
スタート順 スタート時間 No. チーム名
2001 しゃみっこ 近藤 なつき 山際 和加

2002 おしゃべりペダル　チームP 服部 卓馬 服部 薫子

2003 バナナ大学夫婦部 大久保 和典 大久保 駒子

2004 八木夫妻 八木 茂典 八木 名恵

2005 クロスジョーカー coba 坂野 光俊 cobachan 25

2006 ブレイカーズ 犬猫好き 西山 武士 伊藤 茜

2007 eruny-na 鈴木 弘幸 杉浦 邦男

2008 名岐ベンド 野原 弘貴 山田 哲也

2009 nogu-mori 中森 雅人 野口 克彦

2010 TCC 鶴田 光次郎 木村 雄大

2011 SAKAI★とSKY☆ 花谷 篤史 道願 幸治郎

2012 TEAM FORMULA ROSSA 吉田 惇 斎藤 美松

2013 ブレイカーズ 舘 栄太郎 山下 隆浩

2014 O-Blood Brothers 岡芹 泰孝 岡芹 弘幸

2015 BMC Racing 花木 雅俊 Zac Raynolds

2016 △ミサイル 黒田 孝 井上 聡史

2017 Bicycle Color CGG 篠崎 秀一 日比 一仁

2018 おしゃべりペダル　チームO 北岡 正光 保田 光宣

2019 ロケットマン 植田 優太 古川 貴大

2020 Act army 伊岐見 哲也 渡辺 正史

2021 DESTRA 久保田 寛隆 山田 晴大

2022 CSK Racing club 藤本 和昌 真野 功

2023 SABr 杉本 篤耶 杉本 征志朗

2024 サンデーライダー 柴山 重樹 柴山 明夫

2025 大垣CSC 今井 義信 市川 豊

2026 zippy cycle club 松村 長人 藤田 隼也

2027 ACT ARMY RT 加藤 正之 後藤 孝弘

2028 Banana Holic 早崎 知弥 坂田 憲彦

2029 小野哲信者 柴田 治樹 谷村 優太

2030 InspireRacingTeam 奥村 正幸 碇 純治

2031 CWASPアタリ前田 本田 博 前田 堅一朗

2032 チーム・サニーサイド 池田 豊 永冨 一

2033 京都市立病院自転車部 井上 雄太 室谷 和弘

2034 TeamF 田村 裕貴 巴 亮太

2035 三菱自動車自転車部 嶋崎 善文 丹羽 正憲

2036 自転車道　DKY 山口 暢也 石渡 雅大

2037 ACCEL 加藤 健一 杉原 和剛

2038 grape hill 吉岡 拓哉 山岸 良演

2039 ONE/WD 宮村 優 梅田 康之

2040 ワンワン ブラザーズ 朝倉 健介 福田 和志

2041 TRI DMC 米田 智行 西村 健二

2042 TT meister 松本 孝 川瀬 康史

2043 関西クラシックレーサーズ 山本 幸良 和田 直之

2044 山下ゴム / じょんのびTIME Wood Andy 吉田 勝彦

2045 チームしまうま 陸野 圭司 安川 洋平

2046 エキップリオン凸凹コンビ 宇田 裕行 浦谷 篤

2047 gucci brother 岡 哲也 川口 英樹

2048 ヴェロノリVIBE EVO2018 太田 啓貴 井戸田 直樹

2049 TEAM LANVESTA 山本 晃 落合 重夫

2050 アベンジャーズ 西埜 太一朗 土井 康裕

2051 DRONE 末廣 晃一 中村 春男

2052 ブレイカーズ 宮島 怜史 大堀 哲也

2053 teamhakusei 末山 翔吾 岡嶋 大洋

2054 DRAGON ROAR 山脇 大史 秦 邦博

2055 ZAS Racing ロッツォ&鶏ガラ 高塚 武彦 伊藤 隆久

2056 Y.K.K 大澤 億人 大澤 兆成

2057 Le Mont 古田 真浩 髙 智紀

2058 おさかな天国 森川 晃行 一色 寛之

2059 Nitto CC ﾋﾛﾃﾂ 伊藤 大倫 柴田 哲宏

2060 先輩後輩チーム 次田 佳央 綛山 光平

2061 東方ゆるポタ郷 小坂 悠人 田中 敦

2062 若松本 若松 正嗣 松本 晃治

2063 Bicycle Color イケメンズ 永野 人士 松永 秀彦

2064 チーム シンガ 田中 雅也 田中 伸一

2065 Bicycle Color 黒×2 米田 泰史 大村 達史

2066 チーム米俵 吉川 伸 西迫 浩文

2067 JSRメビウスα 伊藤 貴之 三好 龍也

2068 フェネルバフチェ 安野 滉人 長倉 大知

2069 桜才学園生徒会役員共 山口 大登 津田 大次郎

2070 TNKS Racing 名和 孝明 清水 裕生

2071 三味線Racing 川邊 恭平 楠本 宏樹

トロッフェ・バラッキ　スタートリスト　10周(58.1km)　ゼッケン色(桃)　71チーム
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21 13:37:00

22 13:37:15
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インターバル 1分
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1 13:30:00


