
No. チーム名 地区 メンバー

1029 BlackStomach 愛知県 近藤 ひとみ 近藤 将佳

1030 Triple Lab 兵庫県 国宝 英昭 国宝 亜弓

1031 中央ＡＣ 愛知県 黒坂 祐子 弓場 隆成

1032 チャリラボ 滋賀県 大木本 保久 本多 秀明 浦東 直子

1033 ちいむ さいくりんぐ 三重県 奥山 善明 飯田 千恵 森下 沙穂

1034 関サイクリング同好会チームＤ 岐阜県 岡村 昌敏 岡村 彩美 渡部 邦彦 小川 勝巳

1035 Water Melon 大阪府 秋田 昌紀 秋田 槙 高見 昌宏 山本 剛

1036 関サイクリング同好会A 岐阜県 早野 純子 山田 慎二 戸田 一宏 中山 光司

1037 リスパック 愛知県 田中 慎也 寺岡 三博 田垣 佑悟 岡本 康希 牧野 朋香

1038 MORESCO A 兵庫県 コービン 今井 吉川 舞 西本 一樹 前田 達也 木村 彰憲

1039 MORESCO B 兵庫県 西本 帆波 三谷 博之 本田 智子 古郷 楽 中野 陽一郎

1040 ODRC Aチーム 岐阜県 野田 孝生 古川 孝宏 佐分 裕子 兼子 正行 平崎 万梨恵

1041 ODRC Bチーム 岐阜県 北山 守 北山 智美 池田 英樹 山田 昇二 鈴木 洋正

1086 スポーツサイクルナチュラル　Bチーム 京都府 蔀 香代子 山口 絢子 杉本 豊和

1087 平和公園の緑の悪魔と下僕達 愛知県 高木 邦弘 山口 誠二 石月 宏哉 近藤 麻里子

1132 Rieko親衛隊 愛知県 深谷 佳弘 永谷 英里

1133 亀Racing 愛知県 宮松 貴寛 宮松 千寿

1134 カレーは飲み物です （中辛） 大阪府 久住 優里香 中西 崇裕 辻村 直樹

1135 カレーは飲み物です （辛口） 大阪府 見市 悦史 梅原 さつき 勝平 智也

1136 カレーは飲み物です （甘口） 大阪府 井口 将吾 浜口 真弓 本田 三記

1137 愛知学院大学 チームC 愛知県 松木 岳人 島田 好香 鶴見 裕弥 家田 悠我

1182 チームひのわ 愛知県 澤田 和孝 澤田 尚美

1183 NORUFU 滋賀県 古野 和行 古野 美穂子

1184 NGY 愛知県 高祖 直也 浦山 晶子

1185 Sweets Biker2 大阪府 清水 祐樹 井出 紬 伊藤 咲子 前川 裕雅

1186 Team ELMO H 岐阜県 杉崎 康治 杉崎 かおり 松野 創平 安達 裕長

1187 ダブルインナー　アルファー 三重県 大橋 桂太 永戸 基敬 西口 彰 柳瀬 麻美

1188 Sweets Biker 大阪府 嵯峨 英晃 清水 香菜子 内海 奈那子 安田 直樹

1189 TEPMAN 大阪府 大浦 和幸 寺下 信吾 清宮 一寿 高橋 良輔 劉 亭義

1219 ホワイトジャック 滋賀県 古野 裕介 古野 典子

1220 MKRC 三重県 伊東 里莉 伊東 賢一

1221 岡村組 愛知県 岡村 幸子 岡村 穣 岡村 芽

1222 MIYU with KK 愛知県 金澤 健児 岩下 みゆき 河田 耕作

1223 シルバーウイングス 愛知県 原 雄一 土井 さゆり 石井 あゆみ

1224 チームヤマシゲ かめさん組 愛知県 加藤 豊 加藤 和代 加藤 輝

1225 Team ELMO I 岐阜県 米田 隆志 野口 智史 田村 博人 田村 萌美

1226 H&A 大阪府 畑中 啓佑 畑中 優 相宗 大介 相宗 聖子

1227 1)ATGサイクリング 愛知県 井上 航太 佐野 公祐 平田 修 山下 美樹

1228 2)ATGサイクリング 愛知県 大谷 伸ノ輔 森田 潤 羽岡 真宏 古田 麻奈

1229 3)ATGサイクリング 愛知県 中神 樹 串田 和隆 石田 和美 深見 明日香

1270 ぽっぷこーんRT のろま組 奈良県 岡田 俊明 岡田 久美子

1271 MENARD  NOZAKI 大阪府 五十嵐 治和 五十嵐 初美

1272 伊藤家 大阪府 伊藤 健司 伊藤 洋子

1273 いちよしCC京田辺C 大阪府 小西 健文 吉田 沙織

1274 たから 大阪府 井川 勇樹 井川 磨友 中田 旭

1275 Virtuso 大阪府 平位 重樹 李 ラン 北田 由香里

1276 Virtuso2 大阪府 西宮 道人 西宮 初江 薗田 智子

1277 メイネツ自転車部 愛知県 林 宏忠 景井 健太郎 チャン・ティ チャン グエン・ティ ウエン 今瀬 誠

1278 チーム piece+place 兵庫県 下津浦 敦史 浅香 のぶこ 堂浦 可奈子 宮本 哲也 松山 恭子

1279 アサヅマファイターズ 北海道 大西 卓 植木 崇史 高橋 聡重 菊地 平 村岡 春香

1280 ミツカン　ヘトヘトクラブA 愛知県 永野 夢紡 伴ノ内 優太 村本 奈美 田中 雅幸 和田 吉司

1281 ミツカンヘトヘトクラブB 愛知県 荒田 治彦 炭 さくら 石川 嶺大 岩野 弘暉 一瀬 智加

1319 多武峰朝練 奈良県 石山 正樹 石山 香織

1320 ぬこかわええ 三重県 大久保 宗治 大久保 涼子

1321 superallez 東京都 MARCJAN Julien 甲田 以与

1322 ダイモンレーシング平成 三重県 岡田 尚久 冨田 理歩 藤田 朱里

1323 ダイモンレーシング令和 三重県 西尾 宗仁 守屋 智子 山本 麻衣

1324 ダイモンレーシング昭和 三重県 大井 基司 吉田 威久 橋本 紀美子

1325 Nasu Fan Club 兵庫県 林 岳 西尾 哲史 高橋 聡一 仲 真里子

1326 Team Bumpy 三重県 小林 壮一朗 山脇 正裕 村松 賢 日下 直子 鬼藤 優介

4時間男女混合　スタート/8:03　ゼッケン色(青)　96チーム



No. チーム名 地区 メンバー

1382 gyrfalcon 754 愛知県 名越 一全 名越 ゆかり

1383 Team M 奈良県 三浦 純 三浦 茂 三浦 愛

1384 山花倶楽部 三重県 林 雪江 村瀬 晃 林 正

1385 自転車道JDYG 愛知県 山口 暢也 石渡 雅弘 桑原 侑太郎 小野寺 早紀

1386 チームSUZUKI 三重県 辻本 直美 辻本 幸寛 鈴木 透 塚本 篤史

1387 小山田茜 大阪府 岡田 匡司 山科 博紀 小山 晋平 戸来 茜

1388 男祭り＋アマゾネス 三重県 三谷 昌孝 岡島 誠 古市 甚正 大森 俊紀 大河内 沙友美

1389 KOGMA Racing 愛知県 上野 真椰 加塩 弘一 荒木 邦夫 小林 直樹 羽田野 恭司

1453 チームBONBON 三重県 山路 千裕 前田 茂樹

1454 TEAM　ライド　 愛媛県 向井 侑茉 高井 佐苗 在間 元紀

1455 かわくぼ研とかみさん 岐阜県 上窪 祐樹 服部 正道 白井 詩織 水野 歩未

1456 TEAM CHARI-POTTER 1 愛知県 鈴木 芳 鈴木 由美子 村山 大助 岩淵 端毅

1457 C2 TEAM JAPAN 大阪府 植田 恒平 植田 美佳 廣神 駿 松本 祐輔

1458 team±ZERO 大阪府 岡本 康生 田中 智之 飯塚 舞 富尾 彰太

1459 ちーむ☆ぷらまいぜろ 大阪府 佐々木 浩一 川野 幸世 辻尾 立志 牛頭 梨帆

1460 今川じゃけん 兵庫県 高橋 卓也 浜小路 吉昭 浜小路 岳 今川 真伸 川下 洋子

1511 穂ノ国自転車愛好会 愛知県 大堀 義弘 磯部 優香

1512 □□□□ 神奈川 山本 光穂 平林 裕司 土屋 奈緒子

1513 高虎CHARIBU　A 三重県 道願 幸治郎 北本 敦子 米田 大輔 近坂 祐吾

1514 中川自転車商会 和歌山 中川 和樹 神人 康展 福岡 正人 森口 寛己 中本 真弥

1578 チーム2人withねこあつめれーしんぐ 愛知県 村田 海太郎 永島 美樹

1579 team T.M.F 大阪府 辻村 太一 辻村 和美

1580 Team Hogi Valley 鳥取県 本部 伸一 福田 良子

1581 チームHARUKU 三重県 神生 富士男 神生 今日子

1582 La Montana Racing 愛知県 小久保 大輔 小久保 裕美子

1583 Team Link S 愛知県 岩田 伸一 松本 明子 岡島 秀樹

1584 Team Blitz 愛知県 伊高 裕規 伊高 里佳子 森岡 裕貴

1585 ノンストップ土屋 愛知県 土屋 辰伍 土屋 美央 田尻 洋平

1586 Team Link　銭湯班 愛知県 山田 裕之 山田 智 星野 仁美 江頭 慎治

1587 チーム　カカオカカ 三重県 勝部 耕也 片山 隆浩 菅野 壮晃 菅野 恵美子 大村 則夫

1588 ちゃり部 大阪府 末迫 太一 東垣 真実 寺西 剛 小林 芳浩 新倉 績

1589 チーム☆カンナム☆ 愛知県 近藤 雅大 近藤 裕美 加藤 麻美 山田 淳 水谷 匡宏

1590 関西UE自転車競技部 大阪府 沖本 和茂 兼森 真仁 坂口 甲樹 na na 森崎 悦史

1599 みずナースだＪ 大阪府 大崎 篤司 大崎 美鈴 加藤 あずさ

1600 世界のながちゃん 大阪府 永尾 卓実 永尾 新菜 宮本 恵里花 藤原 謙吾

7072 ちゃりん娘 浅野 歩 松本 奈々 萩原 綾香 井上 うた 大西 由利絵


