
No. チーム名 地区 メンバー

1001 ⊂⌒~⊃｡Д｡)⊃ 兵庫県 樫東 清貴 青井 登

1002 Team F19 兵庫県 玉置 伸匡 山崎 直也

1003 チロリン 愛知県 東 善夫 東 騎士

1004 JAPAN ERI チームA 愛知県 溝部 純 野々山 雄三

1005 屋上自転車部 岐阜県 田中 裕司 宮地 碧也

1006 EP自転車同好会A 愛知県 濱田 貴之 永井 敦

1007 EP自転車同好会 チームB 愛知県 青野 紘士 青木 優和

1008 チロリロリン 愛知県 稲垣 博司 長島 剛宏

1009 Team歯車屋さん 1速 愛知県 永尾 理一 奥村 崇之

1010 プリプリプリン隊ゆるぽた部 三重県 上田 直輝 山下 敏史

1011 EP自転車同好会 愛知県 瀬尾 洋充 金子 理人

1012 NCC-B 滋賀県 山田 勇樹 北村 仁志 松本 一樹

1013 ジェイ 大阪府 河原 快登 戸梶 椋 原田 真潮

1014 OCくさつ 滋賀県 宮本 寛之 遠藤 圭介 松田 康男

1015 ＦＵＳＩＯＮ　Ａ 静岡県 梅島 一悦 伊藤 裕久 高安 朗弘

1016 ＦＵＳＩＯＮ　B 静岡県 大橋 満 岩井 詔彦 川村 雅祥

1017 東大阪KOG-55 大阪府 松下 誠 増井 直亮 島 興太

1018 Team歯車屋さん 2速 愛知県 林 竜哉 伊藤 達也 柳原 祐貴

1019 チーム　ワイキキ 兵庫県 山口 慎二 谷 龍一郎 酒井 知玄

1020 F19v2 大阪府 中尾 信之 天野 正伸 水野 貴弘

1021 GS自転車部 愛知県 後藤 敦 安達 直孝 稲垣 雅人 北村 真一郎

1022 チーム名古屋C 愛知県 安藤 渉二 安藤 太郎 蛯沢 大輔 西山 誠二 山口 薫平

1023 ケッタノール 三重県 石田 浩之 久保 貢 高島 弘康 金森 祐治 久保 公美

1024 タスカル＆ロジカルアイ　フレッシュチーム 三重県 草野 誠 野中 誠士 尾崎 杏果 松本 夏実 山本 悠斗

1025 Skill Promo 京都府 尾笹 喜一 増田 新吾 大森 直哉 橋本 昌樹 黒川 正幸

1026 スズカ未来　フレッシュチーム 三重県 末松 正裕 浅井 竜 新堂 優花 松本 仁美 山本 尚宜

1027 チーム　ＦＵＫＵＳＵＫＥ 愛知県 猪川 正臣 合田 任志 長原 正起 菱田 達也 齋藤 真一郎

1048 かわはぎA 三重県 森岡 秀和 水野 広治

1049 ほらふき男爵（東） 滋賀県 井上 健 日髙 顕

1050 ぴっと・レーシングチーム 愛知県 梅本 伸行 前田 浩

1051 WING IT 三重県 伊藤 琢磨 小川 大輔

1052 かわはぎB 三重県 岡本 隼志 尾崎 行雄

1053 ほらふき男爵（西） 滋賀県 倉田 雄二 安村 直朗

1054 かわはぎC 三重県 川谷 隼史 野依 祐規

1055 ダイハツ ブーン 大阪府 松本 隆之 田久世 奈々子 松木 卓茂

1056 MSR-D 愛知県 愛知 雅彦 石黒 功浩 平尾 公一

1057 ヨシダガタレーシング 愛知県 後藤 靖幸 鈴木 健太 中村 隆宏

1058 DOYOBOO-01 滋賀県 新村 友浩 浅井 勇気 工藤 哲也

1059 DOYOBOO-02 滋賀県 山崎 浩司 加藤 孝則 若林 均

1060 m/toyota Y 愛知県 堀江 一輝 鈴木 亮平 岩瀬 隆宏

1061 NCC-A 京都府 内村 智彦 山本 洋敬 大村 啓輔

1062 チームヤマシゲNo1 愛知県 山田 大嗣 神田 武彦 加島 崇史

1063 チーム名古屋 愛知県 砂田 竜男 池田 崇 橋本 幸治

1064 スポーツサイクルナチュラル　Aチーム 京都府 中山 亮介 高木 栄次 上之原 義和

1065 新ももいろトランクスＺ 愛知県 井上 潔 安田 真司 三輪 伸吾

1066 MSR-A 愛知県 長谷川 善雄 加藤 博 前田 優

1067 Hebe A 愛知県 上原 章裕 鈴木 大也 鈴木 智大

1068 MSR-B 愛知県 村杉 敏夫 近藤 真実 岡田 紘明

1069 m/toyota s 愛知県 所 達也 藤原 秀昭 足立 康則

1070 MSR-C 愛知県 岡本 一幸 石川 洵 田中 隆大郎

1071 HEBE Bチーム 愛知県 柿本 義行 稲垣 哲也 守屋 正俊

1072 Team ELMO A 岐阜県 三宅 常晴 広瀬 光基 粟津 光司 渡邉 浩幸

1073 TeamSky 三重県 森田 将司 西村 新 森田 剛史 桑折 緑

1074 TCNサイクリングクラブ1 愛知県 鈴木 康之 安藤 賢二 木下 満 宇野 良介

1075 Team Rising Sun 富山県 田中 悠 松村 直彦 山道 浩二 山田 芳博

1076 超カルレーシング マニア 愛知県 林 耕一 小南 友和 伊藤 一浩 千田 達也

1077 コンパス 神奈川 山本 翔也 河野 俊平 高口 直人 関 展志

1078 Hebe C 愛知県 河田 知記 山田 知広 吉村 博子 加藤 裕美

1079 Team ELMO B 岐阜県 住 英年 小国 亮二 青木 康親 谷 暁

1080 TEAM SHIMANU 神奈川 福島 崇仁 出崎 貴裕 村形 信昭 坂本 修一

1081 Beスタッフィングと仲間たち 愛知県 筧 恵理 土屋 嘉之 山下 聖主 山崎 武男

4時間ロード/チーム　スタート/8:03　ゼッケン色(青)　426チーム



No. チーム名 地区 メンバー

1082 ADS OSAKA 大阪府 渡辺 翔太 苗代 勇気 岡部 有哉 山崎 晃男 須賀 裕介

1083 上野、結婚します！ 愛知県 上野 諒 小石 瑛文 佐々木 隆弘 北澤 武 小林 靖二

1097 高山市役所さるぼぼレーシング 岐阜県 村田 久之 小峠 篤弥

1098 井上本家ケッターチーム 愛知県 井上 薫 井上 武尊

1099 マインツB 静岡県 丹野 義明 東 慎二

1100 tomo 滋賀県 辻村 善暢 辻村 智寛

1101 MAINZ 愛知県 野末 忠克 牧田 哲人

1102 STR　ポタ 愛知県 高橋 信秀 江崎 和俊 安田 龍司

1103 mach club 富山県 奥山 岬 金川 晃大 籠谷 勇

1104 シーテックFUSION チームShark 愛知県 鷹見 直和 垣崎 徳宏 近藤 久嗣

1105 チームヤマシゲKMS 愛知県 小宮 真一 宮本 武 坂上 嘉則

1106 Da Go a Head op 三重県 奥 守孝 茂手木 博人 柿本 真樹

1107 山田商会 愛知県 小野 陽 中武 寛 丸山 潤

1108 上野くん、いつ結婚するの？ 愛知県 山崎 陽平 熊木 浩史 木村 高志

1109 チーム名古屋B 愛知県 青木 祐輔 上田 滉己 渡辺 和明

1110 上野くん、まだ結婚しないの？ 愛知県 森 祐二 田辺 憲一 山田 隼人

1111 ダイハツ タント 大阪府 松本 大介 関根 勇介 竹内 彰宏 倉澤 和幸

1112 シーテックFUSION チームLion 愛知県 新美 剛直 酒向 孝嗣 大西 勇輔 片野 翔太

1113 TCNサイクリングクラブ2 愛知県 早川 直輝 西川 隼生 高野 雅大 笠井 則宏

1114 Team ELMO C 岐阜県 藤原 伸一 小木曽 賢 小林 亨 高橋 良太

1115 脱いちばん feat.信濃路 滋賀県 大谷 明 稲葉 洋敬 小林 高志 紺野 秀樹

1116 うさぎとかめさん 三重県 太田 光宣 瀬在丸 健一 井口 祐一 稲田 清隆

1117 関目東学童自転車部 大阪府 柿木 博之 榎本 和央 溝渕 耕士 田中 良紀

1118 チーム名古屋D 愛知県 青木 和彦 仲舘 宏喜 神戸 篤志 木村 彰宏

1119 MHHCulb! 愛知県 安藤 一宏 佐久間 信夫 岡田 美徳 熊田 良宣

1120 Team ELMO D 岐阜県 服部 浩明 北岡 明人 小川 敦士 髙田 大輝

1121 愛知学院大学チームE 愛知県 仲野 開 落合 健太 荒井 涼太郎 黒木 鉄平

1122 愛知学院大学F 愛知県 青木 辰海 岸本 悠 石井 輝 内田 光紀

1123 愛知学院大学チームA 愛知県 芳賀 大輝 後藤 来地 鈴木 颯一郎 波多野 哲也

1124 愛知学院大学B 愛知県 三田 渓太 山田 友輔 池田 榮輝 飯田 航平

1125 世界のTONEZ 大阪府 西山 裕樹 川嵜 一樹 西田 欣秀 園川 貴之 柏本 淳

1126 爆走タロウさん 愛知県 鈴木 裕太 早川 秀宣 森宗 佑樹 大津 聡 本多 太郎

1127 ちはやふる 大阪府 富永 克士 今村 晃浩 中川 晃宏 赤井 祐介 前田 修宏

1128 GAC-S 愛知県 門川 錠二 石井 秀典 杉浦 彰彦 門川 誠 福士 勝洋

1129 愛知学院大学D 愛知県 祖父江 隆太 西野 伊織 江口 諒 杉山 由樹 鈴木 侑生

1142 転倒無視 滋賀県 大橋 秀則 島田 和明

1143 OneKame1 三重県 伊賀 上格 福島 渉悟

1144 OneKame2 三重県 湯峯 卓哉 井上 真弥

1145 OneKame3 三重県 高野 渉 藤原 晃志

1146 チームキサブA 京都府 関根 慎一 吉田 義男

1147 FEELCYCLE SKE 愛知県 山村 眞午 山村 秀眞

1148 チームキサブB 京都府 前田 賢志 結石 達也

1149 AVENIR 愛知県 森下 貴嗣 扇谷 慎之

1150 Team DTK_1 三重県 宇佐美 俊之 宮村 卓哉

1151 チームふくちゃん 京都府 奥村 一彦 佐藤 晴彦 佐藤 明日香

1152 TeamATM 三重県 秋永 慎也 田中 満 森田 泰生

1153 ダブルインナー　エー 三重県 鈴木 椋 牧野内 賢太 柳瀬 洋平

1154 falco岐阜レーシング 岐阜県 徳重 政則 稲垣 実 大矢 毅

1155 ヤマシゲ亀さんチーム 愛知県 松尾 透 田中 靖昭 野口 祥夫

1156 上野くん、そろそろ結婚したら？ 愛知県 右高 一成 小林 延光 小林 孝至

1157 STR　ガチ 愛知県 大原 康明 高野 秀治 安間 大剛

1158 日本車両自転車部A 愛知県 高木 章吉 金子 学 佐野 省吾

1159 日本車両自転車部B 愛知県 小林 由征 金沢 健太郎 成田 康太郎

1160 とりあみ心自転車部 兵庫県 矢倉 愼也 小西 浩之 藤本 宏吉

1161 ダブルインナー　ぽた2 三重県 岡田 純和 竹島 大介 土井 宣道

1162 Team DTK_3 三重県 林 正剛 藤井 優也 長岡 太郎

1163 Morinohatake 滋賀県 森 徹 大矢 裕二 宇野 勝 葉武 俊明

1164 Teamぴちゅー 大阪府 松田 笑実 近藤 有哉 小倉 真一郎 高田 光

1165 Team ELMO E 岐阜県 髙島 祐介 井藤 一太郎 平田 義一 日高 建

1166 KUWATA-ONOJIRO 愛知県 桑名 亮佑 成田 真二郎 武田 祐太 小野 寛揮

1167 OJ1&永遠の12歳！愉快な仲間たち 兵庫県 徳 孝一 加我 聡 天神 幸之丞 松澤 哲平

1168 Team ELMO F 岐阜県 能登 宜行 髙橋 暁 池田 修 渡辺 啓太



No. チーム名 地区 メンバー
1169 team KWN 愛知県 上 貴光 鈴木 勲 澤田 典久 石塚 公也

1170 OJ2&さひないくんと愉快な仲間たち 兵庫県 福岡 裕次 津田 泰行 佐比内 優太 山下 努

1171 Team ELMO G 岐阜県 棚橋 悟 市原 厚志 野々村 光明 髙木 賢一

1172 がちキャン□ 愛知県 大杉 俊二 岩田 大幸 浅井 俊紀 喜田 光

1173 タムタム50% 愛知県 田村 秀行 和田 徹 田村 拓也 豊泉 慎吾

1174 OJ3&ぐっさんと愉快な仲間たち 兵庫県 山口 善克 小川 友数 和田 裕史 金城 富仁

1175 Team DTK_2 三重県 相原 毅 辻 明大 松井 訓央 宮田 匠

1176 OJ4&大ちゃん先生と愉快な仲間たち 兵庫県 佐藤 大輔 山田 育広 高橋 智広 長島 武徳

1177 OJ5&柴ちゃんと愉快な仲間たち 兵庫県 柴谷 雅也 谷口 ふみ子 菅 衣代 菅 暖

1178 ダイハツ トコット 大阪府 山下 真司 飯田 大 藤田 伊志 中村 厚史 串間 瑞樹

1190 チーム・PLANET 岐阜県 大嶽 智幸 梶原 脩

1191 松邨柔道クラブ 愛知県 松邨 優一 松邨 浩樹

1192 SUZUKA FINAL 三重県 中島 勝巳 三村 朋洋 入江 茂

1193 MCC TSR zonda 大阪府 倉八 信也 前川 克倫 藤野 茂樹

1194 チームいがらし 三重県 中山 沢 佐藤 隆 五十嵐 智也

1195 Team Legend G 三重県 平岡 一仁 田所 伸久 中村 勉

1196 Team Legend S 三重県 東谷 直哉 岡本 光弘 下村 僚

1197 GoGo girls+ぷちさん 滋賀県 田中 陽菜 出井 ひより 村木 真子

1198 チーム・iQalte 岐阜県 小池 和人 鵜飼 正宣 柴田 泰士

1199 white jack Z 滋賀県 大橋 宣之 橋添 弘一 山口 世奈

1200 チームマツイ 大阪府 井田 岳志 安藤 嘉規 松井 政信

1201 コール戦隊Bチーム 大阪府 谷口 孝敏 谷和 浩明 廣田 勲

1202 Liberta 愛知県 野口 浩章 後藤 朋幸 稲葉 達也

1203 ダイハツ キャンバス 大阪府 井上 大輔 本田 興久 山本 公平 井ノ口 拓実

1204 AK-S 富山県 金谷 庸平 新村 仁 吉田 朋夫 江尻 圭蔵

1205 もなか 滋賀県 鈴木 魁也 山崎 聖 石田 拳也 室垣 拓海

1206 亀(game)さんチーム 滋賀県 田中 隆元 住永 尚優 篠岡 果 中島 亨

1207 左右会 兵庫県 原口 正明 狭間 敏徳 松浦 務 岩崎 智之

1208 チーム・デポ★ドリーム 三重県 稲葉 直人 山下 恭史 吉田 拓史 後藤 裕一

1209 チーム・デポ★スター 三重県 土性 浩明 野本 由人 山川 洋一 中村 実

1210 トーテック４６８ 愛知県 長谷川 智 松永 文明 竹田 格成 塚本 英二

1211 コール戦隊Aチーム 愛知県 原田 義浩 大野 和久 阿部 和雄 高金 宏一

1212 uniserv3 大阪府 阪井 工真 首藤 晃 吉村 太郎 山田 佳祐

1213 思いっきり走ろう会 大阪府 澤田 啓一 辻野 孝司 清水 慎一 森本 学 尾野田 慧

1214 ダイモンレーシング 三重県 矢田 哲也 小原 賢介 里地 洋輔 田中 雅人 越山 和幸

1215 uniserv1 大阪府 高橋 和郎 永野 習 高橋 壮一郎 山下 崇士 本田 宗士

1216 uniserv2 大阪府 河瀬 崇 藤原 昇 羽尻 崇洋 本村 義憲 富田 和典

1234 八尾オールスターズ 大阪府 仲村 匡哉 和田 喜信

1235 ダイキンレーシング 滋賀県 畑 伸幸 手嶋 涼

1236 いちよしCC京田辺A 大阪府 西尾 純二 廣幡 正晴

1237 いちよしCC京田辺B 大阪府 近藤 隆充 大西 秋治

1238 凸凹コンビ 大阪府 野上 忠 中山 智晶

1239 teamC 愛知県 芳野 和茂 石倉 智

1240 DAM-A 京都府 上村 典久 小山 秀太郎

1241 DAM-B 京都府 礒部 彰夫 眞理谷 宗生

1242 USHIMADO 兵庫県 長谷川 秀一 牛窓 八州典

1243 TEAM NEX A 愛知県 廣田 光彦 寺島 靖雅

1244 ベーやん 愛知県 前田 裕司 早川 修平

1245 チームTK2 滋賀県 川頭 芳規 井上 尚之

1246 のりしお 滋賀県 阿出川 剛 宮石 学

1247 ツッチーwithＰ 愛知県 土本 歩樹 溝口 聡一郎 白畑 佑

1248 ヒガシデーズ 三重県 西口 文晃 東出 智哉 竹内 紫月

1249 とことこウサギさんチームＡ 愛知県 高瀨 敏克 後藤 直也 中村 圭吾

1250 TEAM NEX B 岐阜県 堀 貴博 小島 敦 大原 悠嗣

1251 求む未来の整備士　日産プリンス名古屋 愛知県 金子 真 岸田 悟 廣瀬 元了

1252 team G 愛知県 松浦 翼 木村 友哉 陳 幹

1253 大成サイクル倶楽部 奈良県 松下 善則 中川 賢相 藤井 陽次

1254 RaitoonRacingTeam B 愛知県 羽田野 慎生 柴田 知和 豊嶋 佳尚

1255 Squadra Azzurro 三重県 下井 治 梶原 博司 生田 祐希 栗本 典史

1256 とことこウサギさんチームＢ 愛知県 倉田 春樹 中野 浩二 小塩 智正 山川 幹仁

1257 中日本炉Ａ 愛知県 山田 晃稔 上原 隆明 嶋根 智則 大江 明生

1258 Team NORI 新潟県 小林 貴紀 加藤 佑一 平出 勇太 夏目 聡



No. チーム名 地区 メンバー

1259 チーム三馬力半① 滋賀県 星野 昌平 本咲 利幸 怒田 成勲 浦崎 一史

1260 チーム三馬力半② 滋賀県 尼崎 久也 木田 伶暢 菊原 健太郎 西野 光哉

1261 チーム三馬力半③ 滋賀県 池田 徹 辻本 圭一 原 洸 山根 宏則

1262 RaitoonRacingTeam A 滋賀県 逸崎 来友 羽田野 馳空 豊嶋 大志 柴田 兼志

1263 ＹＯＵＳＨＯＰカワバタ 大阪府 川端 勝弘 川端 秀二 扇谷 和幸 水埜 健介

1264 電子基板問題解決ラボ TeamKWN2 愛知県 渡邉 将生 野原 康弘 加藤 政昭 中島 正

1265 Team BS 愛知県 小笠原 利浩 石倉 匠 坂野 彰 小峰 孝 田中 貫太

1266 SFN自転車部１ 愛知県 佐藤 吉徳 宇津 義一 黒住 朋希 堀 嘉文 磯村 恒太郎

1267 LEGGREZZA SPORTS 京都府 小夏 真義 中上 崇太郎 岩本 岳志 豊田 真教 津井 優

1268 中日本炉Ｂ 愛知県 久保田 彰 伊神 貴司 坂本 貴章 前田 欣郁 早川 義弘

1286 PUKA Chari Club C 愛知県 鈴木 章久 坂井 雄姿

1287 PUKA Chari Club A 愛知県 武藤 大作 白川 剛志

1288 PUKA Chari Club B 愛知県 川西 輝季 古橋 裕一

1289 FASTER 愛知県 岸 勇輔 水野 翔介

1290 チーム柴田電器 滋賀県 柴田 泰成 柴田 隼人

1291 米原自転車部 滋賀県 橋本 善明 柴田 勝人

1292 team HATTASHO 大阪府 岸田 和浩 辻井 雅晶

1293 近大サイクOB 兵庫県 原田 健大 長谷 康佑

1294 TEAM  I.S 旋風脚 愛知県 鈴木 翔太 岩田 茂

1295 ZERO 大阪府 桐野 一道 花田 金之助

1296 ABC 三重県 宮嶋 宏明 野呂 宗光

1297 たてりんスペシャル 愛知県 舘林 由幸 伊藤 雄一郎

1298 チャリより団子 トキメキ組 京都府 徳島 修一 和井 政利 岩村 孝志

1299 NUCCチーム2年 愛知県 川原出 泰基 柴田 晃大 竹内 詢喜

1300 激安ペダル 愛知県 犬塚 淳志 小松 純一 國分 雄基

1301 T.O.H 三重県 栗林 浩 前田 直哉 宮崎 裕三

1302 sanno-s 三重県 樋口 雅彦 丁子 拓也 中島 大輔

1303 殿ご乱心3人組 三重県 鈴木 辰典 和田 成仁 山本 真也

1304 桃-2 愛知県 西角 新也 鷲沢 志朗 各務 英樹

1305 桃-4 愛知県 岡田 知大 佐藤 颯一 渡邉 結希

1306 チャリより団子 キラメキ組 京都府 出宮 武司 永島 あきら 深尾 雅博 宇野 優作

1307 シャカリキP 岐阜県 内海 英樹 目加田 政和 立田 伸一 藤井 浩昭

1308 SERACRAFT 岐阜県 岩井 健 林 文洋 谷 昭司 中川 雄介

1309 チーム鯵蓮斗 大阪府 田山 雄一 福嶋 才貴 武藤 衛 西川 博之

1310 桃-1 愛知県 野口 浩史 眞島 宏幸 眞島 杏奈 鳥居 来安

1311 桃-3 愛知県 箕田 健 寺山 久史 白石 清一朗 白石 アンヤラット

1312 Team.ゴリファイア 三重県 金谷 大起 山本 晃生 山本 洋平 大橋 駿

1313 UNCC 愛知県 亀井 健次 椿 大樹 小山 知也 笹瀬 大雅

1314 ＣＹＣＬＥ ＣＡＴ ＴＴＤＫ 大阪府 山磨 健二 坂本 哲郎 佐藤 賢志 木下 和彦

1315 Team AOI 愛知県 山田 一樹 森 隆政 加室 雄一 松浦 里史 牧 孝之

1316 けった乗ろっけ！ 岐阜県 山下 好太朗 中田 航 小森 千晴 後藤 真希 梅村 早友里

1317 UMEMOTO with MS開発 愛知県 蒔田 光明 梅本 英之 中田 浩司 佐藤 駿 加藤 正規

1331 みよしＡ 愛知県 石川 重之 水野 貴行

1332 みよしＢ 愛知県 甲村 聡 河野 彩

1333 Bダッシュ チームHN 京都府 秦野 裕史 仲野 嘉信

1334 Team ph.① 愛知県 小川 敦史 土田 博生

1335 Team ph.② 愛知県 榎本 翔太 市橋 一誠

1336 チーム明神 岐阜県 髙木 靖 早野 学

1337 キープレフト 愛知県 前田 赳史 平野 雄介

1338 (有)自転車操業　駆動二課 大阪府 高月 祐治 佐藤 秀樹

1339 PoYoKo Cycling team 愛知県 伊藤 慎一 加藤 由朗

1340 報道部長声希望 三重県 水谷 雅志 山口 祐司

1341 すいか 愛知県 森木 翼 寺崎 淳

1342 TEAM SRK 愛知県 森下 大輔 加藤 秀幸

1343 中部自転車同好会 愛知県 西村 周平 柏井 健志

1344 ダムC 京都府 川北 紘久 鈴田 祐貴

1345 みよしＤ 愛知県 近藤 健 田中 裕 川向 薫

1346 Bダッシュ チームFTI 京都府 福田 隆宏 築田 真 池田 智文

1347 Bダッシュ チームTMO 京都府 多屋 正博 松浦 弘治 小田中 浩平

1348 Team Brayhill ペダル部 大阪府 徳村 拓也 田島 優二 藤田 哲也

1349 チームVAX 愛知県 加藤 正重 鳥巣 泰弘 鈴木 亮

1350 自転車操業 T-D連合 駆動課 大阪府 保要 勝洋 久保 了一 鷲尾 太一



No. チーム名 地区 メンバー

1351 しちょうそん 奈良県 小田 亨 深町 晶一 北村 幸士

1352 チームΔ 大阪府 関口 祐介 佐野 竜也 森田 崇文

1353 とろいあすろん倶楽部 京都府 橋本 博文 西 克敏 高野 透

1354 行くぜ!こぶし魂 岐阜県 加藤 辰也 加藤 源太 加藤 史朗

1355 エレコム自転車部 大阪府 森岡 真一 酒井 隆博 和田 誠

1356 ロックロード 岐阜県 久保田 智仁 宮戸 邦雄 馬場 大輔

1357 智と愉快な仲間たち 大阪府 永井 智 樽谷 哲央 宮前 徹

1358 マッスルサイクリング 大阪府 北川 佳靖 糀 健一郎 釜田 和也

1359 KOUGARS 東京都 松永 貴久 堤 隆弘 宮尾 浩 桑原 崇

1360 RED-FOX 静岡県 今泉 幸二郎 川合 靖仁 早川 雄基 千田 一斗

1361 犬山山岳会 愛知県 西澤 浩 伊賀井 隆 磯山 登 野口 和人

1362 BS彦根Ｂ 滋賀県 山内 弘之 竹村 啓司 上之園 武司 辻 巧美

1363 ＢＳ彦根A 滋賀県 松本 淳 杉本 英生 八木谷 肇 小田 まさき

1364 TEAM山部会YOUNG 石川県 大西 裕和 松本 尚樹 永易 淳平 小林 直樹

1365 TEAM山部会OLD 兵庫県 井上 和彦 山部 展義 神保 幸二 芝 省三

1366 cool velo1 大阪府 西村 元理 加賀 琢人 原田 龍一 田島 浩詞

1367 Cool Velo 2 兵庫県 鳥越 生資 岸本 匡史 石井 敦士 盛山 新太郎

1368 しめしゆるポタ部 愛知県 山田 大司 近藤 大稀 加藤 未奈子 佐野 健介

1369 ノースラインＡ 大阪府 北川 誠 高橋 亮輔 森 泰博 福留 崇志

1370 修行僧 岐阜県 森脇 和弘 若林 耕平 小野 宏太朗 倉橋 満

1371 堀尾会 愛知県 伊藤 孝修 島田 晃郎 江口 純平 堀尾 尚史

1372 ＴＥＡＭでくのぼう 奈良県 若林 篤 川村 年孝 辻谷 直之 徳弘 司

1373 GUELL ビギナーチーム 滋賀県 角田 圭司 力丸 雅生 竹森 資洋 仲北 善博 黒田 将司

1374 SPEED LABO 三重県 向出 昌民 増井 賢之 内田 覚 永田 徹哉 大庭 敏也

1375 ノースラインＢ 大阪府 藤澤 直人 小山 結美 村上 友昭 沢田 準二 里村 公一

1376 チームスズキ桂川 京都府 立石 順哉 西山 伸幸 田中 亮 長岡 大貴 藤村 尚史

1377 M.S.≒E 愛知県 藤井 康二 廣瀬 明宏 忍 宏哉 神徳 征輝 古川 翔大

1378 チームKMD-R 愛知県 立道 信之 岡本 光司 古川 善 笹野 拓朗 魚住 洋平

1396 金森自転車A 愛知県 金森 大輔 柏淵 達也

1397 金森自転車部B 愛知県 越田 遥介 深津 康元

1398 Scuderia Quattro A 愛知県 中嶋 貴基 錦 一郎

1399 ユニークメディカ 兵庫県 森川 伸一 宗垣 貴士

1400 いねでん 愛知県 尾山 敬一 三隅 嘉保

1401 GGP2 三重県 榊 和哉 榊 輝明

1402 奈良大学サイクリング倶楽部Bチーム 奈良県 福井 貴大 荒木 喬介

1403 SOTA 京都府 西川 拓也 西川 壮太

1404 エンドレスロードコンビ 京都府 吉村 悠介 金本 展明

1405 クワナセイコウ 三重県 加藤 悟 伊藤 晋作

1406 Team-554(Jr.) 大阪府 彦坂 拓真 岡本 和

1407 Teamスクアドラ 大阪府 岡田 浩司 関口 眞宏

1408 ブルーツリー 滋賀県 山路 隆 堀越 大地

1409 ブルーツリー② 滋賀県 高岡 和成 池本 龍人

1410 ブルーツリー③ 滋賀県 古賀 章 橋本 祐磨

1411 ブルーツリー④ 滋賀県 浅田 剛 浅川 巧輝

1412 CCH プレーン 三重県 馬場 剛志 境 克弘 香川 龍恭

1413 CCH レモン 三重県 中川 道弘 湯浅 正啓 中里 文昭

1414 Scuderia Quattro B 京都府 田丸 博之 影林 新基 岡本 唯貴

1415 Scuderia Quattro C 愛知県 宮田 知明 佐野 泰治 永楽 昌司

1416 旭ダイヤモンドは砕けない 三重県 福田 寿巳 枝吉 拓 森川 秀峰

1417 せいかい 愛知県 鳥谷 昭之 山内 厚志 梶山 祐一

1418 DOTG-Sake 愛知県 高島 俊介 富田 仁人 堀尾 信輔

1419 アイシン高丘自転車同好会C 愛知県 馬場 泰洋 鈴村 恒章 若林 昴祐

1420 TEAM CHARI-POTTER 2 愛知県 寺岡 武春 立野 順次 牧野 繁生

1421 TEAM CHARI-POTTER 3 愛知県 光井 一博 安藤 正人 山口 達也

1422 ドクターY 愛知県 黒柳 元 山田 聡 水野 雄一郎

1423 janaika 愛知県 駒谷 祐樹 天野 進 梅田 明利

1424 Stella Ciclista 愛知県 光齋 悠矢 八田 武士 辻 知輝

1425 アイシン高丘自転車同好会β 愛知県 近藤 清人 大野 淳規 妹尾 武

1426 チーム ブンブン丸 滋賀県 北野 重樹 北野 章 北野 龍次

1427 HGJ-S C 三重県 近藤 悠馬 井上 隼人 小原 智絵

1428 JA伊勢 三重県 中崎 勇志 北岡 俊佑 村田 侑平

1429 MRSCT 三重県 岩本 健児 永田 幹紀 上嶋 昭
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1430 Tri4Fun Japan 愛知県 リマ ロジェリオ 中村 マキス 平田 ジェルソン

1431 チームRGB 愛知県 宮下 誠司 吉田 博史 山村 聡 真砂 宏康

1432 チーム赤外 愛知県 柿本 直也 白 釘虎 太子 芳爵 行實 孝太

1433 チーム晴れ男 三重県 船山 訓宏 宗 勇人 鎌倉 亮介 石井 準

1434 NSGホルモン 三重県 棚村 興規 近澤 伸司 坂元 亮太 佐藤 彰洋

1435 NCFDサイクリングチーム 1 愛知県 所 俊文 松本 航平 濱地 勇樹 谷川 聖彦

1436 NCFDサイクリングチーム 2 愛知県 加藤 丈晴 伊藤 寿生 須田 裕樹 雨森 孝志

1437 貧脚カルテット 静岡県 華 浙男 北野 良寛 橋本 尚明 原田 壮

1438 チームワッキー 愛知県 松木 一将 高橋 一斗 松田 英紀 祖父江 敬介

1439 U1R2-A 兵庫県 矢島 知成 八木 幸男 尼子 晋史 宮﨑 望

1440 ゆるたび 奈良県 辻阪 雅文 島田 雄樹 足立 頼繁 小濱 泰也

1441 鷹組　の愉快な仲間たち 三重県 橋本 洋孝 近藤 達哉 藤波 将 服部 隆宏

1442 三河ゴリッッッツェン 愛知県 重野 広介 梅村 太一 大島 フミヤ 塚本 直樹

1443 会長と愉快な仲間たち 京都府 高井 史雄 東 和男 竹野 智之 田中 一輝

1444 TEAM三十路 神奈川 陶山 悠太郎 榎本 悠希 高岸 智哉 磯部 翔平

1445 アイシン高丘工機チャリ部 愛知県 坂野 公治 野中 慎吾 井下 博一 今井 雅弘

1446 ゴリッツェン　イカレチーム 愛知県 柴田 翼 山本 怜 吉岡 誠 貝原 洋

1447 TCC 京都府 川越 大介 森本 剛 吉川 豊人 瀬川 卓哉 竹中 和彦

1448 チームゴリラさんin豪州 愛知県 鈴木 健悟 二村 仁視 原田 紘靖 中谷 憲 吉田 燿

1465 Colors 岡山県 川本 卓哉 水間 秀継

1466 日本車両自転車部 愛知県 成田 忠 佐藤 高宏

1467 暴れん棒将軍 愛知県 鈴木 衛 鈴木 秀宣

1468 bye 大阪府 西川 智博 野崎 正邦

1469 へぼ輪 瀬戸 愛知県 ミズタニ シンゴ 山田 篤

1470 アストロ　2Archer 愛知県 新田 美智雄 江崎 浩哉

1471 (・ω・) 京都府 小出 樹 溝口 智貴

1472 チームアラン 京都府 木下 弘幸 細川 智史

1473 OBRT 静岡県 伊藤 正之 市橋 誠一 秋田 博之

1474 HCC播磨サイクリング同好会 兵庫県 松崎 暁広 熊田 晶夫 田枝 佑太

1475 ミストラル 愛知県 藤田 圭佑 栗谷 晃 藤城 亘

1476 チームBDP 大阪府 小畠 慶時 土手 克之 吉田 晴司

1477 かいわれのん 三重県 岩瀬 悟 伊藤 明男 及川 祐亮

1478 貝トルナ漁協 奈良県 平田 敦 長野 正和 土井 拓磨

1479 名古屋大学医学部自転車部　R 愛知県 木村 海斗 藤井 論 郡司 眞人

1480 TSK Cycling Team 愛知県 長崎 雄太 二ノ宮 満幸 利光 航太

1481 中部ガス自転車部チームＢ 愛知県 中村 成利 菅沼 陽平 大石 正人

1482 ぴっとレーシング 愛知県 宮嶋 美規夫 近藤 健介 松本 佳朗

1483 へぼ輪 大垣 愛知県 久保 隆直 加藤 敏夫 安藤 雅敏

1484 CYCLE：SHIGE 愛知県 池田 茂樹 水下 昌樹 高倉 龍太

1485 TIMS自転車部B 愛知県 井藤 雅 南波 篤 久城 直樹

1486 kccc 岐阜県 中井 克裕 柴山 正晴 佐藤 浩史

1487 Team sunrISE 三重県 出口 貴大 高田 正俊 竹中 悠人

1488 Solize Engineering 愛知県 佐野 俊哉 山本 慎也 塚越 章弘

1489 オータス 三重県 松下 剛 高士 剛 伊藤 誠

1490 BREZZA-KAMIHAGI 愛知県 和田 宗浩 江口 成臣 濱野 巧勝

1491 内平野自転車同好会 奈良県 伊津野 英昭 大西 嘉美 松本 純 蒲谷 真世

1492 KIT自転車部 愛知県 杉浦 厚毅 中村 和佑 谷 昌宏 平田 勝弘

1493 ﾌﾞﾗｯｸﾊﾟｰﾙ 三重県 小林 宏之 織部 正博 橋本 裕大 岸本 達彦

1494 貧脚詐欺被害者の会 大阪府 吉本 健一 窪田 有翔 永田 邦生 採澤 正人

1495 名古屋大学医学部自転車部下級生チーム 愛知県 反頭 康裕 山本 英樹 小川 泰健 大河内 優

1496 打倒！うさぎさんチーム 大阪府 野間 智裕 坂川 優希 山下 拓耶 保海 晃平

1497 打倒！かめさんチーム 大阪府 吉田 高徳 銕尾 真典 川村 俊輔 三船 聖晶

1498 中部ガス自転車部チームＡ 愛知県 小出 輝雄 鈴木 敏顕 杉山 聖 吉田 正樹

1499 ＮＣＫ美味しいビールを飲む会 大阪府 阿部 友彦 山崎 信宏 松本 征也 平井 良典

1500 TIMS自転車部A 愛知県 水島 丈晴 岩田 康宏 林 太朗 森本 僚太

1501 高虎CHARIBU　B 三重県 北本 恵三 市来 丈弥 小島 崇 臼井 章

1502 beyond 奈良県 山下 将司 当天 誠 葛本 晶彦 松井 悠太

1503 IBC 三重県 長神 雄三 河上 晃久 金子 達彦 小林 秀通 南雲 駿介

1504 エルテックス1 三重県 中村 淳 岡田 貢一 新城 忠信 宮澤 祐樹 高木 崇成

1505 エルテックス2 三重県 白藤 伸悟 椿 良太 神部 勝治 早河 翔 榊原 奨

1506 名も無きTEAM 滋賀県 梅原 裕平 伊東 浩平 高木 規央 木下 潤一 西村 直恭

1507 PLASTIC HAMMER HEAD 大阪府 田中 弦右 平山 達也 河井 健太朗 伊倉 隆介 本田 豊



No. チーム名 地区 メンバー

1508 DUMIL 京都府 波多野 賢治 大野 一樹 楠 和馬 木村 優介 平方 俊之

1509 team minor 100% 愛知県 宮木 直人 竹下 博文 浜野 義照 柴田 真吾 樋口 直貴

1510 not ゴリゴリ 岐阜県 岡田 邦宏 岡田 志優 祖父江 張一 成宮 康平 原田 大輔

1528 チームおおやま 三重県 杉浦 謙 大山 浩司

1529 すぎょギョ 愛知県 渡邊 誉大 須堯 元春

1530 でぶちん 三重県 谷口 まり 谷口 洋司

1531 チームSK 三重県 渡辺 修一 小林 敏之

1532 500Mile 大阪府 西 良典 早田 佳孝

1533 ジテ痛クラブ＠KYH-A 愛知県 西村 直樹 尾頭 卓

1534 鉄血の自転車サークル 兵庫県 鈴木 穂高 渡邊 飛鳥

1535 ゆるぽた 京都府 近藤 仁瑛 古屋野 竜輝

1536 CRランナー 大阪府 田中 颯斗 松本 開太郎

1537 だいち 三重県 三浦 大知 白井 大地

1538 きよたけ 京都府 竹内 勇貴 清水 宏晃

1539 グット　きらめき 岐阜県 永田 勝巳 松本 輝也

1540 follow up 愛知県 古川 真悟 高橋 剛

1541 スポフェス（笑） 岐阜県 土田 太洋 佐々木 幸太郎

1542 コネクション 三重県 野崎 祐孝 宮本 賢次

1543 チームヤマシゲBIG 愛知県 加藤 佳高 横井 健夫

1544 お前らテハマ回してへんやろな 愛知県 石本 善隆 岩倉 達也 中垣 卓大

1545 ハマブラウン9.97 愛知県 宮地 秀樹 松岡 裕樹 簗瀬 和宏

1546 レアルハマドリード 愛知県 増田 辰典 山本 梨紗子 河合 氷琉

1547 村神 愛知県 中廣 恭介 鶴田 有樹 村上 陽介

1548 ジテ痛クラブ@KYH-B 愛知県 田中 義紀 宮崎 圭介 大下 真貴夫

1549 SIMIZU RACING 愛知県 竹下 豊 古田 弘幸 高木 俊治

1550 chukyo express 岐阜県 辻 浩侑 住吉 統一郎 北野 健司

1551 近畿車両 CrazyBikeBoysA 大阪府 田村 遼太郎 土井 崇雅 吉村 亮

1552 Team Ketaka Country 鳥取県 赤穂 陽治 橋本 浩之 石原 尚之

1553 チーム濱 愛知県 濱林 順 星野 晃之 柳瀬 剛志

1554 チーム金子 愛知県 金丸 健司 内田 壮祐 金子 健誠

1555 TEAM SMU 愛知県 三室 芳保 白山 高一 上野 弘志

1556 さんがね 愛知県 岡本 格 稲留 慶太 中島 崇

1557 Cycle　Road Bチーム 大阪府 谷村 幸治 丸山 善貴 中市 昌樹

1558 チーム草薙 愛知県 鳥居 明久 草薙 大地 相川 浩司

1559 メカテックネクサスサイクリングチーム 滋賀県 山本 貴之 川嶋 久央 堀井 通弘

1560 チームNNH 大阪府 羽野 篤範 中程 浩明 中山 明彦

1561 ガラスの中年 愛知県 倉田 治樹 中野 浩二 田嶋 政志

1562 TEAM475 Rosso 奈良県 東 道裕 岩田 弘之 中谷 泰季 大西 清久

1563 TEAM475 Verde 大阪府 高橋 空也 岡 修司 岩田 光平 東 健喜

1564 焼きハマグリ 愛知県 東谷 洋介 小川 瞬輔 久保田 恭平 石黒 学

1565 ジェットニンジン 愛知県 美濃 明紀 美濃 ゆか 神谷 昌吾 山本 壱成

1566 泉さんと愉快すぎる仲間たち 富山県 小栗 旬 備前 真斗 福岡 直 泉 慎一

1567 近畿車両 CrazyBikeBoysB 大阪府 木田 寛之 藤原 岳広 松本 行正 西村 亮俊

1568 KKHサイクルチーム 愛知県 滝 亮馬 片岡 浩樹 石田 伸也 石田 太剛

1569 Ohno 愛知県 大野 洋平 山岸 勇太 澤田 恭平 中島 拓也

1570 Yohei 愛知県 寺内 貴之 岸田 岳 河野 貴大 濱崎 あずさ

1571 CAEME 大阪府 東原 圭一 森井 浩二郎 奥村 和也 多賀谷 兼介

1572 Cycle Road Aチーム 大阪府 平尾 敦志 柳沢 勇太 高橋 慶太 尾崎 祥太

1573 びじこん 京都府 村田 真一 藤吉 一範 近藤 裕介 箕輪 高行

1574 KONAN Quartet 三重県 冨山 和也 木下 就介 藤根 章夫 森澤 栄樹

1575 ユーロード2軍 愛知県 日高 一幸 岡島 洋介 市古 大輔 井脇 康太 玉置 大輝

1576 ユーロード3軍 愛知県 河野 俊夫 村上 孝順 石黒 直樹 杉原 憲明 那須田 浩之

1577 TRC 三重県 辻 正臣 中辻 吉人 松原 裕一 綿谷 雄介 上田 泰裕

1597 セクシーコマンド部 大阪府 溝端 翔希 岡田 知也

1598 区間快足 大阪府 中尾 良孝 吉田 政弘 野口 大輔 中尾 英哲


