
No. チーム名 地区 メンバー

1 チャリンコ妄想族 愛知県 成瀬 弘一 臼井 浩祐 浜口 智則

2 チーム　アクティブスタイル 大阪府 林 勝浩 木村 秀幸 中尾 聖次

3 team MFCC ハッピー 奈良県 村居 徹也 藤山 稔之 岡辺 篤司

4 134部屋 大阪府 佐伯 康雄 名迫 格 中村 祐介

5 team MFCC ホンキ 愛知県 諸星 哲哉 徳納 真高 末永 拓也

6 Team おかちゃ 京都府 増永 仁史 林 慎一郎 岡 美里

7 あきらめたらそこで終わりだよ。 大阪府 力石 真伍 村田 祐紀 川原 竜一

8 team MFCC ガチ 愛知県 川田 泰大 西 一暁 北條 太郎

9 team MFCC マジ 愛知県 伊藤 三輝 須貝 光照 大平 裕晃

10 satohken 神奈川 高田 淳史 由川 格 島 一元 佐嶋 真美

11 ミキモトコスメＦＲＣ チームＡ 三重県 加藤 倫英 辻 延秀 服部 文弘 蝦名 宏大

12 OMEGA-STRADA 三重県 日夏 隆行 秦 紀淳 澤 幸延 谷口 広吉

13 Avelon β 岐阜県 鬼頭 宏彰 中田 学 清原 伸夫 濁川 雅志

14 DSJP feat.HSN 静岡県 星野 修一 秋山 浩司 鈴木 隼人 福世 悟士

15 絶景のんびり 三重県 若林 大悟 吉田 正義 土屋 翔哉 中野 祥

16 さてはマスプラプラだなオメー 京都府 田畑 剛 岡田 英之 藤田 雄一郎 竹山 康平

17 カワサキ　マーキュリー 大阪府 比嘉 敏夫 岡本 央則 武田 周作 五島 雅幸

18 Avelon α 愛知県 縄田 久仁夫 渡辺 幸之助 加藤 聡貴 長谷川 達也

19 team 京 kyo 京都府 廣田 福太郎 野々口 智哉 乾 祐太 八木 亮天

20 晴漕雨唱 愛知県 外山 順敏 奥村 康 安藤 竜吾 村本 正義

21 TeamG 大阪府 一林 勇佑 長瀬 浩一 萬代 悠太 藤本 政弥

22 MMCY シリコン事業部自転車課 三重県 山下 秀剛 太田 啓武 伊野 草平 吉岡 航平

23 Men-Cas 愛知県 菅井 新 土方 宏紀 木全 崇人 西内 真也

24 おむにゃん 京都府 林 雅明 水野 佑治 仁科 有貴 佐藤 充

25 ミキモトコスメＦＲＣ　チームＢ 三重県 向原 知宏 前山 薫 中田 儀男 新出 陽一

26 MMCYスーパーエース小岐須 三重県 田村 信也 後藤 幸太 小岐須 隆 勝本 優

27 OPUCC TEAM ＴＡＫＡＲＩＫＵ 大阪府 後藤 僚太 高橋 陸 西山 翔登 奥田 啓太

28 ぱっしょん's 大阪府 伊藤 駿介 高橋 裕太 肥後 佑亮 朝倉 大智

29 ドミ横srO 千葉県 木幡 嘉人 増田 高志 岸本 光平 高橋 雄大

30 カモーンщ(゜д゜щ) 兵庫県 樫東 清貴 吉村 和也 小林 晋 山口 晃弘 青井 登

31 Team SHOZO 岐阜県 鈴木 智也 三嶋 一毅 斎藤 恵介 髙瀨 紘平 小川 芳樹

32 輪輪倶楽部 大阪府 登橋 貴裕 諸橋 洋行 渡辺 信生 奥野 将太 森山 裕介

33 イビデン自転車部 岐阜県 曽我部 紀行 福地 祥晃 岩津 晴彦 田邊 勇司 国枝 賢司

34 FREE RUN 滋賀県 原沢 秀幸 大塚 直樹 木津 光晴 兼房 宏治 小林 誠

35 ドミ横Ｏｒｚ 東京都 萩原 篤 井上 天 鈴木 克弥 下田 晃伸 安部 友彦

36 富山大学医学部自転車部(非公認) 富山県 岩元 悠輔 栗田 知典 島巻 佳昂 藤田 健太郎 杉林 遼一 福田 敏之

37 NACチャリスター 兵庫県 小西 雅彦 古石 年宏 藤本 章光 笹倉 弘典 戸田 恭輔 大西 啓太

38 チームアラサーwith爺 ver2.0 大阪府 鈴木 一也 佐竹 右教 小野 大輔 横田 勝弘 花田 弘樹 中村 圭吾

39 チーム重政 愛知県 一ノ瀬 浩 伊東 良 佐々木 悠 酒井 雅浩 山崎 友也 山本 鴻司

53 YAOTON 広島県 中村 昌樹 大和 弘忠

54 アクティブスタイル99 奈良県 寺田 和弘 上田 直樹

55 STRAYCATZ 東京都 浅原 弘輝 宮崎 正裕

56 アクティブスタイル　T 奈良県 副島 洋昭 徳田 貴史

57 アクティブスタイルB 大阪府 藤田 哲夫 磯崎 貴史

58 NUCC 智和 愛知県 太田 智郎 皆川 和輝

59 NUCC＠彼氏募集中 愛知県 廣川 瑛介 太田 和杜

60 KTT 愛知県 濱口 輝秋 中組 智文 松村 耕兵

61 チームＨＫＩ 愛知県 倉田 豪 橋口 裕 今田 健介

62 SUCC Team Burioji 長野県 南里 一樹 佐藤 光騎 大山 昂輝

63 チームMKK 愛知県 木村 修 風岡 喜久夫 松本 公三

64 マスプラプラ半端ないって！ 京都府 田中 聡 小林 俊則 村瀬 雅樹

65 NUCC Team DON-DA-KEE 愛知県 永井 啓太 白石 達也 徳丸 友紀

66 MOZU 兵庫県 加納 龍成 辻本 椋真 山崎 憲太

67 しょーこお姉さんの親衛隊 兵庫県 渡邉 淳嗣 蟹川 将世 勝本 創太 榎本 彬人

68 ここいちばんB 京都府 勝山 晃幸 古道 健太 山田 尚矢 坂井 勇也

69 ALintamans 長野県 大内 晴登 山崎 颯平 有田 莞治 桐山 寛生

70 SUCC チーム 灰汁取り名人 長野県 沢越 凌 大槻 丈碩 米澤 篤志 奥村 太一

71 自転車走業 三重県 村山 直行 森 大介 成田 健士朗 吉武 康史郎

72 ふんだらまわる 兵庫県 東野 真也 大西 真 高見 昌也 藤原 弘樹

73 クロこっこ（ヴェル） 愛知県 阿出川 健一 海面 尚光 前田 克彦 社本 康孝

8時間ロード/チーム　スタート/8:00　ゼッケン色(白)　542チーム



No. チーム名 地区 メンバー

74 川岡村自転車部 京都府 平野 宗利 辻 直孝 田中 浩樹 池田 聡

75 こさか~ず 愛知県 西村 拓 佐橋 明 堤 勇樹 川田 大幸

76 チーム8991 愛知県 榊原 定光 小板 智史 清水 真太郎 田中 利幸

77 E技チャリ部A 大阪府 十二町 直哉 久保 政士郎 米虫 祐介 吉田 勇樹

78 SUCC Team Abraham 長野県 松野平 健登 田村 聖 南 大地 碓井 虎次郎

79 E技チャリ部B 大阪府 桑山 弘樹 鈴木 徹 松延 新吾 中村 元

80 SHIMAGO 奈良県 島 悟 杉本 健太郎 竹内 迅 大平 隆 島 康記

81 ＫＭＵ　ＲＦＣ　ＯＢ 石川県 柳川 慎平 泉 慎一 福岡 直 備前 雅斗 齋藤 淳史

82 firefly 愛知県 井上 治幸 佐藤 慎哉 児山 能久 佐藤 強 山崎 博之

83 KSK　Racing 愛知県 浅井 一浩 上田 均 亀山 誠 森本 真博 中根 浩貴

84 kondo-A 愛知県 神谷 雄一 小林 雅克 山本 圭吾 飯田 博之 近藤 智之

85 BAPF!　チームB 愛知県 岸川 武司 加藤 学 佐々木 恒平 佐藤 光 戸田 祥亮

86 kondo-B 愛知県 三宅 誠 梶野 真弘 印藤 正彦 近藤 剛史 宮田 芳明

87 SUCC A 静岡県 加山 巧 林 寛人 犬飼 昇吾 奈良 俊宏 横山 凌佑

88 SUCC B 静岡県 三木 慎治 磯部 和生 西井 健介 須田 公平 妹尾 悠平

89 SUCC C 静岡県 室井 有人 都築 聖親 白木 友博 西川 瞬 藍田 秀一郎

90 MNK-CNK 滋賀県 小松 秀也 金村 明典 中谷 真吾 中尾 崇 村島 友博 茶谷 国昭

91 残業レーシング駆動電技部 愛知県 武内 雄太 高森 恭平 松尾 英樹 渡邊 稔之 蓮井 俊行 益 啓純

92 残業レーシング国際課 愛知県 藤田 祐志 稲葉 鉄平 山田 利彦 佐藤 秀昭 Xavier Palandre 蔵座 翔太

93 残業レーシング特装課 愛知県 辻橋 正貴 吉岡 宏祐 竹下 雄斗 向 大輔 中村 一輝 高場 英樹

94 HRC 大阪府 仲 健児 西村 淳 北尾 隆明 細川 裕之 稲本 哲也 吉城 博人

108 Ｊという名のカンパニー 愛知県 鈴木 浩正 田中 正俊

109 毘沙門銀輪会 愛知県 小笠原 誠司 平野 英治 宮本 薫

110 MTC Ridester Fresh 広島県 山本 勇気 村上 雄大 本橋 俊輝

111 KCCT2 東京都 竹村 圭司 山本 和明 前林 慎吾

112 赤青メガネーズIcup 長野県 小倉 英弘 浅井 俊晴 矢野 峻

113 KCCT1 東京都 伊林 裕 西野 剛 大坂 智徳

114 KAZAIチーム MF縦パス 三重県 源 隆史 草野 裕之 草野 公宣 松本 隆景

115 クアッカワラビー愛好会 大阪府 東 凌平 石田 亮太 芝原 孝幸 濱田 健樹

116 チーム名古屋・B 愛知県 安藤 渉二 蛯沢 大輔 鍵谷 昌吾 渡辺 和明

117 スポーツサイクルナチュラル Eチーム 京都府 笹本 弘之 谷口 嘉彦 鍛冶 雄大 西岡 英樹

118 WILSON CYCLE BLACK D 愛知県 城 泰教 真鍋 哲也 渡部 大介 森本 翔

119 WILSON CYCLE BLACK F 愛知県 駒井 彩 森本 好 生川 れい子 後藤 奈穂

120 アキレス拳 愛知県 小林 竜也 石川 徹 水上 順司 髙木 貴浩

121 MM自転車部B 愛知県 川野 健太郎 森 亮佑 安保 寿樹 工藤 錬

122 Charge 滋賀県 中谷 正興 山本 晋也 川東 太郎 鈴木 基之

123 NP Rider 三重県 宮部 主之 深瀬 和也 川島 裕嗣 新居 雅人

124 零式 愛知県 加藤 寛人 東 大作 豊山 直樹 山下 真司

125 WILSON CYCLE BLACK G 愛知県 山崎 佳菜恵 斎藤 静香 田辺 愛 金代 理美

126 Team DN 愛知県 早川 雄一郎 戸部 良 森川 晶平 満谷 哲朗

127 アルバトロス2 愛知県 伊藤 雄彦 千賀 孝利 高橋 潔 加藤 良造

128 MM自転車部C 愛知県 大石 克哉 中野 万作 河合 健史 柿沼 章司

129 YYY R&D 三重県 青田 正司 奥山 清 門別 翔太 本車田 卓也

130 どてるし脂身 滋賀県 船木 学 春日 耕一 河村 彰文 津田 直人

131 どてるし一味 滋賀県 吉本 丈一 宇野 翔太 川口 沙苗 松山 佳樹

132 どてるし七味 滋賀県 仲野 恒一 高野 良比古 清岡 一人 早川 章太

133 どてるし荒井由美 滋賀県 仲野 剛由 片岡 翼 吉本 奈保子 河合 真理子

134 モニグロードC 大阪府 三木 康祐 藤村 豪昭 山盛 康雄 森田 希巳成 大坪 孝行

135 Team AOI 愛知県 森 隆政 加室 雄一 松浦 里史 牧 孝幸 山田 一樹

136 DSJP feat.YHR 静岡県 矢原 光文 矢原 凌 川島 匠平 川島 地雄 桂林 佑太

137 Team ADV 愛知県 岩佐 拓哉 坂井 達宣 恩田 一寿 松野 浩之 河合 進也

138 WILSON CYCLE BLACK A 愛知県 吉田 一心 塚本 達雄 森 幹正 小林 宣基 加藤 功也

139 ハチタイ半端ないって！ 兵庫県 丸本 浩太郎 田中 航平 勝田 準也 濱口 元輝 梶田 明宏

140 WILSON CYCLE BLACK B 愛知県 伊藤 勝巳 水谷 友哉 高橋 拓也 山崎 卓也 油浅 亮祐

141 WILSON CYCLE BLACK T 三重県 稲葉 誠 伊藤 弘也 伊藤 昭弘 岩花 大助 伊藤 直樹

142 うさぎとかめさん 三重県 竹内 将勝 稲田 清隆 太田 光宣 井口 祐一 小山 良彦

143 WILSON CYCLE BLACK C 愛知県 内田 司 渡邉 真幸 伊藤 啓 浅野 達哉 長谷川 裕隆

144 WILSON CYCLE BLACK I 三重県 伊藤 弘司 松永 圭司 岩花 高光 大杉 公良 岩花 将志

145 モニグロードα 大阪府 山崎 佑介 田中 和美 太田 厚美 新見 竜王 川上 剛徳

146 WILSON CYCLE BLACK E 三重県 山本 美帆 早川 忠雄 佐伯 岳範 小田 一実 太田 啓一朗

147 ZERO to ONE 愛知県 岩月 洸尚 岩月 孝敏 武次 奎耶 吉田 昌平 阿部 敏明 抜迫 元気

148 Noodle ropeway 愛知県 森 浩一 若原 健二 徳田 公男 長野 陽介 小出 和弘 碓氷 忠之
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149 CTC大阪自転車部 大阪府 杉山 忠人 池ヶ谷 和秀 社納 眞一郎 津田 徹 山本 琢也 朝川 洋平

150 パキラ 兵庫県 小又 一等 小出 裕太郎 小泉 智洋 山口 達也 小谷田 雄一郎 山本 遼

160 平川若中 和歌山 平川 善啓 今西 毅

161 グリーン豊川さん 愛知県 西川 武志 藤城 功

162 小牧高校陸上部ＯＢ 愛知県 奥田 孝彦 村本 章

163 Belgium Red Devils 愛知県 田村 誠 Gobert Matthieu

164 ツールドクレプスキュール 三重県 榎本 一紀 岩佐 彰

165 山北Phoenix with 齋藤 愛知県 山北 敏明 齋藤 隆志 安立 裕紀

166 MTC Ridester Refresh 広島県 星野 彦一 嵯峨根 康之 大室 朗

167 恋する部品製作所チーム1 滋賀県 北川 義人 沼野 恒仁 北邑 祐三

168 恋する部品製作所チーム3 滋賀県 中村 健太郎 近藤 駿弥 坪田 貴也

169 ラッキークローバーＺ 愛知県 竹下 清孝 佐野 渉 市丸 安則

170 H.A.B.C.C.T-A 三重県 林 大樹 杉森 智 山下 宏明

171 Rapid Turtle 滋賀県 十河 宏希 古野 裕隆 岸本 知久 小西 勇佑

172 チームまんぷく 大阪府 高木 聖治 万福 公至 的場 大祐 桑原 貴寛

173 チーム名古屋・A 愛知県 若林 貴宏 會田 圭一郎 鳥海 宏太 安藤 太郎

174 CALICO 愛知県 服部 広 栗原 健二 加納 龍次 伊藤 博文

175 TABBY 愛知県 岡本 隼己 岡田 はるか 小原 章裕 落合 伸廣

176 Routine 愛知県 中村 宗平 天野 琢也 湯原 翔 里屋 大輔

177 GIANTｰOSAKA＆KOBE 兵庫県 石川 雅大 石川 佐知子 池本 幸広 松永 裕之

178 チーム名古屋・C 愛知県 青木 和彦 神戸 篤志 山本 勇司 橋本 幸治

179 Red　Sparks 滋賀県 井上 正弘 大森 康平 山田 浩二 大橋 政之

180 関ぽた Team-B 奈良県 西田 宜幸 山本 剛史 竹田 幸治 堀田 裕

181 関ぽた Team-C 奈良県 瀧本 雅之 瀧石 俊生 橋詰 健 立花 義人

182 GUELL NARA A 奈良県 森岡 督 齋藤 将崇 森岡 哲 新 俊夫

183 恋する部品製作所チーム2 滋賀県 武内 悟 永渕 真人 藤山 正樹 阪田 唯比古

184 辰年軍団 京都府 四方 達也 堀内 健太郎 三浦 輝嗣 西村 和浩

185 BS2団チーター班 大阪府 喜田 恭平 木村 匡宏 松下 卓史 古川 誠

186 BS2団タカ班 大阪府 前田 和志 浜田 邦雄 山岡 正朋 浅井 優介

187 レッドゾーン 奈良県 河合 篤史 八木 淳 吉崎 三四呂 辻井 竜一 原野 正利

188 チーム BUZZ  A 愛知県 大島 立 中條 雅志 嶺木 智裕 坂井 孝太郎 朝日 健康

189 DREAMS 三重県 山北 健一 川添 努 山川 真史 杉浦 イサク 樋尾 隆

190 関ぽた Team-D 奈良県 鷲見 晃一 渡辺 典子 三科 伸次 久山 満 宮崎 哲

191 GUELL NARA B 奈良県 西原 彰雄 森山 和彦 中野 寿之 佐々木 敏文 夏井 信晴

192 CCC－DOS 岐阜県 伊藤 康宏 皆元 健一 藤田 悠吾 久野 浩志 水野 元喜

193 CCC-UNO 岐阜県 田中 智 赤塚 俊公 三和 義幸 土本 悠輔 内山 祐介

194 チーム BUZZ  B 愛知県 石沢 友啓 太田 雅義 綿屋 新一 鈴木 淳 臼井 雄志

195 チームMB 愛知県 塩谷 哲司 柴田 到 井上 和司 井上 恵介 村若 想太

196 KAZAIチーム GK攻めの起点 三重県 河野 啓太 山本 怜 加藤 健吾 下前 幸康 川田 正博

197 豊川市民病院B 愛知県 二宮 茂光 道野 翔平 二口 翔太 相馬 崇彰 菅沼 峻一郎

198 BS2団テンマ班 大阪府 喜田 浩巳 小村 哲平 立川 まさみ 立川 卓 若松 兼太郎

199 特攻野郎Bチーム 岐阜県 鈴木 直人 鈴木 結理菜 古畑 裕也 原 浩晃 岩田 竜之將

200 ぽた輪 愛知県 山田 宜伸 堂崎 智弘 井上 知則 服部 夏実 渡邊 早智

201 HVAC-R 大阪府 上坂 徳和 古松 義彦 中尾 昭彦 東浦 博章 土方 敦史 下村 晋也

202 ＤＡＩＴＲＯＮ 岐阜県 坂田 圭吾 日置 大輔 大前 吉弘 高田 健太 玄田 将司 渡邊 達

203 セミコロン 愛知県 山田 亮介 原 耕作 田中 雄一 三好 諒 中尾 幸貴 松下 敏弘

204 BSサイクリングチームS 滋賀県 水谷 彰伸 辻 巧美 上之園 武司 松本 淳 山内 弘之 竹村 啓司

205 ぶー・ふー・うー 愛知県 坂倉 圭 森 明彦 田中 正行 松岡 勝也 日比野 敬則 高瀬 雅大

206 チームN 大阪府 新田 栄吾 坂口 久和 山口 忠 田中 哲也 森 孝 佐藤 文吾

215 藤村 若山 岐阜県 藤村 茂 若山 輝和

216 クールＪ 大阪府 亀井 道治 阪岡 裕貴

217 兄弟船 福岡県 坪根 徹 坪根 克

218 八尾オールスターズ 大阪府 仲村 匡哉 和田 喜信

219 ms60ちゃり屋 大阪府 川島 隆伸 田村 直樹

220 Hebe　山田部長 愛知県 山田 知宏 高阪 薫 上原 章裕

221 H.A.B.C.C.T-B 三重県 山口 徳之 井田 渡 矢吹 浩亮

222 名電 自転車部 愛知県 川上 大樹 谷出 新 古思 寛昂

223 ダイツーＡ 京都府 黒川 竜彦 増田 圭一 楠本 貴央

224 LRC TEAM fox 滋賀県 西村 精児 児玉 拓也 奥山 拓也

225 スカラベスタジオアルファ 東京都 有元 佐康 後藤 孝裕 福田 清和

226 TTO 京都府 田中 敏裕 鈴木 圭吾 大久保 達矢

227 豊川市民病院A 愛知県 鈴木 健 堀 祐介 伊藤 慧



No. チーム名 地区 メンバー

228 YEN 愛知県 中村 匡利 山下 智也 胡本 義宏

229 積尸気冥界波 愛知県 樋口 覚 梅島 正太郎 鈴木 啓悟

230 アナザーディメンション 愛知県 藤原 直恭 本杉 拓矢 加藤 大貴

231 激安ペダルB 愛知県 清水 剛 佐宗 拓弥 國分 雄基

232 走調会愛知県土地家屋調査士名古屋北支部 愛知県 武下 文之祐 坪井 紀王 水戸 みどり

233 ＣＢＡ福知山 京都府 藤田 栄一 巻田 貴明 桝本 明宏

234 特攻野郎Cチーム 岐阜県 蒲 慎一郎 藤原 慎吾 實山 真吾 伊藤 貴徳

235 天理大学サイクリング部 奈良県 渡辺 聖治 和田 直哉 大崎 拳斗 黒田 笙太

236 住化友輪会 大阪府 中嶋 貴一 片上 裕道 谷村 瞬 請川 智哉

237 Talkers シャクレ 岐阜県 土川 雅巳 森本 将至 横矢 直 玉田 利之

238 Talkers　フォルティシモ 岐阜県 井口 裕介 梶谷 隆太 川尻 達也 本山 巽

239 三菱自動車自転車部Ｂ 愛知県 原田 修 酒井 国一 常深 公雄 西原 節夫

240 ダイツーＢ 京都府 林 正弥 原 悦史 畑 豊四季 山田 純也

241 スカラベスタジオブラボー 東京都 叢山 太郎 林 裕子 嶺野 陽介 松本 和之

242 SBSCC 大阪府 佐和 称範 西岡 伸雄 石松 智也 西脇 梨紗

243 チーム一龍 山口県 堀口 真一 安田 豊治 藤安 英一 佐藤 勇

244 チームゼロ災 大阪府 小西 健也 梶田 大介 松田 祐介 後藤 翔

245 激安ペダルA 愛知県 犬塚 淳志 小松 純一 鈴木 秀宣 鈴木 衛

246 岩瀬コスファRB 大阪府 植田 義敬 野田 晴嵩 岩井 佑真 大橋 力 吉本 忠司

247 海鮮倶楽部 東京都 西原 敏行 武田 山聖 寺島 義人 内野 亨 平田 勝

248 エヌピーフィット自転車部 大阪府 西野 勇平 武藤 正興 小橋 徹治 土井 拓磨 下郷 優也

249 Talkers 左寄りでよしっ！ 岐阜県 小林 明生 倉坪 裕介 荒井 大介 田丸 潤一 日面 将一

250 MSW サイクリング部 岐阜県 足立 恵一 原 智仁 中内 文也 岡島 恵一 小南 佑樹

251 TEAM三浦電気 愛知県 太田 直樹 鈴木 修 多田羅 克 米倉 大貴 中山 翔太 林 昌孝

252 出前迅速２ 大阪府 大友 晃 多田 裕一 東 里久 赤尾 基文 福本 敦司 大本 裕貴

253 ひょうたん島 岐阜県 佐藤 和彦 西辻 潤 谷 光一 谷 陽輝 鈴木 悠太 米澤 快都

254 S・A・D CUSTOM JAPAN 大阪府 山下 登 根本 夏生 飯田 洋史 仁科 忠士 鈴木 隆典 森 康雄

255 DESTRA‐R35 愛知県 小暮 貴士 奥村 隆平 須藤 大喜 二俣 雄哉 川瀬 章史 鈴木 聖士

256 OPENPRO RACING 京都府 加藤 丈博 坂庭 稔和 坂庭 誠 吉田 栄次 影平 準一 上田 哲也

257 貧脚の会 滋賀県 山本 周治 東 慎一郎 辻井 賢治 平川 英嗣 高橋 智一 永井 信

271 MORETSU自転車部 兵庫県 伊藤 和成 甲斐 悠一郎 古塚 純平

272 タンケンRC 広島県 角田 宰 中川 通弘 山口 賢二 清水 啓介

273 OneKame01 三重県 伊賀 上格 高野 渉 湯峯 卓哉 井上 真弥

274 GIFU-RAY cycle team 岐阜県 渡邊 大登 泉 優平 野村 和弘 髙橋 直浩

275 KOGU ROCK 大阪府 佐藤 良太 西原 大祐 松田 健二 喜入 竜二

276 TTIK 大阪府 出雲 高裕 谷口 亮仁 津野 英司 金谷 律也

277 堀場製作所自転車倶楽部チームA 京都府 石本 崚 宇佐美 翔太 吉田 善紀 丸山 和人

278 堀場製作所自転車倶楽部チームC 京都府 細川 浩司 江草 隆志 森田 芳博 下野 友也

279 堀場製作所自転車倶楽部チームD 京都府 斎藤 惇 阪本 恭宣 岩城 志織 山内 香子

280 堀場製作所自転車倶楽部 チームB 京都府 西川 徹 白尾 高 比嘉 尚紀 水谷 尚登

281 Team Cruisers A 大阪府 内田 貴之 大鶴 新一 前田 豊 山吹 裕昌 戸田 敦史

282 Team Cruisers B 大阪府 川谷内 正幸 増澤 翔太 村瀬 大樹 中川 亮 東 篤志

283 ＺＩＰＰＹ　ＯＢＯＧwithＪ 大阪府 河野 哲寛 北村 正憲 柳田 佳奈江 JadeEl Leanio 児嶋 博徳

284 おおぬまエンデューロ 大阪府 大沼 仁 植木 聡 五味 拓也 加門 重範 坂本 虎太朗

285 ガチムチムチ打ち団 京都府 金澤 享哉 柳生 彰宏 金兵 圭吾 山川 優太郎 長谷川 晃希

286 地域環境防衛軍 大阪府 森 雅哉 水島 洸 永田 遼 佐々木 諒介 原田 翔太

287 Team Bocca 愛知県 赤塚 悠介 吉田 守 横山 善彦 釜須 大貴 辻 陽之

288 OHKI HOLDINGS 兵庫県 北田 学 山村 隆太 福井 重貴 桝谷 卓馬 和田 龍

289 team Do1 京都府 畦﨑 弘之 船曳 孝彰 田中 努 小竹 貴一 山田 崇彰

290 teamDo2 京都府 杉山 隆仁 大藤 良祐 倉田 恵輔 安東 慎平 鎗水 建介

291 グエルバイシクルストア草津店 滋賀県 髙木 寛希 BENNETT ASH 谷川 弘一 鵜飼 佑輔 内貴 広明

292 美鹿サイクリングチーム 三重県 水谷 寛数 水谷 智幸 草薙 慎一 伊藤 通英 伊藤 和輝

293 チームバビロニア 大阪府 上四元 司朗 本田 康彦 中筋 啓輔 大亀 卓也 山本 修

294 mkwラーメン部 愛知県 大東 泰弘 篠田 淳史 松本 雄大 後藤 孝明 杉浦 洋輔 井手 道康

295 TEAM光　光魂 愛知県 加藤 淳一 山内 譲太 高橋 正直 河野 史瑛呂 松野 祐樹 加納 広路

296 おっSUN 愛知県 花田 敬次郎 牧野 剛士 岩本 成奥 田中 伸宜 安村 秀樹 竹内 亮太

297 TEAM 光　光かっとべ 愛知県 谷島 聡 塚本 清太 国ノ十 英孝 松田 洋幸 山下 精 筒井 裕太

298 mkw温泉部 愛知県 河田 恭司郎 伊藤 誓悟 嶋田 祥 湯浦 裕貴 中川 直樹 塩澤 魁

299 PWA1484 大阪府 野村 真吾 十場 規安 武井 太郎 宮野 泰宏 赤石 誠二 土肥 容高

300 Yeah めっちゃホリデー 京都府 奥山 憧吾 佐藤 大之 梶並 崚我 小川 陽 宮澤 慶多 堀出 恭輔

301 落単侍ex 京都府 清水 啓太 小松 秀哉 西村 勇太 西尾 洋祐 太田 岳志 土屋 蓮太郎

302 TEAM 光　ころぶな！！ 愛知県 阿比子 正敏 新庄 祐己 伊藤 貴司 亀山 晃希 水野 竜希 大塚 佑史



No. チーム名 地区 メンバー

303 TEAM 光　おいこめ 愛知県 縣 晃一朗 土屋 陽 浜口 和宏 吉村 知浩 谷 貴史 笠松 卓矢

304 TRC Turbo 愛知県 伊藤 泰地 金田 拓也 津田 岳彦 伊藤 和揮 安井 誠治 加藤 健太

305 TRC Targa 愛知県 土平 浩嗣 藤原 正樹 濱田 和優 千葉 昌平 永田 遼一 恒川 広樹

317 ＦＣＣサイクリングクラブＡチーム 滋賀県 青柳 茂晴 上村 賢

318 FCC サイクリングチーム 滋賀県 内見 文和 岩松 祐也

319 MＳK 三重県 世古 眞太郎 菊矢 響

320 打倒CCC 愛知県 佐藤 秀樹 川瀬 尚

321 チームお父さん 東京都 新藤 孝暢 近藤 正範

322 Team KASG-2 愛知県 伊東 和真 浅野 嘉之 加藤 翔大

323 プーさんオールスターズA 大阪府 村木 俊文 中島 慎一郎 望月 敬志

324 チームM-2・Ｃ 富山県 坂井 祐介 小泉 敏一 田中 卓欣

325 チ－ムＭ－２・Ｄ 富山県 前瀬 和顕 荒木 充雄 竹島 昭一

326 三五サイクリングC 愛知県 柿村 秀樹 出口 雅博 伊藤 俊

327 三五サイクリングD 愛知県 森本 武 鈴木 拓 高柳 健二

328 Guell枚方　20thCentury 大阪府 中越 教介 榊 博克 福西 信一郎

329 プーさんオールスターズB 大阪府 村木 昴太 達富 知史 新谷 文哉

330 ツールデフェローズ 愛知県 加藤 武司 稲垣 尚則 河合 大輔

331 PUKA Chari Club 3 愛知県 鈴木 章久 川西 輝季 大野 佑太

332 Team YNK 兵庫県 木野 良敬 山口 統生 西井 敬二

333 レモンクラブ 秋号 三重県 今井 信博 小田 真輝 前田 剛

334 クライマーズハイ 三重県 高尾 毅 守山 徹 鎌田 功一

335 CSNagoya A 愛知県 山本 義之 水尾 和孝 大滝 啓介 前橋 和弥

336 CSNagoya B 愛知県 松本 哲 林 満也 赤松 祐希 佐久間 浩彰

337 チーム65 滋賀県 六郷 文昭 萩尾 恭兵 清須美 将晃 住永 尚優

338 広太郎レーシング 滋賀県 上原 遼太 吉川 幸佑 太田 凱斗 赤塚 陽一

339 三五サイクリングA 愛知県 井下 啓策 深世古 辰彦 久芳 道 北川 健太

340 三五サイクリングB 愛知県 南 敦博 天野 貴吉 加藤 陽史 西井 一貴

341 DMG MORl 三重県 野田 秀雄 齋野 敦 村岡 誠 萩原 雅裕

342 Gruppo KUROKABE 滋賀県 上羽 輝明 有村 国知 伊吹 健 高木 啓至

343 PUKA Chari Club 4 愛知県 武藤 大作 白川 剛志 古橋 裕一 坂井 雄姿

344 ギコギコくらぶ 三重県 伊藤 貴成 辻 孝壽 大山口 元 田原 雅登

345 team NORI 三重県 小林 貴紀 加藤 佑一 平出 勇太 夏目 聡

346 C.C.SCIOLTO 奈良県 瀬戸 隆則 菊谷 真司 浦城 康友 上岡 弘定

347 チームキサブ 京都府 関根 慎一 前田 賢志 結石 達也 吉田 義生

348 Neo-zero A 大阪府 宮腰 和教 阪田 雅之 伊野派 亮 中原 健次

349 シーキューブ 三重県 中村 厚洋 城田 和幸 北川 賀雄 山川 淳史

350 他人の子供 東京都 道面 弘樹 新藤 晴紀 近藤 正悠 近藤 彰

351 Rits GCSS 滋賀県 高澤 一世 裏山 昂平 大江 秀明 平野 裕大 森井 智月

352 SPYS 三重県 日紫喜 浩也 岡田 佑介 川瀬 浩史 休石 亮太 宮崎 裕大

353 ジテクリ 岐阜県 藤井 慎 多賀 一成 青山 翔 早川 勝 片原 悟 相崎 道昭

354 人力車 愛知県 服部 光久 加賀 一之 加藤 雅人 堀 孝吉 大村 勝 高橋 哲也

355 穂ノ国自転車愛好会 愛知県 河合 泰典 大堀 義弘 片山 剛 谷野 泰朗 高林 正人 陣内 雅人

356 Rire りーる 兵庫県 大井 宏昭 木村 光宏 水野 裕之 宇田 統英 溝口 直人 秋山 英也

357 zeke×幻海 CYCLING TEAM 大阪府 渡部 晃久 浦田 昂希 大久保 裕樹 西田 樹史 原田 昇 池田 亮太

358 おりひめ輪業 愛知県 小出 昌幸 川合 伸幸 竹之内 潤 黒田 太平 田中 均 平子 浩士

359 ＣＣＣ 愛知県 村上 裕樹 大川 辰典 山田 大介 成田 智 川渕 利樹 梅屋 広斗

374 チーム阿羅漢 東京都 西森 大輔 西田 健二

375 ゆるポタ 神奈川 末包 悠 長山 真理

376 I.K.Racing 三重県 石原 恵多 石原 主輝

377 尾張旭RC 愛知県 深田 伸次郎 田丸 寛治

378 FUJIMIサイクリング部 愛知県 藤岡 昌也 山下 恭伸 小島 晃

379 Scuderia Quattro　B 大阪府 中嶋 貴基 田中 紀雄 渡邊 勤

380 おにやんまＡ 京都府 白井 智浩 前田 幸輝 石原 直紀

381 おにやんまＢ 京都府 田中 俊輔 山田 達見 朱雀 寛教

382 おにやんまＣ 滋賀県 辰野 純也 鳥元 皓一朗 井口 桐吾

383 兵庫愛知土地家屋調査士合同チーム 愛知県 稲垣 憲明 藤井 十章 井本 秀典

384 細密六方格子 愛知県 柴田 拓大 長尾 裕一 河合 孝博

385 AMAZE 愛知県 井上 貴晶 古賀 大滋 松原 広季

386 Veloce 京都府 奥田 隆 馬渕 和也 川西 正憲

387 刈高バスケ部自転車隊 愛知県 春原 哲 牧野 大樹 東出 友彰

388 八幡呑兵衛会 京都府 吉川 武 赤井 重行 藤林 博明

389 TRC Roadie 徳島県 橋村 金重 藤河 周作 新名 大介



No. チーム名 地区 メンバー

390 ASAMA 三重県 黒田 朗渡 東 龍斗 水原 直大

391 鉄屑チーム 福井県 山田 直弘 村井 隆弘 西村 大吾

392 平日ローディープラスワン 愛知県 永吉 勇一 倉本 稔久 小野 雅寛 永田 敏雄

393 こけしdi2 愛知県 浅野 佑介 三宅 直弥 福田 和晃 神野 旭弘

394 加賀温泉おもてなしライダーズ 東京都 増田 英行 貫場 友介 林 純也 金井 良樹

395 赤こん君＋Aチーム 滋賀県 河村 彦嗣 村島 宏和 原田 萌 阿加井 洸太

396 各停貧脚 徳島県 三木 直也 井上 晋 青木 道弘 門 康平

397 からあげ部 奈良県 長島 孟大 福永 彩 小林 泰人 瀬能 幸太

398 Team KAWAGOE 三重県 水谷 祐輔 佐藤 真也 浅川 智之 森脇 新

399 Scuderia Quattro　A 大阪府 桑水 憲太 藤原 恕 佐野 泰治 錦 一郎

400 チーム　みみかき 奈良県 岸本 収一 道本 勇 宮崎 郁代 金田 荘子

401 マクレーレ 福井県 宮崎 幸平 梯 正和 林 達久 高野 晃太郎

402 京優善 京都府 加藤 優佑 加藤 衣穂 福島 聡 木場 優輔

403 KUCC 4年 富山県 早川 峻奎 日沖 一圭 油谷 連太郎 中嶋 翔

404 寿限無 三重県 佐々木 慎治 佐藤 孝弥 寺本 宏昌 馬場 卓弥

405 ハマぱないって！ 愛知県 石本 善隆 越川 憲一 松岡 裕樹 中垣 卓大

406 クリスティアーノ・ハマウド 愛知県 簗瀬 和宏 宮地 秀樹 大川 博用 岩倉 達也

407 そだねーはまねー 愛知県 保田 洋志 山本 梨紗子 増田 辰典 小川 瞬輔

408 Team UltRa Rapid 福井県 島田 康平 平田 陽介 南 大介 谷中 佑規

409 RINRIN Cycling 京都府 木津 敏仁 小川 剛 伊藤 浩一 松本 吉高

410 SNKチャリ部A 大阪府 松本 一孝 峯川 充央 北村 元是 深谷 考司

411 MSTY women's team 大阪府 豊田 華奈 佐藤 さゆり 増田 宏美 湯谷 悦子

412 SNKちゃり部B 大阪府 和田 崇 廣畑 佳則 杉本 正弘 中村 鉄平

413 KUCC3回生 石川県 目黒 敦也 大川 駿 佐藤 寛太 小山 嵩斗

414 ＬＲＣＣ 愛知県 茶谷 和久 樋口 健 丸山 隆志 大西 直和 山田 尚征

415 赤こん君＋Cチーム 滋賀県 毛利 隆 谷川 誠 倉田 一祐 松本 正信 長坂 直哉

416 赤こん君＋Bチーム 滋賀県 三浦 耕一 薗田 毅 伊藤 剛 南 英伸 北川 雄貴

417 ニャスも 大阪府 小出 泰宏 篠原 政志 岡崎 浩一 塩崎 敏之 鹿島 亮

418 TEAM DEVELTEAD 1 三重県 瀧永 浩一 中本 吉彦 植谷 弘也 橋本 憲 後藤 涼

419 TEAM DEVELTEAD 2 三重県 村田 成輝 石田 正文 山路 智久 刀根 亮 近藤 知美

420 God Racing 愛知県 渡邊 浩二 神元 和哉 日野 聡一 土田 候輔 安藤 正樹

421 ベイタワーズ 大阪府 近藤 啓太 北村 昌彦 横塚 雄介 鈴木 公平 米村 慎二

422 team ZAKU 兵庫県 山下 拓 広原 哲也 中川 裕人 鶴澤 俊 渡部 光章

423 近畿大学文化会サイクリング部１ 兵庫県 原田 健大 長谷 康佑 寺田 柊人 長谷川 諒 佐竹 亨太

424 clubsun 大阪府 坂本 直哉 伊藤 隆文 青山 弘樹 新本 崇順 東 正和

425 多々良ホンダ販売自転車部 静岡県 瀧井 大助 鈴木 功治 粳田 祐一 船田 和臣 新間 俊介

426 整備自転車部 大阪府 乾 章 中津 信二 高崎 俊哉 伊藤 純一郎 岡本 純一

427 ハブ毛愛好会 三重県 中島 敬太朗 武市 崇志 平田 雄紀 平田 美沙 松井 康平

428 Stella Ciclista 愛知県 西川 良祐 根本 健史 西田 侑樹 松木 隆紀 折井 隆浩 上久保 涼太

429 Ponpokoタヌキボン 愛知県 奥村 敬弥 北村 兼吾 森 龍士 西田 欣史 榊原 勇祐 荻野 真史

430 Ateam 三重県 寺島 辰也 小林 篤 宇野 雄大 原 洋太 西川 英治 森 祐介

431 あいあいじぇい 大阪府 山口 孝一 小川 泰明 茂木 直道 木村 元輝 尾込 亮太 古賀 純一郎

432 Kubbs 三重県 平尾 晃一 北原 善彦 伊川 智之 樋口 大輔 木原 一憲 西内 宏介

433 ウエスタン無双 三重県 加藤 巧 伊東 健也 竹内 正太郎 藤巻 孔ニ 渡邉 淳也 田中 修平

434 クロスエフェクト自転車競技部 京都府 原 陽平 柳田 久幸 和田 遼太 西村 智明 倉部 太一 伊藤 立揮

451 ビビ 三重県 茶井 義之 山本 隼吾

452 チームSJH 三重県 矢橋 大輔 今川 海斗

453 晴風 三重県 前田 俊一 平賀 和

454 sinsei syoyo 大阪府 岩田 聖矢 馬越 裕之

455 Team03 愛知県 榊原 学 柴田 篤

456 ANZEN万歳 兵庫県 加内 雅之 湯村 尚典 大沢 竜也

457 斉高レーシング 静岡県 高橋 哲也 齋藤 隆英 齋藤 隆騎

458 TBC チームA 愛知県 富士原 康亮 熊 英次 吉岡 良馬

459 TBC チームB 愛知県 藤林 伸 青木 努 水見 暢志

460 風になろうの会1 大阪府 大本 誠太郎 坂井 秀行 岡田 拓也

461 TEAMナゴヤバシリ 愛知県 浅野 享洋 長田 浩幸 吉澤 正幸

462 ジテ痛クラブA 愛知県 尾頭 卓 田中 義紀 西村 直樹

463 NUEE 愛知県 田所 幸浩 山里 敬也 大友 佑三

464 オータス 三重県 松下 剛 高士 剛 伊藤 誠

465 SIMIZU　RACING A 愛知県 若山 一輝 岩本 広和 西村 知典

466 たんすぃんかぶつ 兵庫県 濱田 雅行 澤 直樹 山澤 知之 上田 智裕

467 GUELL 枚方 煌エディション 大阪府 小倉 一朗 小倉 伊織 アキ 武士 安原 武
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468 MIFormosa 三重県 文倉 慎太郎 川村 篤史 安井 政人 吉村 俊哉

469 京都大学UC 京都府 田中 陽平 永井 健太郎 西田 森彦 奈良 健佑

470 spirit 遊 愛知県 山本 晋治 森田 和仁 大津 佳博 吉田 貴祐人

471 TAWARAYA 埼玉県 森山 一真 森山 大樹 森山 智希 奥山 竜斗

472 飛ばねぇチャリ 愛知県 平松 寛規 湯下 利樹 濱本 邦裕 平松 和也

473 try40s 愛知県 鈴木 啓祐 田口 敏行 奥村 祐右 田中 宏一良

474 ノースショア 奈良県 田中 昭 川瀬 貴光 勝間 大祐 大島 篤

475 Team sunrISE 三重県 出口 貴大 花井 健吉 高田 正俊 竹中 悠人

476 MMP Aチーム 滋賀県 是沢 健司 中嶋 好史 二上 貴光 堀内 龍太

477 MMP Bチーム 滋賀県 今本 幸則 久保 智 湯川 昌弘 西澤 元貴

478 チームいがらし 三重県 五十嵐 智也 佐藤 隆 奥村 準 渡部 裕貴

479 チーム オールアラウンズ 三重県 西岡 章孝 小泉 孔二 前川 良樹 安達 創

480 タートル三重A 三重県 中前 邦彦 芦谷 翔二郎 堀内 佑真 日高 悠

481 ジテ痛クラブB 愛知県 大下 真貴夫 宮崎 圭介 松下 正樹 岡山 克

482 チャリケッタ 愛知県 谷口 翔太朗 上園 倫範 飯田 健大 横田 直幸

483 京田辺アスリート会 大阪府 牧草 亮輔 北川 貞大 牧草 次郎 林田 智之

484 Liberta due 愛知県 柏原 雅大 青木 郁弥 加藤 大成 加藤 祐吾

485 BON VOYAGE BIKES A 京都府 高田 幸悦 松岡 孝紀 大橋 弘子 樋口 徹

486 電動自転車チームＡ 愛知県 下山 泰樹 尾勢 朋久 藤島 優也 上松 初 緒方 麗

487 猪八戒 奈良県 浦 健太 金森 悠 岩本 壮輔 山本 雅也 沼平 茂雄

488 ムサシ 愛知県 二宮 大輔 小籔 真嗣 渡邉 雅秋 中野 秀和 谷 幸一郎

489 ミギーズ 京都府 井若 啓三 右田 広美 中谷 敏徳 重田 直樹 掘 祐輔

490 Mobitec cycling club 愛知県 裏辻 正之 水藤 稔 藤平 健二 秋葉 亮 河合 浩平

491 KANBI Cycling Team 奈良県 村井 匠吾 山中 亘人 柴田 之弘 倉谷 龍一 峰本 浩二

492 チーム・マイマ名古屋後久 愛知県 岩崎 賢作 江副 慎一 後久 信一 松本 佳祐 為房 圭一郎

493 タートル三重B 三重県 横田 浩 堀内 克真 村田 智和 久世 英明 桑山 雄次

494 BON VOYAGE BIKES C 京都府 中川 和彦 増井 直義 田中 肇 田中 真由美 坂口 雅彦

495 TEAM SIMIZU B 愛知県 清水 康明 冨田 裕仁 遠藤 洋 浦 孝介 檀上 義信

496 BON VOYAGE BIKES D 京都府 駒崎 洋太 駒崎 久美子 田中 恵美 東川 資 平尾 啓月

497 BON VOYAGE BIKES B 京都府 池北 敦則 木村 成宏 木村 麻美 下方 翔 下方 一恵

498 たんすいかぶつ3.0 兵庫県 戸田 瑛大 相羽 大樹 加藤 太郎 豊蔵 悠史 康村 裕翔 中山 敦史

499 ブレーキーズ 愛知県 石山 惠朗 高須 龍司 深谷 浩一 松浦 篤大 森口 真伍 黒田 和馬

500 電動自転車チームＢ 愛知県 辻 浩也 髙橋 秀和 中井 康裕 近藤 泰三 塚本 康裕 中島 光太郎

501 one 京都府 木下 尚樹 木下 圭登 元地 章智 滝本 伸 木下 均 木下 禎樹

502 Fe-works 静岡県 古田 浩一 松下 和敬 古川 裕一 佐野 諒吾 石川 匠一 石川 琢馬

503 CYCLING TEAM JUSTICE 三重県 糸原 正明 小川 真広 伴 友裕 近藤 俊輔 井ノ又 恭介 田中 宏一

504 KKICKM 三重県 川合 賢人 今瀬 広祥 茶谷 有哉 木村 今日生 宮本 翔 藏原 義人

505 BON VOYAGE BIKES E 京都府 竹之内 脩兵 上田 実加 山田 太郎 川上 謙次 瀬川 大輔 霜中 敬太

527 KWK 兵庫県 岡本 龍馬 梶村 尚伍

528 金剛東のものたち 大阪府 澤田 遼 藤江 元奉

529 team.Ｍ鉄 愛知県 加藤 慶祐 大熊 勉

530 愛宕会チャリ部 京都府 高山 雅司 宮本 茂 宮井 博幸

531 janaika 愛知県 駒谷 祐樹 天野 進 梅田 明利

532 KASAMAチャリ坊’S 石川県 北山 直輝 西出 由司 北川 詔一

533 Team HOBIKEN 大阪府 島田 裕介 麻中 俊輔 木下 裕平

534 ビワイチ会 A 滋賀県 奥村 健一 矢野 淳ニ 長谷 信宏

535 GMC CYCLING-1 三重県 渡部 秀樹 市川 由布子 庄村 心

536 GMC CYCLING-2 三重県 野口 智史 沖上 正人 佐藤 友紀

537 GMC CYCLING-3 三重県 寺島 俊和 佐藤 翼 諸戸 英明

538 GMC CYCLING-4 三重県 田島 祐 島田 康彬 田邊 信

539 GMC CYCLING-5 三重県 武田 泰明 小林 紗依 堀江 将太朗

540 Tutto Sportivo Kyoto 京都府 増田 晴彦 柳田 真吾 森井 龍吾

541 shining falcon 滋賀県 板倉 輝佳 小田 隼士 福島 淳二

542 出張バーベキュー湖人2 滋賀県 松宮 賢人 三苫 幸雄 川内 雅和

543 りんりんA 滋賀県 辻 和樹 小倉 匠翼 入山 幹夫

544 りんりんB 滋賀県 石原 江史朗 櫻田 拓実 今西 廉

545 りんりんC 滋賀県 上田 遼介 奈佐 鋼一郎 井上 将宏

546 国分連合 大阪府 尾崎 哲也 西村 健一 亀井 秀外

547 SIMIZU　RACING　C 愛知県 寺西 剛 古田 弘幸 上村 幸一 竹下 豊

548 嫌登倶楽部ネオ2018 大阪府 愛甲 栄作 染川 敬市 白井 洋平 竹嶋 秀人

549 END4+α 大阪府 木村 紘輔 平崎 毅 三宅 祥平 今田 英樹

550 GIANT STORE KOBE 兵庫県 和田 健司 井上 芳則 伊藤 晋吾 松本 直



No. チーム名 地区 メンバー

551 KUBOTA CYCLING CLUB 大阪府 桑江 淳太 森 暁彦 河合 雄一郎 古木 大樹

552 ＴＥＡＭ　半世紀 三重県 西川 一二三 吉澤 浩幸 内藤 豪 伊達 保史

553 STRADAで出会った愉快な仲間たち 滋賀県 下川 賢祐 中脇 武洋 駒水 亘 大家 篤

554 右逢左逢 愛知県 家崎 尚樹 市原 洵 黒畑 良太 尾林 佳史

555 りんきちＡ 愛知県 吉田 博之 安藤 吉幸 土方 暁彦 鬼頭 秀輔

556 Team MASA 愛知県 山本 雅也 林 信介 藤本 裕 荒木 功

557 水産大学校　サイクリング部２ 山口県 小林 智憲 飯田 直毅 佐藤 孝 西島 哲

558 エンダラジッパース 愛知県 鈴木 清 井上 大輔 早川 慎一 向田 貴広

559 田村家 三重県 宮岡 知足 芝田 将啓 小河 寛明 田村 健太郎

560 TEAMアンジェ 岐阜県 内田 壮祐 住吉 統一郎 北野 健司 辻 浩侑

561 中塚陵一郎 大阪府 中丸 太 手塚 俊雄 池田 圭一郎 山崎 陵

562 オオニシ・ヒートマジックＡ 三重県 大西 敬紀 寺崎 大輔 加藤 俊典

563 TEAM　SIMIZU　D 愛知県 山本 達也 長谷川 将剛 岡田 明久 若林 宏行 本村 俊彦

564 Kumano Fietsen 三重県 葛輪 周平 尾﨑 規文 佐々木 修 西 慎之介 溝口 智幸

565 TEAM　SIMIZU　E 愛知県 藤上 卓也 飯海 剛生 加藤 優一 石坂 洋一 髙木 俊治

566 東海プラントCC 愛知県 百瀬 透 前田 将孝 亀村 佳且 服部 裕二 森永 愛美

567 けった乗ろっけ！ 岐阜県 小森 千晴 上窪 佑樹 水野 歩未 山下 好太朗 後藤 真希

568 水産大学校　サイクリング部１ 山口県 後藤 蒼太 加部 裕太郎 荒川 辰大 渋谷 晃生 谷口 宗立

569 あべ☆ひろし TEAM A 愛知県 阿部 浩行 西角 新也 各務 英樹 岡田 知大 酒井 和也

570 S-ride cycling team 三重県 中西 清和 宇野 正悟 内藤 孝夫 堀澤 隆典 伊豆丸 健二

571 オジチャリ 東京都 福永 顕一 杉本 裕示 宮本 知彦 古田 健人 千田 竜太郎

572 TEAM  MOG 滋賀県 田中 正治 上坂 透 谷口 昌史 岡田 龍介 小林 鉄平

573 オオニシ・ヒートマジックＢ 三重県 稲垣 康亘 稲垣 温大 三輪 圭太郎 寺口 友也 梅田 一志

574 近畿車輛 Crazy Bike Boys 大阪府 田村 遼太郎 藤原 岳広 松本 行正 土井 崇雅 吉村 亮 奥地 賢一

575 チーム デンコー #1 福井県 浦野 吏司 松山 渉 黒川 陽二郎 深山 翔平 片桐 悠翔 金城 健治

576 チーム デンコー #2 福井県 池田 祥 内田 修平 北岡 太郎 安藤 哲史 神尾 正義 濱田 翔平

577 あかつき自転車クラブ 愛知県 矢口 政広 鈴木 敦史 島村 遼 安井 愛 増田 翔大 所崎 出

578 crazy soda 大阪府 吉田 大貴 左右田 航平 高見 康平 三木 千裕 入谷 泰介 伊地知 慎太郎

579 新ワインディングロード 大阪府 上田 豊 佐藤 慎也 由井 孝典 三浦 大空 藤井 あきひと 藤田 拓郎

580 えらにゃあ 愛知県 反田 剛 小泉 知也 荒木 朋也 野田 健太 杉浦 環太 池田 淳一郎

581 あべ☆ひろし TEAM  H 愛知県 野口 浩史 江本 健吾 佐藤 颯一 鈴木 卓哉 鳥居 裕紀 鳥居 来安

582 エクセディ鋳造 サンダーズ 京都府 岡田 通則 本城 広樹 荻野 将生 衣川 源 山下 秀幸 グエンタン ルアン

583 コニーと愉快な仲間たち 愛知県 川出 隼也 小西 正和 塩地 正崇 佐野 圭亮 横山 正一郎 鳥居 敬介

584 Team NAGOYA 愛知県 福田 利之 二ッ木 雅之 鈴木 大悟 岡本 泰宣 田勢 陸 法寿庵 諄

585 the dollows 大阪府 増田 稜穂 細見 悠介 藤本 尚希 木梨 公介 小渕 航平 中村 謙太

586 チームＪ 大阪府 中嶋 潤 瀬野尾 宣久 藤原 孝彰 古家 隆 中井 基継 岡 智成

605 どんぶりＢＯＹｓの憂鬱 大阪府 岩田 祥眞 天野 颯太

606 EP-SO 愛知県 塩谷 賢治 高山 達郎

607 コルネッツ 京都府 山本 良介 河野 通明

608 R&N 神奈川 岩野 桂太 平田 陽一

609 とーいくん 愛知県 後藤 真一 後藤 冬緯

610 M-TWinWheels 三重県 森田 将司 森田 剛史

611 アイアンタートルズ 兵庫県 亀井 教郎 空 秀俊

612 徳島 京都 京都府 熊代 大輝 永田 三成

613 信州大学サイクリング部OB班 長野県 柳原 崇 寺島 春樹 八島 献也

614 TAKI SEED 愛知県 大上 貴之 前田 充貴 荒木 春音

615 熊田池JV 愛知県 熊谷 和之 田嶋 宏俊 池戸 宏

616 ｃｌｕｂＧｉｒｏ　Ａ 愛知県 小瀬木 正勝 寺尾 貴之 渡会 重彦

617 ｃｌｕｂＧｉｒｏ　Ｂ 愛知県 北村 大介 田淵 マルコス 磯貝 希信

618 WUG！Racing 静岡県 小澤 徹也 宮崎 太一郎 堀江 龍雄

619 ラモス・則 三重県 山中 俊介 山下 祥平 秋吉 銀次

620 Team noobs 三重県 住田 功樹 佐野 大輝 関口 康平

621 城山adventure club 石川県 田本 雅彦 谷田 登 岩間 博一

622 CMDスモール 京都府 手嶋 伸悟 田附 喜水宏 甘利 啓太郎

623 チーム一般職 愛知県 岡崎 敦 清藤 秀俊 安東 共喜

624 あくりる屋 三重県 西川 幸伸 粂内 孝行 山口 大輔

625 大っきな東の人々よ Team-G（がっつり） 滋賀県 柳原 正 影山 亮 Cummings John

626 積水ハウス丹後業者会１ 京都府 徳田 英彦 船田 浩行 嵯峨根 裕二 津田 龍一

627 積水ハウス丹後業者会２ 京都府 安齋 武志 中村 訓志 畑 健吾 新宮 勇士

628 積水ハウス丹後業者会3 京都府 白波瀬 廣行 谷口 幸嗣 矢野 歩 足立 遠政

629 欅-Racing 三重県 坂本 達哉 平田 大喜 東久保 悠斗 村山 勢奈

630 ターミネーターRT楠本夜勤明け 三重県 福本 哲也 楠本 宏樹 坂上 諒将 大久保 克哉



No. チーム名 地区 メンバー

631 WUG！Racing☆Polaris 静岡県 葛西 裕 浅野 慎一 熱田 裕之 尾島 晴久

632 かもがわレーシング 京都府 松山 涼 岩見 悠磨 辰巳 寛明 中山 和輝

633 蜂須賀OneNightCastles 兵庫県 深谷 和範 松本 浩揮 永津 孝志 蜂須賀 康時

634 まーくんと仲間達 三重県 浦岡 章太 河野 良信 西田 優希 北川 昌希

635 ATHMIN-A 愛知県 稲葉 雅司 近藤 潤一 近江 慶太 甲斐 圭太

636 ATHMIN-C 愛知県 平山 卓男 古谷 祐介 田中 慎一 袴田 涼馬

637 ATHMIN-B 愛知県 佐々木 敏幸 和泉 平 河上 大介 徳永 康祐

638 チーム管理職 愛知県 波多野 信吉 中里 年男 阿野 孝利 高野 哲生

639 LUCKY CATS 愛知県 中村 雄一 中村 煌己 春谷 健一 加藤 繁樹

640 チームほしねこ 愛知県 出口 竜三 山中 卓 徳重 慎司 渡邉 拓矢

641 A` 京都府 小出 樹 溝口 智貴 吉岡 衛 清水 大樹

642 RB3-2 兵庫県 斎藤 幸生 村田 昌之 坂口 成太郎 坂口 弘一郎

643 TEAM475 Verde 大阪府 高橋 空也 大西 清久 岡 修司 岩田 光平

644 Colpi di vento 大阪府 松本 雄也 赤松 直也 山中 將郁 篭谷 正也 平島 昇汰

645 Aichi/Mie Team 三重県 Sakaguchi Fabio Sakaguti Ivo Saito Seiji Fujita Hironori Momokita Shuji

646 '12同期寄せ集めチーム 愛知県 三好 俊輔 永井 茂樹 金井 聡 西村 徹 水野 雄太

647 チームカルビ 大阪府 岸川 晶晢 福田 拓二 塩津 寛徳 上久 達也 渡邊 敏博

648 Cycycle A 三重県 庄司 剛 迫坪 行広 田平 貴裕 鍋坂 恭平 橋本 拓

649 サイクルショップイワ井 チームB 大阪府 岩井 巧 山田 知章 清水 克哉 木本 実 今西 健治

650 Ed Basheeran 三重県 橋本 隼 辻 大生 宮尾 将文 春田 真之介 園田 星

651 TIMS自転車部 愛知県 岩田 康宏 水島 丈晴 井藤 雅 森本 僚太 林 太朗

652 CORNEZ 京都府 山下 陽裕 篠崎 友 渡部 晃大郎 阿部 有希 浅海 健太 谷口 白羽

653 7538 BIG SPEED 愛知県 横井 宏紀 澤田 靖隆 杉田 高広 山之内 健 松永 敦

654 アルファ２ 愛知県 荒川 翔太 近藤 大智 千種 元気 佐藤 秀優 鵜川 諒太

655 A 京都府 中村 弦太 安田 京介 藤田 俊輔 中井 唯晶 松下 綾馬

656 Inspire Racing Team 京都府 入江 一仁 尾野 拓磨 松田 拓也 小中 仁志 辻 暢亮 谷野 広卓

657 はまちゃり倶楽部 大阪府 濱 真一 菅野 悠介 高橋 ヒロシ 坂井 亮文 山崎 誠也 宮崎 健太

658 MPC 兵庫県 川上 仁英 宮内 博克 李 周盈 逢坂 慎一郎 金辻 伸隆 永井 真

659 店長+α 愛知県 吉田 一俊 石川 達也 斉藤 祐司 種本 剛士 瀬畑 雅章 荒木 智司

660 Cycycle B 愛知県 今井 宗幸 菅原 暢利 小島 裕一 矢田 慎介 堂田 泰史 宇佐美 達己

661 アールズサイクル 京都府 黒田 正治 田淵 昂 松本 一真 高木 英行 山口 創平 伊藤 和俊

662 愛知産業大学工業高等学校 愛知県 佐野 由基 近藤 択海 西 涼輔 加藤 大喜 粉川 直大 村山 魁

663 Tokyo Escargot ふくちゃん 千葉県 栗原 正樹 福原 保豊 村上 久三夫 宮崎 大輔 柳澤 健二 山口 真司

664 Tokyo Escargot よっさん 千葉県 池上 喜律 吉田 豊 蔵谷 哲朗 岸山 道善 細川 靖之 横田 宗一郎

665 HEADROCKチャリ部 愛知県 和田 祐介 森山 智一 安野 隆二 山口 友和 水野 圭 鵜島 耕平

666 アールズサイクル 京都府 木下 裕吏 羽口 鉄馬 川田 康樹 福地 楽人 小山 雅也 谷 泰幸

667 NSACC 東京都 当間 ユウスケ 村中 ヒデキ 一法師 広太 田中 ヤスツグ ヒロモト カズマ 生形 一貴

7031 TEAM GR FOCUS 田村 知 兼岡 邦旭

7032 チーム隼アスリチューン 三上 将醐 三上 慶将

7033 チームエアフライ 吉村 雅喜 斉藤 宏 高橋 寿成

7034 teamエヴァディオ 犬塚 憲明 吉田 一平 永田 優作

7035 BrezzaMolle-H 田中 和仁 原 良至 土屋 広介 本間 洋樹

7036 輪人レーシングチームA 末廣 正治 十場 浩弥 清水 雅紀 神本 青門 足立 俊樹

7037 輪人レーシングチームB 小原 史郎 益田 参朗 中野 雅由 高野 誠一郎 向井 利之

7038 BrezzaMolle-F 花田 康 東堂 稔 佐々木 博之 才名園 剛 田代 裕一

7039 きゅうべえチーム 合田 啓一朗 邱 均 忍足 啓暉 山田 浩基 藤本 智嗣

7040 GoMore Lite Cycling Team 谷 英司 吉本 健一 鳥飼 弘一 尾川 賢典 西村 人美 秋吉 弘子

7041 ダイレクトカーズと愉快な仲間達２ 百田 雅人 寺西 潤 長谷川 友紀 山下 登 板谷 貴司 宍戸 賢司


