
No. 氏名 年齢 地区 チーム名 No. 氏名 年齢 地区 チーム名

2201 藤井 里至 21 大阪府 OUCCツアー班 2218 宮島 拓海 21 愛知県 自転車道

2202 福田 耕大 19 大阪府 OUCCツアー班 2219 片岡 舜 27 島根県

2203 川瀬 尚 28 愛知県 SCC 2220 江頭 昭男 29 三重県 ブレイカーズ

2204 門井 陽亮 19 大阪府 2221 白石 達也 20 愛知県 NUCC racing

2205 渡邉 淳嗣 19 大阪府 OUCCツアー班 2222 荒井 優介 29 愛知県 Anello

2206 近藤 賢志 17 愛知県 クエスト日進 2223 谷 有貴 29 愛知県

2207 永井 啓太 21 愛知県 NUCC 2224 剌刀 圭汰 21 愛知県

2208 池田 翼 27 愛知県 2225 大森 勇輝 23 愛知県 名古屋大学トライアスロン部

2209 植野 拓馬 21 大阪府 これで許してください！ 2226 毛利 慶祐 29 愛知県 escaper’s!

2210 藤井 聡志 18 京都府 プラナリア 2227 工藤 航 29 大阪府 銀河帝国軍

2211 山沢 歩 20 愛知県 自転車道 2228 松本 康弘 26 愛知県 松本康弘

2212 後藤 僚太 21 大阪府 OPUCCのアタック240担当 2229 坪倉 浩一 22 大阪府 関西大学トライアスロンサークル

2213 山中 良晃 25 愛知県 YYさん 2230 佐野 陽生 20 大阪府

2214 佐藤 宏樹 20 大阪府 2231 濱口 慧 26 三重県

2215 松本 悠 20 大阪府 2232 郷原 輝久 23 奈良県 GIANTSTORE京都紫明通

2216 清水 智大 28 滋賀県 2233 永井 健太郎 23 京都府 京都大学UC

2217 中嶋 貴一 27 大阪府 住化友輪会 2234 山崎 康平 26 富山県

No. 氏名 年齢 地区 チーム名 No. 氏名 年齢 地区 チーム名

2301 坂野 嘉也 36 愛知県 SAT 2335 築山 一幸 35 愛知県

2302 安永 崇 39 東京都 2336 伊藤 幸弘 36 愛知県 Flat Road Lovers

2303 蒲 宜孝 37 三重県 2337 筒井 祐太 30 愛知県 TEAM 光

2304 森田 希巳成 38 京都府 モニグロード 2338 西川 和也 35 京都府 MCC

2305 三浦 健介 30 滋賀県 ダイキンレーシング 2339 松岡 恵太 34 三重県 修羅の国

2306 大島 和泰 31 愛知県 おちんぎんれーしんぐ 2340 鳥屋部 樹 35 三重県 アクア～ズ from KRKSM

2307 山口 尚宏 31 神奈川 楽車小隊 2341 古閑 祥三 36 愛知県

2308 春原 正樹 39 愛知県 ニュース 2342 八田 友成 37 愛知県

2309 伊東 良 36 愛知県 チーム重政 2343 小坂 雄一 39 愛知県 サイクル藤谷

2310 久田 雄一郎 35 愛知県 S☆A☆T 2344 植田 優太 31 奈良県 Nonst

2311 加藤 浩介 30 岐阜県 2345 田中 洋行 34 奈良県 モニグロード かめ組

2312 永見 護 34 愛知県 まもチャリダー 2346 川﨑 隆嗣 37 大阪府 KFC

2313 藤川 統啓 32 愛知県 自転車道 2347 野村 勇治 36 愛知県 水曜会

2314 森山 裕介 34 岐阜県 2348 末松 興寛 39 愛知県

2315 杉浦 康寛 31 愛知県 自転車道 2349 長畑 陽介 31 大阪府 KARASU

2316 木下 渉 39 石川県 音ノ木坂自転車部 2350 鎌田 拓樹 31 三重県 DKMD

2317 小島 一祥 36 滋賀県 2351 青木 亮 36 東京都 TBC

2318 小山 翔伍 35 京都府 KARASU 2352 小柳 直紀 39 東京都 ワイルド

2319 島塚 充隼 38 大阪府 2353 福重 光太郎 35 埼玉県 邪霊さんチーム

2320 鈴木 康二 36 愛知県 2354 青木 宏展 34 三重県

2321 小野田 整 38 愛知県 アキレス拳 2355 中治 綱太 33 大阪府 Team Green Road

2322 籠田 譲 34 愛知県 すみれ分会 2356 片山 仁志 32 三重県

2323 浦井 俊一郎 32 愛知県 2357 土居 隆昌 38 愛知県 beetrx

2324 高岸 俊幸 35 京都府 KARASU 2358 小島 直也 32 大阪府 OUCC OB会

2325 中野 武史 34 京都府 KARASU 2359 隅 智亮 31 大阪府 OUCCツアーOB

2326 山口 和久 36 大阪府 エムキカク 2360 福村 聡仁 38 愛知県

2327 太田 重光 31 愛知県 尾張トライアスロンクラブ 2361 古川 貴大 32 奈良県

2328 金谷 佳憲 35 京都府 velos 2362 宮﨑 友裕 34 三重県 旭電器工業自転車部

2329 相馬 崇顕 38 愛知県 2363 森口 和弘 31 三重県 旭電器工業自転車部

2330 安達 充紘 39 兵庫県 Team At Sky 2364 石川 哲章 35 静岡県 ミソノイレーシング

2331 二之夕 雅也 30 三重県 JSR自転車部メビウス 2365 岩瀬 真 34 愛知県

2332 山下 将和 31 三重県 anello Team 4% 2366 井上 大輔 33 愛知県

2333 好川 泰至 30 奈良県 teamまんま 2367 飯尾 雅之 37 大阪府 チームサニーサイド

2334 伊豆丸 健二 30 三重県

アタック240　スタート/8:00　40周(232.28km)　ゼッケン色(赤)　204名

MEN　29歳以下　34名

MEN　30歳代　67名



No. 氏名 年齢 地区 チーム名 No. 氏名 年齢 地区 チーム名

2401 野口 ユウキ 40 愛知県 FUJIMIサイクリング部 2435 中脇 武洋 40 滋賀県

2402 傍島 英之 45 岐阜県 SRD残党 2436 木下 崇 45 大阪府

2403 青砥 英明 48 愛知県 三味線レーシング 2437 中村 茂樹 47 奈良県 Bicycle Color

2404 中村 善宏 47 京都府 DaikinRacing 2438 上泉 俊雄 48 神奈川 横浜緑ヶ丘高校陸上部OB

2405 山本 圭亮 40 大阪府 グリーンヒルライダース 2439 下津浦 久史 47 東京都 横浜緑ヶ丘高校陸上部OB

2406 TANIGUCHI MASAO 48 奈良県 DMGMORI 2440 木下 俊男 49 東京都 クラブGiro

2407 石澤 篤 47 三重県 2441 赤井 好古 48 京都府 桂川走友会

2408 田平 真也 43 愛知県 ぴっとレーシングチーム 2442 原 昌司 46 愛知県

2409 植谷 弘也 44 三重県 2443 外岡 幸容 47 奈良県 teamまんま

2410 谷澤 公彦 48 三重県 高電圧注意 2444 森口 高史 45 滋賀県 大津市自転車部

2411 谷澤 之彦 48 三重県 高電圧注意 2445 中島 健介 44 大阪府

2412 村上 裕樹 45 愛知県 村上裕樹 2446 橋本 考司 46 愛知県 クエスト日進

2413 三本 純平 44 大阪府 エムキカク 2447 堀澤 隆典 48 三重県

2414 島田 新太郎 42 大阪府 モニグロード(犬) 2448 藤谷 照治 47 愛知県 日特人力ライダー部

2415 瀧山 正樹 47 大阪府 KARASU 2449 鈴木 泰仁 40 神奈川 pedal-daddy

2416 西川 幸保 47 三重県 ブレイカーズ 2450 松井 宏典 43 大阪府 ヨガスタジオ和樂

2417 櫟本 誠 44 大阪府 エムキカク 2451 岡本 崇 49 三重県 オータス

2418 内田 裕之 49 三重県 ブレイカーズ 2452 教野 友作 42 滋賀県 ビワ one メテオ

2419 松岡 洋史 45 三重県 2453 石原 雄吉郎 41 三重県 ファンラン部

2420 石田 晋嗣 40 愛知県 TCアルファ 2454 山岡 英雄 44 愛知県

2421 前川 裕之 43 京都府 BicyclePlanner 2455 太田 雄一郎 48 愛知県 BEANS RACING

2422 新井 啓利 46 京都府 Bicycle Color ニドーネ 2456 佐々木 宏之 48 愛知県 BEANS RACING

2423 義本 学 44 兵庫県 AtSky 2457 竹内 克哉 48 愛知県 BEANS RACING

2424 豊嶋 大輔 46 愛知県 DMCX Cycling Club 2458 近田 浩 45 愛知県 BEANS RACING

2425 岡島 弘明 48 三重県 ブレイカーズ 2459 河辺 孝明 45 岐阜県 Drone

2426 エビセ 逸雄 45 愛知県 team LIBRA 2460 安藤 太一 45 愛知県

2427 吉福 直一 49 東京都 2461 金森 寛樹 42 愛知県 TUA

2428 吉永 智広 49 東京都 ピアチェーレヤマ 2462 片山 一洋 46 京都府

2429 神谷 直希 41 愛知県 まるいち 黒ヘル 2463 戸田 剛 44 三重県

2430 岩本 薫 41 愛知県 2464 松下 哲也 40 愛知県

2431 米田 泰史 44 奈良県 Bicycle Color 2465 田島 英治 47 三重県

2432 白谷 浩一 49 大阪府 2466 柴崎 靖雄 42 京都府 TEAM GEKIZAKA

2433 伊藤 衛 43 三重県 2467 湯浦 裕貴 42 愛知県 mkw

2434 杉田 勝幸 47 愛知県 2468 清水 拓也 45 三重県

No. 氏名 年齢 地区 チーム名 No. 氏名 年齢 地区 チーム名

2501 燈田 圭介 50 大阪府 少女隊FUTURE 2513 森本 初雄 50 愛知県

2502 岩瀬 一憲 52 三重県 しげるん 2514 宮田 渡 51 愛知県 Nitto-CC

2503 秋元 輝之 55 滋賀県 チーム暴れん坊将軍 2515 伊奈 幸洋 50 愛知県

2504 石川 元博 55 広島県 ちゃりん娘サポーターズ_ソロ部 2516 川瀬 重明 51 滋賀県

2505 栄田 忠明 53 三重県 2517 長谷川 昌彦 52 愛知県 フットワークRC

2506 江崎 賢一 54 大阪府 Bicycle color 2518 上田 健一朗 52 神奈川 鉄

2507 中原 哲克 54 大阪府 2519 酒巻 弘志 50 三重県 鷹組

2508 平岡 勝 52 愛知県 FRL 2520 杉原 孝博 50 大阪府 ＨＲＣぽんこつおじや

2509 竹田 伸 51 三重県 2521 和田 文孝 57 大阪府 SHOKO with CHIBITORA

2510 谷本 敏彦 57 三重県 2522 増村 明弘 50 三重県 旭電器工業自転車部

2511 池田 一則 52 愛知県 Gyrfalcon 2523 福田 和重 54 愛知県 ギルファルコン

2512 松代 健太郎 56 兵庫県 松代ファミリー

No. 氏名 年齢 地区 チーム名 No. 氏名 年齢 地区 チーム名

2601 鈴木 俊久 71 愛知県 2603 高田 雅孝 60 京都府

2602 高橋 羊次 64 広島県 鉄

No. 氏名 年齢 地区 チーム名 No. 氏名 年齢 地区 チーム名

2701 菅原 千晴 大阪府 モニグロード(梨) 2706 上村 ちか 奈良県 チームまんまや

2702 宮下 朋子 愛知県 TWOCYCLE/袴田塾 2707 山本 美沙 福岡県

2703 中山 麻実 愛知県 2708 伊藤 なお代 愛知県

2704 内田 陽菜 三重県 ブレイカーズ 2709 森長 佳世 京都府 めざせ２００キロ！

2705 坂口 千裕 愛知県

WOMEN　9名

MEN　40歳代　68名

MEN　50歳代　23名

MEN　60歳以上　3名


