
No. チーム名 地区 メンバー

1026 茶ふさんチーム 愛知県 澤田 和孝 澤田 尚美

1027 Hamurai 大阪府 角 拓磨 九鬼 由夏利 廣石 恵

1028 Hamurai 大阪府 九鬼 史弥 田村 雅美 角 瑞惠

1029 FRL＆PANDY 愛知県 伊藤 幸弘 星野 仁美 渡辺 悦妙 武田 宏

1030 関サイクリング同好会　チームＤ 岐阜県 岡村 昌敏 小川 勝己 小栗 智子 木村 幸太

1031 スズカ未来　チームS 三重県 末松 正守 森下 裕斗 古川 大輔 渡部 美帆 野崎 雄人

1032 三味線Racing 三重県 後藤 浩伸 青砥 英明 安田 信次 中村 拓真 増田 小雪

1033 リスパック 愛知県 田中 慎也 寺岡 三博 田垣 佑悟 中岡 保奈美 安藤 敦士

1034 TEPMAN 大阪府 寺下 信吾 大浦 和幸 高橋 良輔 寺田 周平 劉 亭儀

1035 アサヅマファイターズ 北海道 大西 卓 平 丈晃 高橋 聡恵 菊地 平 吉田 忠昭

1083 gyrfalcon 754 愛知県 名越 一全 名越 ゆかり

1084 Team DTK 1 三重県 林 茂伸 尾崎 高嶺 尾崎 さゆり

1085 しょーこお姉さんと一緒 兵庫県 山本 菖子 安東 直人 木津 光太郎 杉村 政彦

1117 みきまる 岐阜県 加塩 弘一 永田 未紀

1118 カレーは飲み物です（甘口） 大阪府 井口 将吾 中 秀之 久住 優里香

1119 カレーは飲み物です（中辛） 兵庫県 本田 三記 中西 嵩裕 井野 好克

1120 スポーツサイクルナチュラル Cチーム 京都府 蔀 香代子 白石 智美 杉本 豊和

1121 スポーツサイクルナチュラル Dチーム 京都府 山口 絢子 山口 誠誉 西岡 恵美

1122 金澤麦酒倶楽部 兵庫県 寺内 健 大智 英樹 神田 美樹 山本 良樹

1123 カレーは飲み物です(辛口) 京都府 浜口 真弓 勝平 智也 田島 賢司 辻村 直樹

1124 GS＆かずねんず 愛知県 後藤 敦 後藤 峰子 安達 直孝 稲垣 雅人

1125 エキップアイセロ 愛知県 川越 大輔 大橋 正尚 石原 雅子 後田 敬太

1126 Team ELMO B 岐阜県 渡邉 浩幸 渡邉 かおり 谷 暁 粟津 光司 住 英年

1170 STMK 愛知県 岩間 里奈 藤川 渚 前田 陽子

1171 イタカサイクリング倶楽部 愛知県 市川 亮 市川 久美 尾崎 亮

1172 Team Blitz 愛知県 伊高 裕規 伊高 里佳子 安川 和希 森岡 裕貴

1173 ODRC　Aチーム 岐阜県 佐分 裕子 平崎 万梨恵 兼子 正行 渡邊 純

1174 Rabbit Street 2 大阪府 松木 伸仁 栗原 淳行 田口 真理 佐藤 有加

1175 Rabbit Street 3 大阪府 安部 真司 江里口 真一 今村 倫子 香月 晶

1176 ODRC Bチーム 岐阜県 北山 守 北山 智美 野田 孝生 古川 孝宏

1177 MORESCO B 兵庫県 森本 光伸 三谷 博之 本田 智子 古郷 楽 中野 陽一郎

1178 Team ELMO C 岐阜県 青木 正樹 青木 泰親 小寺 勇太 廣瀬 光基 早野 純子

1179 MORESCO A 兵庫県 相方 良介 西本 一樹 稲田 帆波 前田 達也 木村 彰憲

1221 山田商会 愛知県 戸屋 智和 戸屋 詠子

1222 Team　ANG_3 大阪府 高橋 真一 山梨 敦子

1223 Pocharing2 三重県 佐藤 岐代子 井積 法大

1224 八事の緑の悪魔とクニちゃんせいちゃん 愛知県 山口 誠二 高木 邦弘 近藤 麻理子

1225 Hebe 1番星 愛知県 加藤 裕美 鈴木 智大 中川 治代

1226 Hebeかっきー 愛知県 柿本 義行 石垣 俊彦 深見 晴子

1227 超カルレーシング マニア 愛知県 林 耕一 伊藤 一浩 小木曽 光久 林本 花枝

1228 Team ELMO J 岐阜県 米田 隆志 稲川 実伽 後藤 辰徳 野口 智史

1229 Team Altotevere S 愛知県 大石 記也 能登 能昭 祖父江 恵 伊藤 直樹

1230 TDEC CYCLING CLUB 愛知県 岩田 英巳 澤木 一 立石 朗 服部 剛也 山本 有香

1261 五番関ライダーズ 滋賀県 本多 秀明 福山 博 浦東 直子

1262 Teamすみポン 愛知県 柿野 真由 丸山 亮 丸山 章子

1263 STR　ぽた 愛知県 安間 大剛 高野 秀治 鈴木 美絵子

1264 Fun&Hard;　Aチーム 東京都 山田 邦雄 大井 ハナコ 有田 治正 生田 優希

1265 Fun&Hard; D 大阪府 福島 一宏 金 英一 金子 友紀 足立 紗依子

1266 チームMatahiko 愛知県 小島 道明 平岡 勝 武田 淑美 牧野 香織

1267 De Laosso fairy 愛知県 寺西 遥 中村 俊彦 平山 奈月 石川 恵理

1268 veloce @自転車部 兵庫県 郡山 貴人 橋本 大三郎 中野 まなみ 寺田 昌弘

1269 チームチャコール 愛知県 黒田 涼子 黒田 大作 瀧山 朋子 成田 昭治 堀田 和剛

1270 うさりっぷ 愛知県 山田 浩菜 伊奈 さゆり 高木 唯 大澤 結衣 寺西 由希

1310 愛知学院大学B 三重県 後藤 来地 鶴見 祐弥 島田 好香 三田 渓太

1311 筧土堀＋1 愛知県 土屋 嘉之 堀 千江美 筧 恵理 山崎 武男

1312 シルバーウィングス 愛知県 原 雄一 福井 謙次 土井 さゆり 石井 あゆみ

1313 愛知学院大学サイクリング部E 愛知県 石井 輝 近藤 杏香 冨山 雅人 上田 将斗

1314 チーム御座敷 東京都 木村 祐一郎 内藤 拓 西尾 典晃 根岸 良太 木村 有加

1367 MENARD NOZAKI 大阪府 五十嵐 治和 五十嵐 初美

1368 亀Racing 愛知県 宮松 貴寛 宮松 千寿

4時間男女混合　スタート/8:03　ゼッケン色(青)　95チーム



No. チーム名 地区 メンバー

1369 Rieko隊 愛知県 深谷 佳弘 永谷 英里

1370 FEELCYCLE NGY 愛知県 高祖 直也 浦山 晶子

1371 cyclife 三重県 道貝 琴美 Lee  Patrice 森下 沙穂

1372 TEAM ピース&プレイス 兵庫県 松山 恭子 宮本 哲也 明石 美智子 堂浦 可奈子 下津浦 敦史

1373 チーム審査係 奈良県 郡 秀和 富永 正 赤井 絹世 梶原 恵美 中野 雄貴

1425 FPFレーシングチーム 大阪府 安川 明寛 安川 啓子 水篠 明江

1426 チーム丸太町 滋賀県 塩田 裕啓 阿部 小百合 藤川 拓磨

1427 チームAlegria 神奈川 野村 晋也 坂本 龍二 周藤 千尋 中村 美樹

1428 Team Link gg 愛知県 岡島 秀樹 岩田 伸一 岩田 志保 松永 文明

1429 COOL VELO Aチーム 兵庫県 盛山 新一郎 加賀 琢人 加賀 めぐみ 石井 敦士

1430 チーム千颯ふる 大阪府 齋藤 真住 齋藤 牧紀 今村 晃浩 三阪 紋綾香 三津谷 孝

1431 西成の帝王ザキ 大阪府 前田 修宏 中川 節子 中川 晃浩 赤井 祐介 齋藤 直子

1432 レニーシオー 愛知県 井原 力 安井 慎之介 石田 和義 穂坂 駿 穂坂 祥子

1433 イケてる！男祭り Aチーム 三重県 西尾 宗仁 岡島 誠 三谷 昌孝 中村 亮太 中村 祐華子

1434 イケてる！男祭り Bチーム 三重県 池上 秀麿 古市 甚正 藤枝 健二 大森 俊樹 小川 絵美

1492 BSN 大阪府 久野 裕美 久野 真一

1493 Proof 京都府 齋藤 直樹 石倉 ミキ

1494 ちいむ さいくりんぐ 三重県 飯田 千恵 奥山 善明

1495 チームまるいち 黒肌 愛知県 高橋 克寿 宮川 和子 宮川 英俊

1496 TTBC-A 愛知県 寺澤 直人 高橋 健一 夏目 幸

1497 MIYU with KK 愛知県 金澤 健児 岩下 みゆき 河田 耕作

1498 クロスビープランニング（非公認） 大阪府 安川 秀範 平田 佳之 渋谷 晃成 平田 園子

1499 Various Ride 岐阜県 岩田 茂 寺崎 淳 森木 翼 天野 悠

1500 Team Donald 兵庫県 岡田 光司 谷口 龍正 山中 健冶 岡田 葉子

1501 のこのこカメさんちーむＡ 愛知県 山川 幹仁 倉田 稔 下引地 大介 中野 浩二 中野 道子

1502 のこのこカメさんちーむＢ 愛知県 倉田 春樹 山田 和美 山田 信彦 山川 義晴 倉田 小百合

1563 アピ 岐阜県 神谷 萌 伊藤 久雄

1564 軟式グローブ 愛知県 宮原 秀樹 宮原 陽子

1565 ＢＵ　Ａｎａｌｙｓｔｓ 大阪府 渡邊 肇 牧原 由行 廣瀬 みちる

1566 ヒヨコと野獣 大阪府 吉岡 均 山根 伸志 古田 千代子

1567 shortriders 東京都 野上 恭史 野上 美子 田中 彌一郎

1568 Team IKETERU B 大阪府 松本 太一 冨田 英治 安治 由紀子

1580 快足Ｆ＆Ｎ 大阪府 中川 和夫 中川 美樹 藤井 智崇 藤井 安紀子

7013 ちゃりん娘Team-A 浅野 歩 松本 奈々 詰田 朱梨 萩原 綾香

7014 ちゃりん娘Team-B 青山 友美 中村 礼 宮崎 奈緒美 井上 うた 二宮 星


