
No. チーム名 地区 メンバー

1001 Team F19 兵庫県 玉置 伸匡 山崎 直也

1002 Team　ANG_1 大阪府 岡崎 寛之 杉本 正夫

1003 wing-it EH 三重県 服部 良 江川 直樹

1004 WING－IT 三重県 伊藤 琢磨 小川 大輔

1005 ユーロード・交互浴ーズ 愛知県 市古 大輔 鈴木 篤海

1006 チーム・iQalte 岐阜県 梶原 脩 本田 大祐 服部 賢志

1007 F19v2 大阪府 中尾 信之 天野 正伸 水野 貴弘

1008 チームヤマシゲミドルグレード 愛知県 堀田 勉 山岸 雅幸 有木 聡

1009 チーム・PLANET 岐阜県 大嶽 智幸 長江 洋佑 小池 和人 奥田 義康

1010 ジピゾウタイガー 三重県 白崎 孝紀 熊坂 亮 清水 洋佑 川島 拓実

1011 ユーロード岡島組残党 愛知県 岡島 洋介 大橋 穂高 小渕 琢 松本 哲郎

1012 ﾀﾞｲﾊﾂ ﾊｲｾﾞｯﾄ 大阪府 松木 卓茂 北尾 直 井上 大輔 松本 大介

1013 チームヤマシゲ2 愛知県 加藤 佳高 横井 健夫 小宮 真一 宮本 武

1014 team±ZERO 大阪府 岡本 康生 辻尾 立志 富尾 彰太 川野 幸世

1015 ターミネーターＲＴ　午後からマッタリ 三重県 山本 哲也 荒木 伸一 打田 功 大江 貴幸

1016 チームＺ 三重県 末松 正裕 中尾 有志 山口 彰太 打田 健太

1017 チームヤマシゲNo1 愛知県 山田 大嗣 神田 武彦 加島 崇史 水野 勝仁

1018 スズキサイクルＡ 愛知県 鈴木 雅和 中村 和俊 岩川 真也 森 一将 清水 博道

1019 ダイハツ テリオス 大阪府 橋本 友成 山下 真司 太田 慎吾 関根 勇介 藤田 伊志

1020 escaper's 愛知県 永冶 駿 久後 拓也 松原 大知 永冶 涼 大脇 直之

1021 iSky研究所 愛知県 山田 浩樹 伊藤 寛 山東 友樹 近藤 岳晴 下村 智茂

1022 スズキサイクルＢ 愛知県 渡辺 旭 荒川 祐至 日比野 謙 坪井 祐樹 中井 亮祐

1023 スキル 大阪府 黒川 正幸 増田 信吾 尾笹 喜一 宮浦 徳彦 森田 旬哉

1024 チームFUKUSUKE 愛知県 阿部 義弘 猪川 正臣 合田 任志 長原 正起 齋藤 真一郎

1041 尾張ういろ〈抹茶〉 愛知県 紺谷 祐輔 二橋 脩介

1042 NCC-B 滋賀県 内村 智彦 山田 勇樹

1043 NCC-Y 滋賀県 山本 洋敬 山本 和輝

1044 チームERI-A 愛知県 溝部 純 黒部 史彦

1045 柳垣 兵庫県 柳野 佑輔 稲垣 翔太

1046 チームＥＲＩ－Ｂ 愛知県 野々山 雄三 伊藤 正成

1047 チームあおこん 大阪府 福菅 智之 大野 史人

1048 佑真・寛也ペア 大阪府 福菅 佑真 﨑山 寛也

1049 Ring×2 Cycling Team 滋賀県 間所 智幸 徳田 裕 荒木 尚記

1050 チャリンコ倶楽部 兵庫県 小田 貴之 徳田 博行 冨田 雅史

1051 あおい会Ａ 京都府 廣田 幸弘 今安 明彦 中澤 功一

1052 テルジロアKKT 愛知県 角谷 康二郎 角谷 健一郎 日向 太一

1053 Team ELMO A 岐阜県 山田 和弘 栗田 竜馬 三宅 常晴

1054 Rafale A 滋賀県 福間 信宏 柏本 昌広 山村 悠介

1055 オムレンジャー青 滋賀県 岡安 裕 井口 世利也 柿本 直也

1056 オムレンジャー茶 滋賀県 宮本 寛之 阿部 雅弘 山下 司

1057 山田商会2スイスイ 愛知県 鎌田 桂太郎 太田 佳典 阿部 一道

1058 ファルコ岐阜サイクリング 岐阜県 竹中 翔逸 森島 周太郎 井上 剛典

1059 ファルコ岐阜レーシング 岐阜県 徳重 政則 大矢 毅 稲垣 実

1060 アンデンＴＣ 愛知県 野村 秀威 伊藤 和真 花井 章夫

1061 NCC-A 滋賀県 松本 一樹 園田 善之 北村 仁志

1062 KNUCKLES C 京都府 岩田 康弘 中村 克 原田 昭如

1063 尾張ういろ〈黒〉 愛知県 加藤 寛三 伊藤 甲太郎 荒川 ソウタ

1064 尾張ういろ〈白〉 愛知県 岩館 恭佑 野々川 晋 相馬 有作

1065 Rafale B 滋賀県 海沼 嵩 森 健斗 清瀬 健司

1066 オムレンジャー ブラック 愛知県 清水 良治 竹谷 宏昭 水谷 昌樹

1067 オムレンジャー レッド 愛知県 鈴木 啓仁 河田 利香 岡田 圭吾

1068 KNUCKLES A 京都府 塩見 丈 中村 幸 上田 健太 岡崎 仁

1069 SANYU・楽走会 愛知県 四元 泰晴 岩本 直也 三沢 一郎 岡村 昌平

1070 ZOEK FR 三重県 川添 晃寛 小島 広士 蜂須賀 功真 江崎 旭

1071 ここいちばんA 京都府 勝山 卓哉 樋口 泰佑 山足 英俊 瀧脇 正明

1072 オムレンジャー白 滋賀県 多田 明日香 鈴木 健太 真砂 宏康 行實 孝太

1073 KNUCKLES B 京都府 花坂 周邦 藤原 直己 宮田 和志 荒木 宏祐

1074 Team DTK 2 三重県 相原 毅 辻 明大 松井 訓央 庄司 航基

1075 オムレンジャー　赤外 滋賀県 宮下 誠司 太子 芳爵 吉田 博史 白 釘虎

1076 あおい会B 京都府 竹川 智生 前田 謙治 苑田 恵時 吉村 祐貴
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No. チーム名 地区 メンバー

1077 もちもち食パン 兵庫県 杉田 一朗 植野 たくま 藤井 里至 藤田 竜弥 渡辺 大登

1078 TEAM KYB 愛知県 寺本 達矢 入江 天 河村 浩司 井ノ口 拓実 吉田 一貴

1079 世界のＴＯＮＥＺ 大阪府 寺岡 利高 西山 裕樹 川嵜 一樹 西田 欣秀 柏本 淳

1080 ぷらんとコンストラクターズ 兵庫県 近藤 耕平 松下 貴司 張間 健斗 北村 修一 奥田 愛子

1081 はいかんラインチェッカーズ 兵庫県 長濱 智彦 德岡 篤 福谷 啓太 垣尾 剛 青木 友也

1088 可児市バイシクルガーディアンズ選抜隊・弐 岐阜県 高田 優介 佐藤 直樹

1089 中央ACチームヤング 愛知県 黒坂 祐子 吉川 勝也

1090 Team　ANG_2 大阪府 山下 暢之 石川 晴敏

1091 大成中学62年卒業生 奈良県 平阪 匡志 松下 義則

1092 EM自転車同好会B 愛知県 森 厚平 高本 聡

1093 転倒無視 滋賀県 大橋 秀則 島田 和明

1094 EM自転車同好会A 愛知県 瀬尾 洋充 明城 啓一

1095 中央ACチームおっさん 愛知県 橋野 佳代 中島 聡

1096 ヤマシゲ亀さんチーム 愛知県 田中 靖昭 水野 敏一 山田 大輔

1097 DekunoBoW 奈良県 若林 篤 川村 年孝 辻谷 直之

1098 ハーマンA 静岡県 梅島 一悦 伊藤 裕久 杉山 崇

1099 ハーマンB 静岡県 大濱 勇 岩井 詔彦 大橋 満

1100 ハーマンC 静岡県 小野田 壮好 川村 雅祥 霜垣 亮太

1101 Rabbit Street 1 大阪府 髙岡 雅知 寺門 徹 三田 忠伸

1102 ヤマシゲ高松水チーム 愛知県 高橋 宏和 水谷 剛 松尾 透

1103 スポーツサイクルナチュラル Bチーム 京都府 中山 亮介 上之原 義和 大田 浩明

1104 中井組 愛知県 永井 敦 中井 慶吾 濱田 貴之

1105 すいまーず+1 愛知県 田辺 憲一 右高 一成 小林 孝至 山田 隼人

1106 ＣＹＣＬＥ ＣＡＴ ４ＨＲ 大阪府 三木田 健治 山磨 健二 吉光 修三 松田 信太郎

1107 TRSW Team A 愛知県 内城 敏博 鷲野 貴幸 松本 雅一 林 徳一

1108 シーテックFUSION　AB 愛知県 大西 勇輔 酒向 孝嗣 新美 剛直 片野 翔太

1109 名消自転車部Ａ 愛知県 平田 達 坂上 嘉則 助田 裕哉 濱地 勇樹

1110 DAIKI 大阪府 辻本 達也 清水 大樹 近藤 大将 川合 啓太

1111 AKB54 愛知県 木村 高志 森 祐二 熊木 浩史 新垣 良樹

1112 名消自転車部B 愛知県 伊藤 寿生 雨森 孝志 須田 裕貴 小西 一也

1113 Team ELMO Ｄ 岐阜県 平田 義一 島戸 龍史 髙田 大輝 高橋 良太 小木曽 賢

1114 TRSW Team B 愛知県 後藤 孝 小野 昭夫 岩田 智仁 中島 修二 小川 翔

1136 ダイハツ ブーン 大阪府 松本 隆之 田久世 奈々子

1137 ケッタ部①　Teamパーカーズ 愛知県 橋本 崇史 吉田 一文

1138 チームオーハシ 大阪府 大橋 俊之 大橋 正治

1139 team Ph ② 愛知県 土田 博生 市橋 一誠

1140 ダイハツ コペン 大阪府 宇田 徹 渡辺 彰規

1141 ぴっとレーシングチーム 愛知県 前田 浩 梅本 伸行

1142 ＬＩＮＥＭＡＮ０１ 愛知県 上手 栄一 松下 宏

1143 Team　ANG_4 大阪府 二口 博行 吉田 公輝

1144 TIROxRIN 愛知県 西田 寛 東 騎士

1145 ケッタ部②　TeamTOM＆KON 愛知県 大村 純也 仲井 詠二

1146 ＬＩＮＥＭＡＮ０２ 愛知県 小坂田 朋 大橋 健

1147 team Ph ① 愛知県 小川 敦史 榎本 翔太

1148 ＬＩＮＥＭＡＮ０３ 愛知県 小川 元気 金井 智朗

1149 ＬＩＮＥＭＡＮ０４ 愛知県 木村 俊也 林 承志

1150 ぴっとレーシングチーム 愛知県 馬淵 智広 磯村 尚樹

1151 SANYU・GENKAI 愛知県 千原 英司 前川 恒輝 大橋 健治

1152 TCNサイクリングクラブ 愛知県 安藤 賢ニ 鈴木 康之 宇野 良介

1153 シーテックFUSION　CD 愛知県 垣崎 徳宏 近藤 久嗣 鷹見 直和

1154 大成サイクル倶楽部 奈良県 藤井 陽次 中川 賢相 榎本 雅一

1155 山田商会 愛知県 中武 寛 小野 陽 丸山 潤

1156 Baccanoチャリ部 愛知県 角谷 浩 福井 俊人 那須田 浩之

1157 アメドリサイクリング部B 京都府 北田 洋基 石崎 智貴 松田 嵩平

1158 ツッチーwithP 愛知県 土本 歩樹 溝口 聡一朗 白畑 佑

1159 アメドリサイクリング部A 京都府 北山 侑希 松岡 裕大 寺岡 洋祐

1160 TBT研サイクリング部 京都府 上村 聡 井田 昌孝 内田 雄一郎 木村 幸史

1161 Super Sky 愛知県 福井 剛毅 日比野 将也 奥山 健 佐藤 剛

1162 エレコム自転車部 大阪府 森岡 真一 和田 誠 坂本 孝之 坂根 寛泰

1163 Team Tourbillon 神奈川 小林 司 増田 遥輔 矢野 城学 生田 翔也

1164 井上半端ないって！ 愛知県 安藤 一宏 井上 祐人 岡田 美徳 水野 裕太

1165 NCVC Anesth 大阪府 横手 宏彰 岩井 与幸 稲富 弓弦 鈴木 貴志 村上 徹



No. チーム名 地区 メンバー

1166 伊藤軍団 愛知県 常家 卓也 塚原 将司 小林 広治 黒田 泰光 中村 博幸

1167 Team ELMO Ｅ 岐阜県 井藤 一太郎 安達 裕長 小国 亮二 藤原 伸一 三村 裕二

1183 Bダッシュ 奈良県 池田 智文 宮脇 成和

1184 Da Go a Head oyb 三重県 奥 守孝 前川 幸司

1185 コンソメパンチ 滋賀県 阿出川 剛 宮石 学

1186 チームＴＫ 滋賀県 白崎 隆行 川頭 芳規

1187 blue3 愛知県 長島 剛宏 倉田 敬利

1188 Bダッシュ・チームTM 奈良県 多屋 正博 松浦 弘治

1189 Bダッシュ・チームHN 奈良県 仲野 嘉信 秦野 裕史

1190 Da Go ahead 三重県 森岡 秀和 岡本 隼志

1191 Hebe リンリン 愛知県 鈴木 貴智 鈴木 大也

1192 チーム衣浦 愛知県 岡田 拓実 杉浦 要平

1193 チーム衣浦２ 愛知県 福原 慎一 小川内 勝幸

1194 DESTRA1年生 岐阜県 樋口 功治 吉田 真人

1195 ヤマキンズ 三重県 森田 泰生 東出 智哉 西口 文晃

1196 安城軽号筋-B 愛知県 吉田 繁伸 早川 純一 加藤 晋二

1197 アンドカイ 愛知県 小木曽 智哉 平野 聡志 土田 浩樹

1198 Doyoboo 01 滋賀県 新村 友浩 浅井 勇気 工藤 哲也

1199 自転車操業 駆動課 設計実験制御混合 大阪府 保要 勝洋 久保 了一 鷲尾 太一

1200 STR　ゆる 愛知県 大原 康明 長坂 祥 金札 拓郎

1201 安城軽号筋-A 愛知県 伊藤 駿 杉浦 英樹 村松 幸次郎

1202 Bダッシュ・チームFAT 奈良県 福田 隆宏 築田 真 安積 武志

1203 Team猫の手3 大阪府 高崎 教男 片山 仁 橋本 Ｊｒ

1204 安城軽号筋 愛知県 塚田 順亮 河野 孝洋 神谷 春奈

1205 Bダッシュ・チームKIA 奈良県 幸嶋 一雄 井上 忠 赤木 伸行

1206 自転車操業　駆動課　課長と部下 兵庫県 竹内 正法 佐藤 秀樹 高月 祐治

1207 HEBEモーリー 愛知県 大川 芳徳 吉村 博子 守屋 正俊

1208 Team猫の手1 大阪府 辻 暁 結城 佳津美 権田 彰宏 塚原 直人

1209 Team ELMO Ｆ 岐阜県 服部 浩明 髙島 祐介 日高 建 髙橋 暁

1210 ほらふき男爵 奈良県 井上 健 日高 顕 安村 直郎 倉田 雄二

1211 Team ELMO G 岐阜県 井川 太郎 岡部 禎晃 熊澤 智綱 日比野 好博

1212 Doyoboo 02 滋賀県 山崎 浩司 加藤 孝則 若林 均 園 裕彦

1213 Team Rising Sun 富山県 田中 悠 松村 直彦 山田 芳博 山道 浩二

1214 Team ELMO Ｈ 岐阜県 棚橋 悟 能登 宜行 髙橋 享 竹本 直樹

1215 Team Altotevere F 愛知県 矢野 友貴 大野 真志 永田 望 江崎 良丈

1216 あらうんど30 愛知県 鈴木 裕太 早川 秀宣 森宗 佑樹 服田 将也

1217 Team猫の手2 大阪府 山田 道夫 橋本 憲一 竹田 典裕 嶋崎 幹人

1218 脱いちばんfeat.信濃路 滋賀県 稲葉 洋敬 小林 高志 相馬 翔 松下 俊輔 大谷 明

1233 チーム石川 京都府 石川 順一 石川 颯大

1234 チーム鈴木 京都府 鈴木 千丈 鈴木 大雅

1235 左右会 兵庫県 原口 正明 狭間 敏徳

1236 Da★Mens 愛知県 林 雅博 近藤 弘幸

1237 TCNサイクリングクラブ 愛知県 早川 直輝 西川 隼生 高野 雅大

1238 菊池CYCLE 岐阜県 冨田 剛 菊池 隆弘 山北 純也

1239 名大医学部自転車部たにむーチーム 愛知県 谷村 洋輔 木村 海斗 小川 泰健

1240 名大医学部自転車部ですがらんチーム 愛知県 牛野 拓実 櫻井 悠樹 野原 俊平

1241 名大医学部自転車部ロンチーム 愛知県 藤井 論 郡司 眞人 反頭 康裕

1242 N-diabetes 愛知県 柿野 聖 金子 忠信 森 和幸

1243 チーム明神 岐阜県 高木 靖 早野 学 内海 英樹

1244 OC_くさつ 滋賀県 松田 康男 阿部 優作 遠藤 圭介

1245 TEAM SHIMANU 神奈川 福島 崇仁 出崎 貴裕 村形 信昭

1246 De Laosso 愛知県 福岡 克 杉浦 剛 夏山 博成

1247 MCC TSR zonda 大阪府 倉八 信也 前川 克倫 藤野 茂樹

1248 Fun&Hard; C 大阪府 丹羽 岳志 坂口 真規 辻 一宏 石川 格靖

1249 汗2 愛知県 繁澤 寛康 祖父江 誠二 石橋 圭介 新城 浩一

1250 チームスズキ桂川 京都府 藤村 尚史 立石 順也 中井 功 西山 伸幸

1251 NAC2 三重県 荒木 康文 内藤 直弘 山田 謙太 上野 将寛

1252 white jack 滋賀県 古野 裕介 橋添 弘一 奥川 夏弥 大橋 宣之

1253 バンバン 愛知県 坂野 公治 野中 慎吾 井下 博一 坂野 友裕

1254 Fun&Hard;　Bチーム 東京都 西巻 賢一 波多野 昌泰 田村 大輔 笹野 正広

1255 ADS Osaka/ACT 大阪府 渡辺 翔太 苗代 勇気 山崎 晃男 三田 陽介 須賀 裕介

1256 Team ELMO Ｉ 岐阜県 小川 敦士 川瀬 嵩央 市原 厚志 中山 光司 洞口 昌哉



No. チーム名 地区 メンバー

1257 中部金属　青年部A 愛知県 早川 義弘 深谷 雅俊 兵頭 厚弘 林 宏忠 岡村 宏統

1258 NAC1 三重県 青木 正 伊藤 賢人 伊藤 雄一 野崎 雅也 太田 響

1259 中部金属　青年部B 愛知県 景井 健太郎 福岡 孝洋 萬崎 紀幸 ブイ．ヴァン タン ホアン．ディン ホアン

1275 AZALEA2018 愛知県 中島 崇 中島 淳之介

1276 Arenberg 愛知県 和田 亮 前田 峻治

1277 みよしＡ 愛知県 石川 重之 近藤 健

1278 みよしＢ 愛知県 甲村 聡 塚崎 仁

1279 みよしＣ 愛知県 水野 貴行 河野 彩

1280 上平木町自転車部 滋賀県 小島 多佳志 小島 多巧己

1281 ダブルインナー　エー 三重県 大橋 桂太 牧野内 賢太 鈴木 涼

1282 ダブルインナー　アルファー 三重県 竹島 大介 岡田 純和 西脇 健人

1283 チーム濱口 大阪府 伊藤 健司 鈴木 雄三 阿部 貴之

1284 日本車両自転車部 愛知県 高木 章吉 金子 学 小林 由征

1285 mach club 兵庫県 金川 晃大 奥山 岬 籠谷 勇

1286 Arenberg 愛知県 林 威光 深見 芳彦 早瀬 真市

1287 Arenberg 愛知県 松井 宏樹 伊串 裕樹 大嶌 由佳

1288 OEM 大阪府 小栗 英嗣 向井 敬太郎 江口 高志

1289 Doop Racing 愛知県 愛知 雅彦 青木 琢也 斉藤 真

1290 愛知学院大学Aチーム 愛知県 牧野 恵太 家田 悠我 堀口 温希 久野 稜汰

1291 愛知学院大学C 岐阜県 佐藤 篤 芳賀 大輝 松木 岳斗 山田 友輔

1292 中部金属　青年部C 愛知県 相原 通宏 嶋根 智則 伊神 貴司 上原 隆明

1293 求む未来の整備士　日産プリンス名古屋　Ａ 愛知県 高田 勝道 犬飼 裕一 金田 啓 鈴木 宏幸

1294 チームDDHS 愛知県 石塚 大智 早川 大輔 山入端 寿 豊泉 慎吾

1295 チームSSTR 愛知県 大杉 俊二 梅本 祥平 田村 拓也 中津 諒

1296 アイシン高丘　自転車同好会Z 愛知県 妹尾 武 近藤 清人 杉浦 大輔 田中 秀幸

1297 uniserv4 大阪府 森 直大 富田 貴行 阪井 工真 本田 宗士

1298 unuserv1 大阪府 田所 良隆 桧垣 茂睦 本村 義憲 田中 仁士

1299 Team Rits BIC 滋賀県 岩本 大輝 今村 洋輔 竹内 海都 田中 隆元

1300 愛知学院大学F 愛知県 加藤 宏希 落合 哲也 後藤 圭祐 西本 浩記

1301 求む未来の整備士　日産プリンス名古屋　Ｂ 愛知県 金子 真 小松 憲司 越野 佳祐 山本 貴司 鷲野 友哉

1302 なんでなん2 三重県 馬瀬 健太郎 奥井 誠 中邨 翔太 土田 聡志 土田 泰斗

1303 愛知学院大学D 愛知県 平岡 峻之 祖父江 隆太 黒木 鉄平 岸本 悠 青木 辰海

1304 ドゥー1 三重県 木村 直貴 舘 哲也 小林 慎也 杉野 元彦 杉本 卓也

1305 uniserv3 大阪府 高橋 和郎 高橋 壮一郎 高橋 勇人 永野 習 藤原 昇

1306 uniserv2 大阪府 富田 和典 山下 崇 元山 祐大 南波 良彰 河瀬 崇

1317 クエスト日進 愛知県 近藤 嗣恭 近藤 賢。

1318 チームコソ練大阪支部 大阪府 柏原 健三 礒部 彰夫

1319 チームコソ練亀岡本部 京都府 上村 典久 眞理谷 宗生

1320 クライマーズ 岐阜県 家田 倫作 石川 博基

1321 Gifu University C.C① 静岡県 大野 峻 倉内 文孝

1322 アピ ラブライバー選抜 岐阜県 山田 竜司 高村 慶輔

1323 FEELCYCLE SKE 愛知県 山口 大介 山村 眞午

1324 TEAM NEX OH 岐阜県 堀 貴博 大原 悠嗣

1325 TEAM NEX Masters 愛知県 寺島 靖雅 廣田 光彦

1326 野 三重県 水野 広治 野依 祐規

1327 FASTER 愛知県 水野 翔介 岸 勇輔

1328 チーム殿ご乱心！ 愛知県 飯田 豊 和田 成仁 山本 真也

1329 ロッカーズ 三重県 東 秀明 山口 翔 西井 弘光

1330 CHEERS 三重県 堤 慎一郎 三好 健一郎 北島 和成

1331 team MKS 三重県 樋口 雅彦 丁子 拓也 中島 大輔

1332 ＴＬＲ１００ 滋賀県 渕田 泰士 石山 大樹 才川 眞幸

1333 Gifu University C.C 静岡県 杉浦 聡志 東 善郎 浅井 拓登

1334 スターライトサイクリングチーム 滋賀県 八田 忠徳 中本 寿仁 竹田 恭太

1335 オヤヂカラ０１＆チーム野生児 兵庫県 徳 孝一 山下 努 山口 裕史 松島 亜希

1336 オヤヂカラ０５＆チームへべれ家 兵庫県 高尾 勝之 高尾 恵理子 田辺 良司 町尾 則光

1337 チームA 三重県 宮崎 裕三 栗林 浩 近藤 章仁 磯部 修

1338 パナソニック バスLクラス 大阪府 山本 哲男 辻村 直基 山家 義博 佐々木 文江

1339 パナソニック リフォムス 大阪府 村上 元春 長瀬 大地 本田 小百合 菅間 聡

1340 パナソニックキッチン Lクラス 大阪府 迫 紀幸 照本 大祐 山口 範大 中西 和睦

1341 パナソニックラシス 大阪府 綱嶋 正樹 八川 俊明 丸山 亮介 中村 知佳

1342 事務・改（ジム・カスタム） 三重県 藤岡 忍 井上 暢浩 米倉 広幸 尾廣 浩司

1343 奈良大学サイクリング倶楽部 奈良県 薮内 崇史 大本 龍馬 藤原忍 アブドゥルラハマン 横田 敦也



No. チーム名 地区 メンバー

1344 チーム・デポ★Senior 三重県 野本 由人 稲葉 直人 山下 恭史 吉田 拓史

1345 チームD 三重県 上原 雅史 山川 洋一 中村 実 土性 浩明

1346 MH２ 愛知県 小山 仁志 水野 実 宮本 知幸 羽生 幸人

1347 チーム乾杯！ 兵庫県 佐竹 龍志 森本 真幸 松田 弘海 野呂 剛士

1348 かず&あせいw0412 東京都 筒井 清志 筒井 千里 筒井 一成 山中 明星

1349 思い切り走ろう会 大阪府 澤田 啓一 辻野 孝司 清水 慎一 尾野田 慧

1350 近畿大学文化会サイクリング部4 兵庫県 忽那 竜之介 竹田 光希 金丸 和哉 菊澤 純也

1351 オヤヂカラ０３＆同友会チームnuts 兵庫県 河内 行治 釣谷 慎吾 豊岡 則彦 津田 泰行 夏山 雄一

1352 オヤヂカラ０２＆ロコラボ５年１組 兵庫県 菅 衣代 山口 善克 長島 武徳 金城 富仁 佐伯 祐輔

1353 オヤヂカラ０４＆９０台＋１ 兵庫県 佐藤 大輔 山田 育広 福岡 裕次 松澤 哲平 柴谷 雅也

1354 ヨシミズ2018 大阪府 清水 修 吉田 正典 清水 浩之 清水 建伍 清水 亮羽

1355 次元爆弾 愛知県 伊藤 孝 長屋 秀行 長田 淳仁 野田 知宏 守屋 茂樹

1356 ダイモンレーシング 三重県 矢田 哲也 越山 和幸 小原 賢介 里地 洋輔 田中 雅人

1357 かじたぢかじ 神奈川 加治工 望 加治工 大希 梶原 興一 梶原 光夏 田近 宏則

1358 Azzurro 三重県 梶原 博司 栗本 典史 生田 祐希 藤本 健太 下井 治

1359 T C C  （A TEAM） 京都府 栗田 忠昭 横山 忍 八丸 康司 吉川 豊人 川越 大介

1360 T C C（B TEAM） 京都府 森 智治 森本 剛 瀬川 卓哉 野村 翼 竹中 和彦

1361 ヤンチャリ 大阪府 岡 英樹 寺本 祐一郎 西川 達也 木田 智之 後藤 弘通

1362 ケッタノール 三重県 石田 浩之 金森 祐治 久保 貢 高島 弘康 西改 茉弥

1363 近畿大学文化会サイクリング部2 兵庫県 芝田 大河 井上 拓磨 上田 大輔 田中 大士郎 藤村 健人

1364 近畿大学文化会サイクリング部3 兵庫県 石黒 雄也 芳村 瞬也 大畠 崇弘 岩本 颯馬 藤田 耕平

1377 金森自転車部 愛知県 深津 康元 柏渕 達也

1378 金森自転車部A 愛知県 金森 大輔 越田 遥介

1379 チーム柴田電器 滋賀県 柴田 勝人 柴田 隼人

1380 名城大学サイクリング同好会 愛知県 早川 諒 亀山 光二

1381 自転車道（初心者ペア） 愛知県 伊藤 仁人 山川 皓平

1382 isekoライダー 滋賀県 衣川 竜二 中西 洋人

1383 日本車輌自転車部トヨタ組 愛知県 池田 退三 佐野 省吾

1384 チームポテちんR18スズカ秋Spl. 愛知県 大藪 浩昭 渡辺 晃基

1385 マインツB 静岡県 丹野 義明 東 慎二

1386 Team スクアドラ 大阪府 関口 眞宏 岡田 浩司

1387 オカアドラ 大阪府 岡田 有平 杉田 正人

1388 松邨柔道クラブ 愛知県 松邨 優一 松邨 浩樹

1389 TEAM NEX FＴ 岐阜県 福地 佳典 高木 寛将

1390 SAKANAYA 三重県 黒宮 哲 川出 高義

1391 小林赤井 三重県 赤井 伸行 小林 史人

1392 Liberta 愛知県 野口 浩章 稲葉 達也 後藤 朋幸

1393 COOL VELO Bチーム 兵庫県 鳥越 生資 田島 浩詞 西村 元理

1394 がんばりき 石川県 佐野 孝之 米村 裕和 渋谷 紘和

1395 セラクラフト 岐阜県 林 文洋 谷 昭司 岩井 健

1396 やるときはやりますよ 兵庫県 山木 成章 岸本 圭史 佐藤 敦彦

1397 チーム ヒャッホー 兵庫県 水嶋 良一 浅田 卓也 熊谷 悠馬

1398 Rubber hammer head 大阪府 齋藤 凌太 平山 達也 樋上 勝多郎

1399 マインツA 静岡県 牧田 哲人 野末 忠克 古賀 敦

1400 とりあみ心自転車部 兵庫県 藤本 宏吉 小西 浩之 矢倉 慎也

1401 KKA_Rev2 三重県 川出 航平 近野 高志 安藤 将展

1402 チーム　アルチュー’ず 三重県 井上 隼人 藤井 智大 土居 悠貴

1403 チームΔ 群馬県 佐野 竜也 関口 祐介 森田 崇文

1404 Ｃ×Ｃ×Ｃ 愛知県 伊藤 慎一 平手 幹大 加藤 由朗

1405 ダイモンレーシング 三重県 土田 賢一 鈴木 正和 岡田 尚久

1406 ダイモンレーシング 三重県 大井 基司 籔本 誠 今井 隆文

1407 Team TACHIBANA 愛知県 橘 利尚 橘 優治 橘 孝典

1408 自転車道 愛知県 杉浦 康寛 山本 悠樹 山本 絋太郎 山沢 歩

1409 K7選抜 愛知県 阿部 勇太 小屋 裕希 佐藤 新見 藤原 敏博

1410 N-RUN 三重県 中山 学 中山 隼輔 小原 智絵 河津 礼可

1411 Plastic hammer head 大阪府 本田 豊 川村 俊輔 河井 健太朗 伊倉 隆介

1412 MKレーシング 滋賀県 狩野 祥希 齋藤 力哉 森山 直輝 田中 陽菜

1413 慎ちゃんレーシング 大阪府 原田 慎也 池沢 樹 石田 拳也 鈴木 魁也

1414 チーム時速ヒトケタ 大阪府 大窪 靖博 小林 一郎 富本 一幸 渡部 勇二

1415 dollars 岐阜県 川合 人志 高井 武志 川井 寛之 井上 大樹 近藤 暁彦

1416 自転車道 愛知県 野澤 伸也 大橋 匠 神谷 旭 石田 優志 山田 哲久

1417 トーテック４６８ Ａチーム 愛知県 塚本 英二 森 英治 野村 佳史 鈴木 通民 吉見 俊彦
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1418 トーテック４６８ Ｂチーム 愛知県 北嶋 智弥 小林 卓馬 成田 暁信 三宅 誠之 佐野 明

1419 TEAM 歯Guruma 静岡県 堀田 雅人 日比野 勝 谷川 裕昭 西田 尚仁 田中 大輔

1420 espacio gifu 岐阜県 中切 康高 古川 翔大 廣瀬 明宏 藤井 康二 神徳 征輝

1441 のんびり組 三重県 山越 雅仁 安倍 達也

1442 田中課長 三重県 木村 浩 田中 佑典

1443 ジェラシックワールド 三重県 寺口 佳成 小林 広明

1444 MRSCT 三重県 岩本 健児 永田 幹紀

1445 それは言えない 愛知県 戸田 大輔 戸田 竜太郎

1446 高田晴之介 大阪府 永田 晴久 高山 隆之介

1447 チームM 三重県 三浦 大知 宮本 賢次

1448 新田幸司 滋賀県 毛利 裕輝 木村 允

1449 MUCCチームTN 三重県 高田 知拓 中山 琢真

1450 子鹿ローディ 奈良県 吉川 瑠貴 上川 海人

1451 Oasis Spirits 愛知県 佐野 泰央 牧野 富夫

1452 6 o'clock 兵庫県 桐山 雄一 滝山 信行

1453 名岐ベンド 岐阜県 大野 友久 山田 太士 亀山 裕司

1454 西尾張シニア 愛知県 由谷 貴浩 吉田 伸一 服部 和俊

1455 チームやま咲 滋賀県 桐畑 剛 岩佐 俊宏 山内 徹好

1456 コールセンターズＡチーム 大阪府 原田 義浩 岸本 秀徳 谷口 孝敏

1457 ぐでぐでPOWERチーム 岐阜県 加藤 辰也 加藤 源太 加藤 史朗

1458 DT.racing 愛知県 宮田 博人 田中 隆士 森瀬 元太

1459 ASOSHINN 兵庫県 樋口 大輔 西山 佳尚 小路 智一

1460 ｔｍｔ　ｍ＆K　うさぎ 奈良県 播戸 志郎 鎌田 雄紀 岡 直子

1461 カーボンフリー #2 愛知県 堀部 伸光 金原 佑治 豊田 節治

1462 カーボンフリー#1 愛知県 鳥居 秀樹 吉田 智志 竹本 篤史

1463 修行僧 愛知県 森脇 和弘 島田 晃郎 堀尾 尚史

1464 堀尾会 愛知県 伊藤 孝修 若林 耕平 江口 純平

1465 MUCC 1年 三重県 杉谷 俊毅 杉井 要予 高崎 廉大

1466 SPEED　LABO 三重県 大庭 敏也 内田 覚 向出 昌民

1467 NurseMan C-MAT 奈良県 勝本 裕也 米澤 拓哉 大平 弘一

1468 kccc 岐阜県 柴山 正晴 佐藤 浩史 中井 克裕

1469 ブルーベリー 三重県 岡田 孝幸 上田 智 村田 智文 森口 利規

1470 MORInoHatake 滋賀県 宇野 勝 葉武 俊明 森 徹 大矢 裕二

1471 とらんす☆どらんく 奈良県 辻阪 雅文 足立 頼繁 島田 雄樹 小濱 泰也

1472 中菱サイクリング部 愛知県 室井 優一 林 健生 三栗谷 理 浅野 弘之

1473 USC-NAGOYA 愛知県 椿 大樹 小山 知也 亀井 健次 山田 悠士

1474 Scuderia Quattro 4H 大阪府 山崎 満規 曽我 富造 影林 新基 谷脇 和也

1475 インパルス 愛知県 上島 伸季 原 良太 長谷川 凌 安川 翔

1476 ｔｍｔ　ｍ＆K　かめ 奈良県 本澤 正広 石川 裕紀 豊田 海 井上 玲

1477 ｔｍｔ　ｍ＆K　ねこ 奈良県 曽我 浩 出雲 裕之 藤井 貴明 山内 博貴

1478 汗 愛知県 ナカザワ リョウタ 武田 タツヤ 加藤 ヒデノリ 利行 ヨウゾウ

1479 ビールが燃料 三重県 中村 寛昭 蛭川 智貴 柴田 秀明 水谷 秀樹

1480 チームＮＳＣ 静岡県 伊藤 正之 秋田 博之 吉川 雄貴 市橋 誠一

1481 TEAM　Compass 大阪府 山本 翔也 高口 直人 関 展志 河野 俊平

1482 SFN 自転車部 愛知県 堀 嘉文 佐藤 吉徳 岩田 勉 宇津 義一

1483 ブルホーンたいせい 岐阜県 柳田 亮介 林 正樹 和田 祐季 須田 泰誠

1484 GASHIOさいくる 愛知県 土方 洋 溝口 隆之 長尾 智尋 内ヶ島 英知

1485 m/toyota 愛知県 所 達也 鈴木 亮平 足立 康則 藤原 秀昭 堀江 一輝

1486 KTNIW 岐阜県 岩佐 健司 上長根 善男 谷口 誠 野田 茂春 和田 一範

1487 CCOP 三重県 小倉 勝之 黒木 寛仁 大久保 冨生 佐々木 仁 野村 浩史

1488 鷹組三代目ブラザーズ 三重県 服部 隆宏 近藤 達哉 加藤 善光 橋本 洋孝 川田原 奨

1489 チーム絆 滋賀県 安江 祐治 道明 芳隆 搗本 明弘 高畑 諒平 辻 和良

1507 サブミッショネルズ 大阪府 川村 哲郎 岡本 祐己

1508 エモンダーズ 大阪府 二宮 隆吉 武分 力

1509 グラスホッパー 三重県 中崎 勇志 北岡 俊佑

1510 TEAM all out 大阪府 大島 正義 中田 圭亮

1511 エンドレスロードコンビ 京都府 吉村 悠介 金本 展明

1512 MSR-A 東京都 平尾 公一 中橋 寛人

1513 MSR-B 愛知県 長谷川 善雄 植村 遼

1514 MSR-C 愛知県 加藤 博 前田 優

1515 MSR-D 愛知県 石川 洵 石黒 功浩

1516 MSR-E 愛知県 岡本 一幸 川村 翔



No. チーム名 地区 メンバー

1517 チームN 三重県 中村 陽 野崎 祐考

1518 へぼりん　瀬戸 愛知県 山田 篤 水谷 慎吾

1519 へぼりん　大垣 愛知県 久保 隆直 加藤 敏夫

1520 エイチジイジェイエス 三重県 佐藤 幸喜 近藤 悠馬

1521 SODESOME 愛知県 袖垣 卓弘 染矢 啓太

1522 a 京都府 中村 弦太 中井 唯晶

1523 チームさくら＆うめこです。 愛知県 田中 智博 田中 開人

1524 Team IKETERU A 大阪府 池端 利信 池端 龍輝

1525 ＴＥＡＭ-2Ｔ 京都府 下野 正樹 下野 遼平

1526 KWSK 東京都 川崎 貴大 石川 健博

1527 Colors 岡山県 川本 卓哉 水間 秀継

1528 豆腐メンタルズ 大阪府 野崎 正邦 西川 智博

1529 TEAM475 Rosso 奈良県 東 道裕 中谷 泰季 東 健喜

1530 Oj3 愛知県 緒方 ひろかず 緒方 逸斗 竹内 涼太

1531 かいわれのん 三重県 岩瀬 悟 伊藤 明男 及川 祐亮

1532 brother 三重県 青木 隆 青木 誠 岡西 良仁

1533 Anello STEC B 兵庫県 秋山 智之 近藤 昌弘 寺尾 宗亮

1534 MSR-F 愛知県 田中 隆大郎 寺谷 住之 早川 将成

1535 BREEZAーKAMIHAGI 愛知県 和田 集太 大澤 昌輝 江口 成臣

1536 BREZZA-KAMIHAGI 愛知県 末澤 正太郎 磯部 暢啓 西川 徹

1537 びじこん 大阪府 村田 真一 藤吉 一範 近藤 裕介

1538 アイシン高丘自転車同好会@白～人3 愛知県 馬場 泰洋 前田 真志 鈴村 恒章

1539 ゴッさん 愛知県 後藤 直樹 芳賀 健志 芳賀 日向太

1540 たかちゃん 大阪府 吉田 晴司 高田 浩二 小山 幸一

1541 スクアドラ ビギナーズA 滋賀県 乙川 亮 小林 良樹 中川 啓喜

1542 スクアドラ ビギナーズB 滋賀県 中村 祐貴 東 雅幸 小川 祐毅

1543 スクアドラ ビギナーズC 滋賀県 友松 斉和 大久保 文彦 涌本 正樹

1544 三河ゴリッツェン アヒル支部 愛知県 柴田 翼 山本 怜 貝原 洋 吉岡 誠

1545 三河ゴリッツェン 愛知県 梅村 太一 重野 広介 大島 フミヤ 塚本 直樹

1546 エキップアイセロ お楽しみ勢 愛知県 中島 孝哲 鈴木 昭博 鳥山 晴司 山口 貴史

1547 サイクリング☆スター Aチーム 三重県 馬場 剛志 野村 和広 吉田 宗弘 村上 雅也

1548 サイクリング☆スター Bチーム 三重県 和泉 潤 仲江 和晃 森 祐二 中村 誠次

1549 NSGホルモン 三重県 竹田 憲晃 近澤 伸司 棚村 興規 佐藤 彰洋

1550 Anello STEC A 兵庫県 小野 貴司 大田 祐巳 坂田 慶太 中橋 昌俊

1551 きのこのやま 岐阜県 名倉 祐一 森下 良太 松尾 祐司 佐久間 博敬

1552 チーム アイナボ名東 愛知県 松永 光弘 鈴木 浩一 平川 大祐 宇佐美 健太

1553 SIS 岐阜県 斉藤 功 佐藤 辰憲 名波 厚志 山田 健太

1554 チーム岡村 愛知県 塚原 宏直 小塚 晃弘 大見 陽太郎 岡村 悠

1555 スクアドラ レディース 滋賀県 田中 圭子 小林 千尋 宮川 美和 涌本 沙代子

1556 Team Gorilla 愛知県 二村 仁視 原田 紘靖 吉田 耀 神谷 雄輔 鈴木 健悟

1557 Team★M.S.S 愛知県 山田 芳之 濱中 伸互 森 英郎 大熊 哲幸 山田 亮祐

1558 Aoyana Rockets RT 三重県 久保 真徳 板崎 寿一 藤原 成人 佐藤 正隆 吉川 博昭

1559 チームAXP 愛知県 加藤 正重 鳥巣 泰弘 母袋 雅顕 長瀬 義正 鈴木 亮

1578 区間快足 大阪府 中尾 良孝 福岡 秀夫 中尾 英哲 吉田 政弘

1579 ザ・ヘルニアンズ 大阪府 大西 智広 𠮷田 和史 楠山 政彦 加納 和典

7011 TMCAE OB 奥野 燦益 廣久保 望

7012 笹原サイクル 笹原 信仁 益城 孝行 田中 智之


