクラス

美澤  功  様

ﾐｻﾜ  ｲｻｵ

愛知県

LFAN

11011 【MTB】11．MTBクラス

井上  健⼀一郎郎  様

ｲﾉｳｴ  ｹﾝｲﾁﾛｳ

⼤大阪府

Team-‐‑‒NR

11012 【MTB】11．MTBクラス

藤原  三和⼦子  様

ﾌｼﾞﾜﾗ  ﾐﾜｺ

⼤大阪府

TEAM  TOPFIELD

11013 【MTB】11．MTBクラス

藤原  幸春  様

ﾌｼﾞﾜﾗ  ﾕｷﾊﾙ

⼤大阪府

TEAM  TOPFIELD

11014 【MTB】11．MTBクラス

⻑⾧長尾  宣治  様

ﾅｶﾞｵ  ﾉﾌﾞﾊﾙ

愛知県

ロングアロー

11015 【MTB】11．MTBクラス

⽮矢島  俊秀  様

ﾔｼﾞﾏ  ﾄｼﾋﾃﾞ

愛知県

ロングアロー

11016 【MTB】11．MTBクラス

中⼭山  秀雄  様

ﾅｶﾔﾏ  ﾋﾃﾞｵ

⼤大阪府

TOPFIELD

11017 【MTB】11．MTBクラス

⼋八⽊木  祐次  様

ﾔｷﾞ  ﾕｳｼﾞ

岐⾩阜県

チームサンケイ

11018 【MTB】11．MTBクラス

野⽥田  裕厚  様

ﾉﾀﾞ  ﾋﾛｱﾂ

岐⾩阜県

チームサンケイ

11019 【MTB】11．MTBクラス

上⽥田  幸平  様

ｳｴﾀﾞ  ｺｳﾍｲ

奈奈良良県

casablanca  cycling  team

11020 【MTB】11．MTBクラス

⻄西⽥田  広  様

ﾆｼﾀﾞ  ﾋﾛｼ

岐⾩阜県

サイクルショップ 　ポパイ 　OTC

11021 【MTB】11．MTBクラス

ヨシダ  ケンイチ  様

ﾖｼﾀﾞ  ｹﾝｲﾁ

岐⾩阜県

⼤大垣ピストンズ・ネタ制作部

11022 【MTB】11．MTBクラス

川端  孝治  様

ｶﾜﾊﾞﾀ  ｺｳｼﾞ

愛知県

11023 【MTB】11．MTBクラス

⿅鹿鹿野  豊  様

ｼｶﾉ  ﾕﾀｶ

愛知県

11024 【MTB】11．MTBクラス

佐崎  勉  様

ｻｻﾞｷ  ﾂﾄﾑ

⼤大阪府

「Ｊ」

11025 【MTB】11．MTBクラス

坂倉  健次朗  様

ｻｶｸﾗ  ｹﾝｼﾞﾛｳ

愛知県

奥美濃ＣＣ

11026 【MTB】11．MTBクラス

⼭山崎  恭兵  様

ﾔﾏｻｷ  ｷｮｳﾍｲ

愛知県

TEAM  KATAYAMA

11027 【MTB】11．MTBクラス

杉本  哲也  様

ｽｷﾞﾓﾄ  ﾃﾂﾔ

愛知県

11028 【MTB】11．MTBクラス

星野  真⼆二  様

ﾎｼﾉ  ｼﾝｼﾞ

三重県

11029 【MTB】11．MTBクラス

上阪  努  様

ｳｴｻｶ  ﾂﾄﾑ

滋賀県

aqua|meister

11030 【MTB】11．MTBクラス

宇根⽥田  卓  様

ｳﾈﾀﾞ  ｽｸﾞﾙ

京都府

井ノ⼝口畳店

11031 【MTB】11．MTBクラス

吉住  ⼀一成  様

ﾖｼｽﾞﾐ  ｶｽﾞﾅﾘ

京都府

流流れ橋サイクリングクラブ

11032 【MTB】11．MTBクラス

北北川  隆浩  様

ｷﾀｶﾞﾜ  ﾀｶﾋﾛ

滋賀県

11033 【MTB】11．MTBクラス

松本  ヒロタツ  様

ﾏﾂﾓﾄ  ﾋﾛﾀﾂ

東京都

11034 【MTB】11．MTBクラス

藤澤  和彦  様

ﾌｼﾞｻﾜ  ｶｽﾞﾋｺ

滋賀県

11035 【MTB】11．MTBクラス

⾦金金⼦子  真之  様

ｶﾈｺ  ﾏｻﾕｷ

愛知県

DGT

11036 【MTB】11．MTBクラス

橋本  隆⼆二  様

ﾊｼﾓﾄ  ﾘｭｳｼﾞ

⼤大阪府

本町クラブ

11037 【MTB】11．MTBクラス

松葉葉  崇史  様

ﾏﾂﾊﾞ  ﾀｶｼ

愛知県

TEAM平松⽊木型

11038 【MTB】11．MTBクラス

近藤  真実  様

ｺﾝﾄﾞｳ  ﾏｻﾐ

愛知県

11039 【MTB】11．MTBクラス

川⼝口  達⽮矢  様

ｶﾜｸﾞﾁ  ﾀﾂﾔ

滋賀県

11040 【MTB】11．MTBクラス

野添  研治  様

ﾉｿﾞｴ  ｹﾝｼﾞ

福井県

11041 【MTB】11．MTBクラス

森岡  徹  様

ﾓﾘｵｶ  ﾄｵﾙ

滋賀県

チーム47年年式

11042 【MTB】11．MTBクラス

鉤  義仁  様

ﾏｶﾞﾘ  ﾖｼﾋﾄ

滋賀県

チーム47年年式

20003 【MTB】11．MTBクラス

多⽥田  尚⽂文  様

タダナオフミ

東京都

合計 43

鰻ライダー

チームＰｉｃａ

