
No. チーム名 地区 メンバー

95 S☆A☆T 愛知県 久田 雄一郎 坂野 嘉也 山田 大司 駒井 尚人

96 BAPF!　チームＡ 愛知県 青 克彦 齋藤 晃一 松井 勝二 小寺 勇己 高取 真行 堀江 俊輔

151 MM自転車部A 愛知県 冨田 裕基 服部 傑 古井 寛之 加藤 雄大 南 俊行

152 名交自転車部 愛知県 小林 正志 須原 浩貴 野口 修 碓氷 篤也 今飯田 崚佑 中村 彰希

207 一撃 愛知県 間 友明 長尾 宜治 矢島 俊秀 吉住 直彦 山口 竜明

258 チームＹＣＳＣ 広島県 高橋 羊次 神垣 一茂 江原 靖弘 車田 好生

259 チーム けやきの木 愛知県 渡邉 雄史 渡辺 智也 家田 敏明 郷司 孝昭 山田 頼貞

260 衣安 愛知県 及川 裕太 木村 直人 大嶽 ヨシヒロ 植村 太一 石川 朋裕 宮木 龍也

306 ベンゼマ 大阪府 清水 大輔 白石 圭一

360 池袋サンデーライダーズA 東京都 安達 浩子 森 義隆 山田 剛 今井 勇太

361 Neo-Zero B 大阪府 塩月 聖博 舩橋 昂広 嶋田 圭佑 家中 達朗

362 八代レーシングチーム2 大阪府 安田 和浩 松木 千佳子 安岡 啓子 細見 信貴 吉田 信夫

363 八代レーシングチーム3 大阪府 城本 智子 馬場 修一郎 竹内 克行 中川 祥史 山田 禎二

435 チーム大正 大阪府 伊藤 優介 野呂 恒夫 長屋 陵佑 播本 裕樹

506 旭電器工業自転車部 三重県 増村 明弘 増村 琉綺

507 スクーデリア ちびっこ Tyrell 神奈川 山川 欣也 西村 良作 大谷 敬弘

508 フューチャー 大阪府 吉田 充伸 清田 和也 清田 雅子 橋本 真二 川端 茂紀 前田 圭介

509 ハブロック 兵庫県 西脇 卓也 井上 真也 松井 竜平 井上 浩一 後 佳輝 峯山 蓮

587 チームH2 和歌山 古川 英和 西 博也

588 SOU港島RIDERS 兵庫県 澤崎 博司 太田 道明 上田 嘉昭

589 ぷりまぼーいず 大阪府 松本 恭一 豊島 亮介 杉浦 秀憲 久保見 だいすけ

590 卍名城サイクリング同好会モンキーパーク卍 愛知県 石川 大登 上野 真椰 安澤 晃 岩島 健人 伊藤 琢巳 河野 成寿

668 ソフ技第一T 兵庫県 中野 裕也 中村 大祐

669 Mr.15minutes 愛知県 岩田 憲一郎 石田 健 佐古 貴哉

670 大っきな東の人々よ Team-Y（ゆったり） 滋賀県 鍋山 靖志 三上 悟 永井 創

671 りす 三重県 妻藤 李白 大西 啓太 小林 駿 長谷川 弘樹

672 フヂエンレーシング 三重県 藤井 充 藤井 千尋 川島 勝彦 楠 礼司朗 中島 滉祐

673 FUTURE2 大阪府 亀岡 勝之信 亀岡 空心 森山 祥多 岡本 愛美 今村 広志

8時間ロード以外　スタート/8:00　ゼッケン色(白)　28チーム


