
スタート順 スタート時間 No. チーム名
2001 大垣CSC 大阪支部 高松 陽一郎 藤川 めぐみ

2002 Club La.sista 藤井 太一 藤井 裕

2003 CROSS JOKER 早川 周作 早川 亜沙美

2004 ミズノサイクル部C 渡辺 良信 澤田 佳世子

2005 CROSS　JOKER　上司部下 坂野 光俊 小林 忠江

2006 CROSS JOKER 今井 裕之 今井 美恵

2007 ばなな大学夫婦部 大久保 和典 大久保 駒子

2008 Max Speed97 KY 利見 昇 湯田 隆行

2009 チーム米俵 A 吉川 伸 西迫 浩文

2010 Bicycle Color - SS 篠崎 秀一 島本 浩司

2011 チーム米俵  C 森田 晃生 吉野 健祐

2012 ブレイカーズ 舘 栄太郎 山下 隆浩

2013 TNN 55 高瀬 喜久 小森 国彦

2014 ONE/WD 宮村 優 梅田 康之

2015 グルポ YM 頼近 直純 南田 拓也

2016 チーム　サニーサイド 和坂 素材 永冨 一

2017 Team P-Bay 三苫 幸雄 河原 慎弥

2018 ユーロードS＆Iチーム 榊原 清彰 石川 主都

2019 チームしまうま 陸野 圭司 安川 洋平

2020 グルポMK 河内 博行 森川 晃行

2021 徳島サイクルレーシング（K・K） 南里 勝由 三井 克造

2022 W店長 金森 孝憲 松本 孝

2023 Bicycle Color イケメンズ 永野 人士 松永 秀彦

2024 名城大学サイクリング同好会 猿組 日比 巧 藤原 道弘

2025 CSK Racing Club 真野 功 藤本 和昌

2026 チーム課長主査 鈴木 晋平 平岡 直樹

2027 SAKAI★とSKY☆ 道願 幸治郎 花谷 篤史

2028 DRONE マイペース組 高田 侑亮 西村 光明

2029 DRONE バルポン 末廣 晃一 中村 春男

2030 NOSAN TT部 平田 要 中西 謙太郎

2031 バツ&テリー 上野 君徳 永田 将司

2032 もちもちレーシング 小坂 悠人 津田 大次郎

2033 チーム CARACLE 福永 良二 津田 一平

2034 ミズノサイクル部A 田代 茂 田代 健

2035 Nitto.C.C テツandタケ 柴田 哲宏 竹本 慎吾

2036 ミズノサイクル部D 齊藤 幹 竹村 悠

2037 ハイボールとカラアゲ 小林 稔弘 高橋 拓人

2038 ACCEL 田中 勉 高田 勉

2039 Giro d'CHITAlia 立松 雅志 鈴木 大介

2040 ACCEL 加藤 健一 杉原 和剛

2041 ユーロード 松本 哲郎 神野 太一

2042 ＴＮＮ５０ 鹿島 洋輔 白井 隆一

2043 鷹組 村山 椋 芝池 伸憲

2044 チームＭＵＬＬＥＲ 花木 雅俊 Zac Reynolds

2045 チーム オネー改めオニー 土方 宏紀 木全 崇人

2046 BONDS 末岡 正充 北村 晋太郎

2047 ミズノサイクル部 藤本 和也 老川 哲広

2048 Life Ride 板子 佑士 岸本 崇

2049 米俵B 芝谷 善昌 アトキンソン アンドリュー

2050 Yono ＆ Katsu 勝水 拓也 サンドゥ ヨノツ

2051 ブレイカーズ 大澤 億人 大澤 兆成

2052 兄の威厳と弟の意地 岡芹 泰孝 岡芹 弘幸

2053 DRONE TK 富田 将士 河合 一徳

2054 三味線Racing 楠本 宏樹 川邊 恭平

2055 名城大学サイクリング同好会 ゴリラ組 関口 浩平 河野 成寿

2056 NoguMori 中森 雅人 野口 克彦

2057 みーひーあーたー 清水 琢 若代 健

2058 ZIPPY CYCLE CLUB 松村 長人 藤田 隼也

2059 グルポ IT 高塚 武彦 伊藤 隆久

2060 名岐ベンド 野原 弘貴 山田 哲也
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トロッフェ・バラッキ　10周(58.1km)　ゼッケン色(緑)　60チーム
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