
No. チーム名 地区 メンバー

1 アクティブスタイル4 大阪府 藤田 哲夫 新開 惇

2 アクティブスタイル3 大阪府 寺田 和弘 上田 直樹

3 アクティブスタイル2 大阪府 高野 浩史 副島 洋昭

4 アクティブスタイル 大阪府 林 勝浩 徳田 泰史

5 バビロニアＡ 大阪府 大亀 卓也 山本 修 本多 康彦

6 TEAM ALLOUT 1 京都府 末藤 英雄 山下 敏夫 正岡 秀作

7 TEAM ALLOUT 2 京都府 三寶 秀光 小野 祐二 久保 良亮

8 TEAM　ALLOUT３ 京都府 山品 淳司 山品 純大 小野 紘史

9 134部屋 大阪府 佐伯 康雄 近田 年史 伊佐治 武 中村 祐介

10 八日市自転車部B 滋賀県 纐纈 大樹 今川 賢信 宮地 祐太 馬渕 智成

11 特攻野郎1 愛知県 榊原 定光 小板 智史 清水 真太郎 田中 利幸

12 satohken 神奈川 高田 淳史 由川 格 島 一元 佐嶋 真美

13 三角筋スプリンターズ 愛知県 戸部 梁 満谷 哲朗 吉原 大貴 森川 晶平

14 輪輪倶楽部 大阪府 登橋 貴裕 諸橋 洋行 渡辺 信生 奥野 将太

15 チーム カルビ 大阪府 岸川 晶晢 塩津 寛徳 笹田 秀幸 上久 達也

16 絶景のんびりサイクリング倶楽部 Aチーム 三重県 若林 大悟 中野 祥 石原 大悟 甲斐 吉保

17 Cosi Cosi 大阪府 山中 克也 河村 暁人 高垣 祐介 森 裕康

18 ふんだらまわる 兵庫県 東野 真也 大西 真 高見 昌也 藤原 弘樹

19 コウキン 三重県 尾崎 喜久 弘田 誠 上東 朋寛 眞鍋 賢司

20 バビロニアＢ 大阪府 伊藤 竹伸 愛須 俊宏 上四元 司朗 千草 浩

21 三菱自動車自転車部Ｂ 愛知県 原田 修 酒井 国一 明石 暁 常深 公雄

22 八日市自転車部Ａ 滋賀県 吉井 等 大槻 栄一 竹澤 雅志 池之内 勝巳

23 私定時でマスプラプラ 京都府 村瀬 雅樹 田中 聡 岡田 英之 田畑 剛

24 try４０ｓーA 愛知県 田中 宏一良 田中 志穂 西澤 悟 奥村 祐右

25 特攻野郎2 愛知県 伊藤 貴徳 鈴木 直人 藤原 慎吾 高橋 洋介

26 try40s-B 愛知県 吉川 誠 中野 徳志 杉浦 秀樹 鈴木 啓介

27 TEAM HI-ROAD 石川県 菅原 光広 谷内 啓之 関戸 頌悟 服部 泰成

28 大腿四頭筋クライマーズ 岐阜県 早川 雄一郎 恩田 一寿 松野 浩之 藁科 洸

29 GEBAGEBA  (Aチーム) 福井県 大西 顕司 斉藤 健治 三澤 一仁 増永 裕一朗

30 ロース 兵庫県 重竹 究 福田 拓二 渡邊 敏博 重竹 隼

31 FUJIMIサイクリング部 愛知県 藤岡 昌也 佐藤 和人 山下 恭伸 小島 晃 新田 将史

32 IRK cycling 岐阜県 綿屋 茂男 星野 雄太 鬮目 泰史 星野 宏基 入江 天

33 アルバトロス　2 愛知県 伊藤 雄彦 千賀 孝利 高橋 潔 加藤 良造 半沢 浩幸

34 cycling team of SUMS 滋賀県 染野 秀介 水口 昌俊 永野 亮太 富沢 宏平 島田 紘行

35 プリプリプリン隊 三重県 杉谷 俊毅 相馬 大地 高田 知拓 杉井 要予 高崎 廉大

36 END4 大阪府 阪上 修行 三宅 祥平 平崎 毅 今田 英樹 土井 大輔 木村 紘輔

37 残業レーシング特装１課 愛知県 辻橋 正貴 吉岡 宏祐 竹下 雄斗 向 大輔 高場 英樹 宇田 健吾

38 TWOCYCLE沼の会 静岡県 野口 琢磨 酒井 洋輔 菅沼 会長 長坂 達成 藤田 泰成 堀部 哲嗣

39 しゃにかまペダル 静岡県 松本 裕介 岩田 政典 岩永 尚文 篠原 大志 高橋 賢 匹田 惇也

40 BBB 愛知県 宮川 史也 高松 史弥 佐藤 正純 笠原 仁志 藤井 康則 影山 奨

41 海鮮倶楽部 東京都 西原 敏行 木村 健次郎 内野 亨 寺島 義人 武田 山聖 平田 勝

48 デュエカッフェ 愛知県 本田 和也 叶野 正廣

49 YAOTON 広島県 中村 昌樹 大和 弘忠

50 爆走家族 東京都 浅原 弘輝 丸山 裕生 宮崎 正裕

51 チームＨＫＩ 愛知県 倉田 豪 橋口 裕 今田 健介

52 カワサキ マーキュリー 大阪府 比嘉 敏夫 岡本 央則 五島 雅幸

53 こんな夜更けにマスプラプラ 京都府 藤田 雄一郎 竹山 康平 小林 俊則

54 Ｅ技チャリ部Ａチーム 奈良県 久保 政志朗 吉田 勇樹 十二町 直哉 米虫 祐介

55 Talkers シャクレ 岐阜県 土川 雅巳 森本 将至 横矢 直 玉田 利之

56 クロこっこ（ヴェル） 愛知県 阿出川 健一 海面 尚光 前田 克彦 社本 康孝

57 BFN 三重県 浦岡 章太 北川 昌紀 河野 良信 西田 優希

58 SSC-A 兵庫県 宮内 博克 金辻 伸隆 手塚 耕介 溝上 直幹

59 主役のいない、こがなみ街道 兵庫県 山田 直毅 山田 豊 中村 正明 堀江 章義

60 晴漕雨唱 愛知県 村本 正義 外山 順敏 安藤 竜吾 羽田野 正雄

61 Talkers フォルティシモ 岐阜県 梶谷 隆太 井口 裕介 川尻 達也 宮下 将一

62 WILSON CYCLE C 三重県 有川 卓見 城 泰教 堀江 俊介 水谷 友哉

63 WILSON CYCLE I 三重県 伊藤 弘司 松永 圭司 伊藤 直樹 岩花 将志

64 SSC-B 兵庫県 川上 仁英 田中 佑典 YASSER EDZUAN 山田 昌徳

65 SSC-C 兵庫県 逢坂 慎一郎 大谷 保之 尾上 陽一 永井 真

66 スポーツサイクルナチュラル　Eチーム 京都府 田中 大典 栗原 貴之 鍜治 雄大 宮竹 毅
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No. チーム名 地区 メンバー

67 E技チャリ部Bチーム 大阪府 松延 新吾 鈴木 徹 田中 貴巳 中村 元

68 CTC大阪自転車部 大阪府 山本 琢也 津田 徹 社納 眞一郎 池ヶ谷 和秀 杉山 忠人

69 OPENPRO RACING 京都府 上田 哲也 加藤 丈博 坂庭 稔和 影平 凖一 吉田 栄次

70 セミコロン 愛知県 山田 亮介 松下 敏弘 原 耕作 田中 雄一 中尾 幸貴

71 WILSON CYCLE A 三重県 井澤 龍平 内田 司 渡部 大介 笹木 一麻 渡邉 真幸

72 WILSON CYCLE S 三重県 塚本 達雄 伊藤 啓 伊藤 勝巳 浅野 秀彦 澤田 将司

73 チームコスモ２ 愛知県 長谷川 創磨 道三 拓也 宮本 義三 伊藤 誠悟 浅井 健也

74 WILSON CYCLE B 三重県 山本 美帆 佐伯 岳範 北 明美 野中 伸哉 古谷 ユキ

75 WILSON CYCLE M 三重県 森 幹正 浅野 達哉 長谷川 裕隆 辺見 亮 渕 宏輔

76 セイスHIRAKATA 大阪府 徳谷 好弘 吹留 剛司 谷口 勉 谷口 健太 吹留 裕介 吹留 諒

77 Teamユミコ 愛知県 加藤 悟史 菅井 新 木山 裕輔 西内 真也 澤田 和也 皆吉 清晃

78 NACチャリスター 兵庫県 小西 雅彦 古石 年宏 藤本 章光 笹倉 弘典 戸田 恭輔 大西 啓太

79 イビデン自転車　Team B 岐阜県 加納 正輝 田邊 勇司 田中 雄一郎 酒向 稔 国枝 賢治 目加田 健次

80 WILSON CYCLE F 愛知県 生川 れい子 駒井 彩 水谷 秀樹 生川 博士 野村 有弘 柴咲 なぎさ

81 WILSON CYCLE G 愛知県 山崎 佳菜恵 田辺 愛 齋藤 静香 山崎 卓也 遠藤 英己 吉田 一心

92 チーム淑 大阪府 辻中 秀司 辻中 優哉

93 Bishamon 愛知県 小笠原 誠司 中村 賢人

94 チーム秋田屋本店 岐阜県 水野 英春 安福 優介

95 ゆるっと 愛知県 鈴木 浩正 田中 正敏

96 小牧高校陸上部OB 愛知県 奥田 孝彦 村本 章

97 チームMKK 愛知県 木村 修 風岡 喜久夫 松本 公三

98 PLUS ULTRA 愛知県 花村 浩二 寺本 祐司 大原 隆弘

99 Rapid Turtle 滋賀県 十河 宏希 岸本 知久 古野 裕隆

100 お泊りブラボー 大阪府 平岡 早紀 深水 沙耶佳 平林 臣一

101 はりピッピと他２名 愛知県 佐橋 明 針貝 亮博 笠川 裕史

102 お泊りアルファ 大阪府 大西 晃平 吉岡 秀祐 田中 昭太郎 長崎 優祐

103 こさか～ず 愛知県 西村 拓 堤 勇樹 西野 瑛介 川田 大幸

104 Talkers 夫婦松 岐阜県 森林 佑太 田丸 潤一 倉坪 裕介 小林 明生

105 YETO 愛知県 胡本 義宏 山下 智也 富田 智久 岡山 健人

106 TeamG 大阪府 尾形 威明 萬代 悠太 河合 和紀 山下 佳士

107 SquadraGattoStellato 愛知県 出口 竜三 小笠原 宏記 田中 俊輔 石原 由美

108 SUCC　C 静岡県 白木 友博 阿古 将宗 小坂 宏輝 足代 渓介

109 SUCC　D 静岡県 藍田 秀一郎 奥野 航太 神保 充彦佑 坂口 智哉

110 Gatto Stellato1 愛知県 山中 卓 渡邉 拓矢 得重 慎司 石原 正章

111 お泊りレーシング チャーリー 大阪府 熊谷 直己 三浦 諾亜 中村 優希 野崎 翼

112 どてるし一味 滋賀県 吉本 丈一 宇野 翔太 山中 学 野口 裕史 舩木 学

113 Gabbiano 愛媛県 八木 裕 熊本 智臣 菅 貴喜 渡辺 学 松廣 克之

114 DAITRON チャリ部 岐阜県 渡邊 達 日置 大輔 大前 吉弘 玄田 将司 坂田 圭吾

115 Team kondo-B 愛知県 三宅 誠 近藤 剛史 近藤 智之 梶野 真弘 山本 圭吾

116 SBSCC-Y 大阪府 佐和 称範 松浦 清隆 石松 智也 西脇 梨紗 坪田 隆一

117 SUCC　A 静岡県 加山 巧 奈良 俊宏 宮田 峻佑 西井 健介 野崎 利尚

118 YMD興業 愛知県 町谷 顕 杉山 亨 山梨 広海 大竹 亮亘 吉川 英一

119 Team kondo-A 愛知県 神谷 雄一 小林 雅克 飯田 博之 宮田 芳明 印藤 正彦

120 SUCC　B 静岡県 西川 瞬 宝平 陸 白須 真智 林 晃紀 櫻井 辰大

121 SUCC　E 静岡県 須田 公平 橋本 優作 山崎 敦登 東 柊磨 尾崎 哲平

122 どてるし荒井由美 滋賀県 春日 耕一 河村 彰文 溝口 秀夫 松崎 健太郎 清岡 一人

123 どてるし七味 滋賀県 木村 忠晴 多田 浩次 仲野 剛由 片岡 翼 高野 良比古

124 どてるし脂身 滋賀県 仲野 恒一 木股 ゆかり 井居 正和 橋本 隆志 早川 章太

125 大垣CSC 岐阜県 今井 義信 市川 豊 立木 昌幸 渡邉 昇 上坂 輝樹 廣瀬 和彦

126 PWA1484 大阪府 土肥 容高 野村 真吾 十場 規安 宮野 泰宏 武井 太郎 赤石 誠二

127 ぶ～ふ～う～ 愛知県 坂倉 圭 森 明彦 田中 正行 松岡 勝也 日比野 敬則 高瀬 雅大

128 SBSCC-O 大阪府 岡田 雅人 小埜 保示 山本 貴弘 森川 昌彦 平尾 一真 侯 建龍

137 てくてく 岐阜県 藤村 茂 若山 輝和

138 MM自転車部A 愛知県 冨田 裕基 古井 寛之 柿沼 章司

139 TSS自転車部team3 神奈川 山川 真史 山口 賢二 清水 啓介

140 team　2年目 滋賀県 田中 章博 佐藤 淳一 隼瀬 正博

141 ムラタ1 滋賀県 藤山 正樹 丸山 泰央 北邑 祐三

142 サイクルヒーローA 東京都 橋本 逸郎 中村 良樹 山本 聖一

143 楽車小隊 神奈川 真下 亮之 井手 貴大 浅田 裕介

144 MM自転車部B 愛知県 服部 傑 中野 万作 河合 健史

145 ムラタ2 滋賀県 武内 悟 永渕 真人 阪田 唯比古

146 ラッキークローバーＺ 愛知県 竹下 清孝 佐野 渉 市丸 安則



No. チーム名 地区 メンバー

147 チーム小倉 福岡県 坪根 克 坪根 徹 安部 勲

148 バイシクルわたなべ　浜松チーム 静岡県 福田 清人 高畑 巡 島口 絢吾 木下 潤

149 ＴＳＳ自転車部TEAMよん 三重県 川添 努 中川 通弘 角田 宰 市岡 祐樹

150 Talkers 畳平 岐阜県 加藤 正史 大沢 賢二 日面 将一 熊崎 誠

151 JP PLUS ONE 愛知県 河村 敬 横田 育久 古田 克典 山口 真

152 MM自転車部C 愛知県 山田 遼 楠亀 優 加藤 大輝 飯高 千朗

153 SKV49ers 京都府 平野 宗利 田中 浩樹 辻 直孝 池田 聡

154 家虎 大阪府 木津 光太郎 杉田 一朗 榎本 彬人 山﨑 憲太

155 ムラタ3 滋賀県 二宮 喜洋 中村 健太郎 坪田 貴也 近藤 駿弥

156 豊川A 愛知県 古川 源 杉山 優一 鈴木 健 新井野 文来

157 豊川B 愛知県 二口 翔太 二宮 茂光 堀 祐介 伊藤 慧

158 ビビ 三重県 茶井 義之 松永 伸一 渡邉 柾斗 山本 隼吾

159 OJ3 愛知県 緒方 浩和 緒方 逸斗 後藤 直樹 竹内 亮太

160 H・O・B 大阪府 松田 成二 西村 力大 北浦 令佳 石原 英雄

161 Sakocycle A 愛知県 宇佐美 達己 中村 秀明 迫坪 行広 堂田 泰史 長畑 範之

162 Avelon 愛知県 田中 晴也 加藤 聡貴 長谷川 達也 中田 学 鬼頭 宏彰

163 アキレス拳 愛知県 石川 徹 水上 順次 髙木 貴浩 矢野 寛嗣 小林 竜也

164 おっＳＵＮ 愛知県 岩本 成奥 田中 伸宜 安村 秀樹 竹内 亮太 花田 敬次郎

165 MOTTI 三重県 沖住 泰親 法月 直人 秋元 俊介 戸田 徹 菅野 翼

166 Sakocycle B 愛知県 矢田 慎介 庄司 剛 今井 宗幸 田平 貴裕 橋本 拓

167 Bteam 三重県 寺島 辰也 小林 篤 宇野 雄大 原 洋太 西川 英治 森 佑介

168 チームご近所★ご安全に！ 京都府 前原 憲治 下尾 雅夫 寺嶋 領一 伊藤 尚 松尾 一貴 本西 健太

169 hot sync 愛知県 太田 直樹 鈴木 修 多田羅 克 米倉 大貴 中山 翔太 林 昌孝

170 BAPF! 愛知県 青 克彦 松井 勝二 齋藤 晃一 岸川 武司 加藤 学 小寺 勇己

171 エリートチーム 愛知県 小幡 拓夢 岩本 宏幸 亀田 一平 溝手 康人 石田 颯介 石﨑 勝

172 ポンコツチーム 愛知県 秀田 智彦 福井 智之 内田 正明 河邉 祐二 赤塚 康司 大庭 厳敦

183 BEEREN  レディース 兵庫県 西澤 美恵 佐貫 秀子

184 グリーンヒルライダース 大阪府 川原 竜一 森岡 次郎

185 BEEREN 兵庫県 平井 陽一 溝畑 逸保 植松 隼人

186 走調会愛知県土地家屋調査士名古屋北支部 愛知県 稲垣 憲明 武下 文之祐 坪井 紀王

187 遊輪会 三重県 板垣 謙太郎 稗田 大輔 田尻 純平

188 LRC Team FOX 滋賀県 西村 精児 児玉 拓也 奥山 拓也

189 team 京 kyo 京都府 廣田 福太郎 野々口 智哉 乾 祐太

190 神戸大学自転車サークルYCC　3回生 兵庫県 林 雄太郎 堀川 宇則 前野 一稀 長谷川 開渡

191 RisBICレーシング 滋賀県 今村 洋輔 裏山 昂平 野口 雅彦 小川 嵩史

192 広太郎さんチーム 滋賀県 上原 遼太 岩本 大輝 吉川 幸佑 大江 秀明

193 ドミ横メイツRC 東京都 木幡 嘉人 萩原 篤 下田 晃伸 原 仁文

194 オプテックスグループ 1 京都府 山本 伸輔 石谷 高宏 坂本 弘 中川 晴夫

195 オプテックスグループ 2 京都府 渋谷 啓 三浦 健司 杉田 隆 高田 球

196 スカラベスタジオアルファ 東京都 有元 佐康 福田 清和 後藤 孝裕 蓮沼 祐介

197 スカラベスタジオブラボー 東京都 叢山 太郎 林 裕子 嶺野 陽介 松本 和之

198 エムアイ-レーシングチーム 埼玉県 長山 拓 松本 佳之 京屋 昌男 菊井 一希

199 ponpokoタヌキボン 愛知県 奥村 敬弥 西田 欣史 北村 兼吾 森 龍士

200 プーさんオールスターズ1 大阪府 村木 俊文 村木 昴太 榊原 洋之 坂本 敬亮

201 右逢左逢 神奈川 市原 洵 尾林 佳史 植田 勇 荒木 太介

202 プーさんオールスターズ2 大阪府 新谷 文哉 望月 敬志 中島 慎一郎 達富 知史

203 ノースナイン 奈良県 田中 昭 川瀬 貴光 大島 篤 勝間 大祐

204 3号館のゆかいな仲間たち？ 広島県 嵯峨根 康之 伊藤 啓介 北原 昭信 松本 好彦

205 ワルキューレ 14 富山県 内山 哲 伊林 貴博 好美 幸太郎 柴 祐司

206 OPUCC チームゆたたたた 大阪府 朝倉 大智 浜比嘉 勇人 高橋 裕太 水野 謙吾

207 クレプスキュール 三重県 榎本 一紀 市川 周平 日比 亨 岩佐 紘

208 住化友輪会 大阪府 横藤田 敏之 請川 智哉 谷村 俊 石川 俊 片上 裕道

209 神戸大学自転車サークルYCC   1回生 兵庫県 光永 健介 高田 光輝 土屋 涼 梅本 大河 福村 知隼

210 GoGoじじぃ 滋賀県 辻本 洸希 森山 直輝 岡本 幸介 高澤 一世 清須美 将晃

211 SALT 富山県 塩苅 実 高柳 求 川上 純弘 江尻 幸司 竹林 孝治

212 オプテックスグループ 3 京都府 山田 貴嗣 松山 穂 瀬口 淳一 山名 幸輝 東川 貞生

213 チームくまちゃん 埼玉県 石川 泰崇 富田 貴裕 木下 和広 屋良 朝飛 熊田 久富

214 豪遊会 京都府 木下 圭登 木下 禎樹 木下 均 滝本 紳 元地 章智 木下 尚樹

215 CSK RACING CLUB 大阪府 栗本 一人 与北 奈須夫 奥浦 清人 牧内 健一 武繁 真一 萩原 謙一

216 AACA落車選抜 愛知県 高木 礼 浅井 一浩 才賀 一輝 浅野 佑介 福田 和晃 鈴木 篤海

217 Nitto CC 愛知県 柴田 哲宏 原 慶太 四枝 浩一 野村 隆之 白澤 俊政 伊藤 大倫

218 IPCH 石川県 藤田 健太郎 東 夏成 吉延 貴弘 石林 健一 後藤 豪 島野 隼



No. チーム名 地区 メンバー

219 おーびーゆーしーしー 兵庫県 大辻 佳孝 要川 拓野 西森 岳人 田辺 浩生 下釜 拓大 柳下 拓哉

220 OPUCC　TEAMぼう 大阪府 鍵 大生樹 小西 未来 赤坂 賢治 肥後 佑亮

229 Team まんま　高円同級生チーム 奈良県 石津 佳也 井上 直人

230 前田不参加 兵庫県 高橋 武志 岡本 侑樹

231 アメドリサイクリング部 京都府 北田 洋基 石崎 智貴 松田 嵩平

232 日本板硝子製造三課自転車部Ｂチーム 京都府 新宮 秀美 奥村 仁紀 高橋 健太

233 MFCC マジ 奈良県 諸星 哲哉 江口 啓太 村居 徹也

234 MFCC ガチ 兵庫県 藤山 稔之 川田 泰大 伊藤 三輝

235 PhoenixContact-P 東京都 木本 敏広 佐藤 智 室田 陽一

236 ミキモトコスメＦＲＣ　チームＢ 三重県 新出 陽一 辻 延秀 向原 知宏

237 ミキモトコスメFRC チームA 三重県 加藤 倫英 服部 文弘 植田 義敬

238 team AO 奈良県 吉田 周平 北川 拓弥 村司 憲三朗 柴田 康太郎

239 team ATP 奈良県 嵯峨根 謙人 福呂 誠 寺阪 勇祐 中村 康佑

240 日本板硝子製造三課自転車部Ａチーム 福井県 長谷川 功 永井 則夫 竹野 大樹 山元 正広

241 KCCT1 東京都 伊林 裕 西野 剛 竹村 圭司 大坂 智徳

242 平日ローディー＋１ 愛知県 永吉 勇一 永田 敏雄 小野 雅寛 倉本 稔久

243 あさひさんちの問題児 滋賀県 由井 孝典 赤間 遼  鉄山 智弘 荒畑 友弥

244 MATSUBASE-TOKATAI 岐阜県 岩田 竜之將 前野 研二 沖 翔吾 甲斐 賢人

245 7538 BIG SPEED 愛知県 澤田 靖隆 杉田 高大 松永 敦 横井 宏紀

246 PhoenixContact-C 東京都 中村 大介 清水 達也 青山 敬宏 田中 伸樹

247 スターライトサイクリングチーム 滋賀県 八田 忠徳 中本 寿仁 中島 一彰 佐竹 覚

248 KCCT2 東京都 前林 慎吾 山本 和明 吉澤 悟 坂田 英章

249 Team Tonzler! 愛知県 野口 泰三 浦上 弘嗣 榊原 彰人 大岩 宏和

250 Bowyakky 愛知県 松永 健二 柴田 龍成 境 信太朗 髙木 健太

251 MFCCホンキ 奈良県 北條 太郎 大平 裕晃 岡辺 篤司 末永 拓也

252 株式会社大木 兵庫県 北田 学 山村 隆太 桝谷 卓馬 和田 龍 福井 重貴

253 近畿大学文化会サイクリング部 奈良県 干場 貴斗 木下 和真 田中 将司 清水 大輔 梅崎 裕智

254 GUELL NARA A 奈良県 森岡 督 齋藤 将崇 森岡 哲 Ash Bennett 新 俊夫

255 TBT研自転車部 京都府 上村 聡 井田 昌孝 内田 雄一郎 木村 幸史 江本 憲央

256 GUELL NARA B 京都府 佐々木 敏文 中野 寿之 中野 龍一郎 森山 和彦 浦西 洋輔

257 大東サイクリング部 京都府 浅尾 俊理 石岡 和真 井本 哲史 名嘉山 兼太 辻 由貴

258 岩瀬ファーストクラス 大阪府 吉本 忠司 大橋 力 牧野 光樹 野田 晴嵩 橋本 皓生

259 firefly 愛知県 井上 治幸 佐藤 強 佐藤 慎哉 児山 能久 山﨑 博之 幅 啓二

260 mkw チームk 愛知県 岡 賢仁 松本 雄大 杉浦 洋輔 萩原 啓 嶋田 祥 井手 道康

261 チームHKS 三重県 高井 英行 平野 利男 近藤 充博 坂井 孝治 佐藤 栄治 藤岡 一成

262 チームRIRE 2019 兵庫県 大井 宏昭 宇田 統英 水野 直人 水野 裕之 木村 光宏 秋山 英也

263 HRC 大阪府 吉城 博人 仲 健児 西村 淳 北尾 隆明 細川 裕之 稲本 哲也

264 チーム ユーロード プリティ 愛知県 榊原 恵太 藤原 謙治 林 邦男 戸田 泰彰 川合 伸和 橋本 和幸

265 mkw チームw 愛知県 恩田 拓 伊藤 誓悟 塩澤 魁 中野 圭 深谷 優光 成田 眸

266 mkw チームm 愛知県 大東 泰弘 森﨑 英登 後藤 孝明 竹中 諒 入谷 康視 谷澤 和則

274 ＦＣＣサイクリングクラブ　カピバラチーム 滋賀県 内見 文和 上村 賢

275 誰がハゲじゃ！ 京都府 吉村 暢高 畑 玲音

276 京産中サイクルチーム 京都府 中村 善也 太田 佑一郎 宮本 滉大

277 チームパパラッチ 愛知県 小久保 翔太 加藤 雅人 竹内 淳

278 モーレツ自転車部 兵庫県 甲斐 悠一郎 郡山 貴人 古塚 純平

279 西宮2団チーター班 大阪府 喜田 恭平 小村 哲平 松下 卓史

280 西宮2団タカ班 大阪府 前田 和志 浜田 邦雄 福地 哲也

281 FREE RUN 滋賀県 原沢 秀幸 木津 光晴 大塚 直樹

282 Team Q 愛知県 山田 俊平 甲斐 臣治 梅島 正太郎

283 ＦＣＣサイクリングクラブ　ヤギさんチーム 滋賀県 青柳 茂晴 岩松 祐也 堀江 実季

284 関大トライアスロン 千晴と愉快なニート達 大阪府 西畑 千晴 加茂 友太 鷹取 響

285 DLNぽかぽかサイクリング部 東京都 植木 寛 占部 純二 中屋 貴裕 樋口 弘暉

286 チームＰＣＤＳ 三重県 西岡 章孝 前川 良樹 加藤 勝巳 鬼頭 寛次

287 堀場製作所自転車倶楽部　レジェンド 大阪府 細川 浩司 長谷川 良晴 江草 隆志 入江 和大

288 堀場製作所自転車倶楽部　エリート 大阪府 宇佐美 翔太 小嶋 健太郎 水谷 尚登 吉田 善紀

289 五十鈴スピリッツ 愛知県 井本 桂輔 斎藤 誠也 澤村 優作 岩本 知久

290 Liberta チーム＠ヒロシです 愛知県 蜂須賀 英樹 五十嵐 翔星 伊藤 弘志 須崎 崚太郎

291 西宮2団テンマ班 大阪府 喜田 浩巳 木村 匡宏 立川 まさみ 立川 卓

292 西宮2団シカ班 大阪府 若松 兼太郎 浅井 優介 山岡 正朋 古川 誠

293 Liberta　店長チーム 愛知県 仲原 三博 石河 成也 本間 宗一 河合 盾一郎

294 TEAM Liberta No.1 愛知県 林 秀是 平松 達一郎 河合 勇 竹内 拓也

295 チームゼロ災 大阪府 松田 佑介 小西 健也 後藤 翔 梶田 大介
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296 昨年前泊したら飲み過ぎ当日二日酔いorz 大阪府 出雲 高裕 谷口 亮仁 津野 英司 金谷 律也

297 三重大学トライアスロン部 三重県 林 雅明 伊藤 正悟 袴田 光平 西 葵生

298 NUCCそうめんトゥクトゥクracing 愛知県 徳丸 友紀 上野 将紀 太田 智郎 久門 勇貴 Geng Yi

299 NUCC S-WALKS 愛知県 川合 健太 加藤 峻平 河野 諒太 安藤 嶺央 今井 陸斗

300 NRC 愛知県 毛利 浩実 木学 健二郎 久田 結花 山田 育代 堀内 しのぶ

301 TEAM光 愛知県 加納 広路 亀山 晃希 松野 裕樹 土屋 陽 笠松 卓矢

302 人力車 愛知県 服部 光久 加賀 一之 高橋 哲也 堀 孝吉 大村 勝

303 TEAM BUZZ 愛知県 大島 立 太田 雅義 鈴木 淳 石沢 友啓 甲斐 健太郎 坂井 一仁

304 ＬＲＣＣ 愛知県 茶谷 和久 樋口 健 大西 直和 丸山 隆志 山田 尚征 八島 一哉

305 名古屋アイクリニック 愛知県 中村 友昭 磯谷 尚輝 澤田 順子 鈴木 奈央 神谷 杏奈 毛利 さつき

306 CYCLING TEAM JUSTICE 三重県 糸原 正明 小川 真広 近藤 俊輔 田中 宏一 井ノ又 恭介 柳本 整男

307 TEAM　光 愛知県 松田 洋幸 河野 史瑛呂 塚本 清太 山内 譲太 加藤 淳一 谷島 聡

308 H.A.B.C.C.T. 三重県 山口 徳之 林 大樹 杉森 智 山下 宏明 渡部 正和 矢吹 浩亮

321 タンドリーチキンZ 香川県 河野 晃慶 家田 貴也

322 上平木町自転車部 滋賀県 小島 多佳志 小島 多巧己

323 ＦＣＣサイクリングクラブ ミエ 三重県 堺 正哉 山本 耕司

324 MOBITEC-A 愛知県 河合 浩平 秋葉 亮

325 チーム初参加 愛知県 鈴木 大介 鈴木 孝佳 村上 友浩

326 満濃池 香川県 片岡 正見 横田 真吾 杉原 泰裕

327 ＡＴＢ４８ 愛知県 赤坂 智大 伊藤 彰将 越 亮典

328 チーム阿羅漢 東京都 西森 大輔 西田 健二 小林 孝寛

329 ＦＣＣサイクリング ミエ２ 三重県 辻田 徹 野路 清信 南出 雄佑

330 SAGARY medium 愛知県 宮村 英明 近藤 真一 三田村 亮

331 JOYO SEIKO 京都府 西村 幸久 西村 太志 村上 直人

332 セイワプラテック 京都府 西村 俊紀 山下 洋史 大村 英梨也

333 理工学部機械工学科3年 大阪府 岡山 拓矢 田代 昴陽 見山 大樹

334 MOBITEC-B 愛知県 水籐 稔 藤平 健二 伊豆田 孝昭

335 NUEE 愛知県 田所 幸浩 山里 敬也 大友 佑三

336 DOWNHILL 30th 京都府 服部 陽介 田口 心 三谷 浩平 田中 佑正

337 TEAM YY RIDE 京都府 大田 浩明 菊谷 千昭 野田 富生 蔵本 郁生

338 チームEMBD ブロッカー 三重県 伊藤 彰 河野 啓太 川田 正博 下前 幸康

339 SAGARY rare 岐阜県 桒原 浩司 半田 康彦 今井 陽介 山口 芽恵

340 SAGARY　well-done 愛知県 三野 正貴 川村 雄一郎 加藤 健太 桂川 愛子

341 Y軍団2019 三重県 松永 隆明 前田 恵介 薮田 洸也 矢後 弘典

342 いかわさレーシング 三重県 岩本 拓真 青山 真也 田中 与夢 田中 優宇

343 CHEERS 三重県 北島 和成 堤 慎一郎 松本 成史 三好 健一郎

344 日の出のテーボーズ 三重県 花井 栄司 伊藤 康史 中尾 洋介 石黒 康弘

345 チーム鈴虫 愛知県 阿野 孝利 中里 年男 石原 慎太郎 安東 共喜

346 チーム松虫 愛知県 波多野 信吉 高野 哲生 岡崎 敦 清藤 秀俊

347 チームM-2・A 富山県 小泉 敏一 前瀬 和顕 松田 健太 田中 孝欣

348 チームM-2・B 富山県 竹島 昭一 牧野 真也 鎌倉 信弘 松田 英樹

349 TEAM DEVELTEAD 1 三重県 橋本 憲 岡島 謙治 小島 ケイチ 熊本 淳

350 赤こん君+ 滋賀県 三浦 耕一 河村 彦嗣 川端 章裕 南 英伸

351 AXION 愛知県 磯野 宏希 北村 孔 野村 隆之介 村上 由真 山本 歩夢

352 アピシクリスムクルップ 岐阜県 永山 明 濱島 健太 上野 克彦 高村 慶輔 幸前 孝明

353 関西クラシックレーサーズT 大阪府 中西 泰志 土田 賢一 和田 直之 多田 安男 成田 雅司

354 teamPLALOC 千葉県 土井 正人 尾花 和行 西原 亮 尾崎 晃平 倉橋 明彦

355 チーム・サンライズ 大阪府 中尾 昭彦 東浦 博章 古松 義彦 西村 博志 土方 敦史

356 ハンガーノック 愛知県 渡邊 浩二 神元 和哉 日野 聡一 土田 候輔 南波 勇希

357 S-ride cycling team 三重県 岩崎 秀紀 内藤 孝夫 清水 宏都 宇野 正悟 中西 清和

358 チーム　北勢 三重県 豊田 宗彰 水谷 亮介 八木 亘 服部 真介 伊藤 悠飛

359 うえじと愉快な仲間たち 奈良県 上島 宏文 平井 武士 野畑 直寛 岡本 晃爾 松本 貴裕

360 ぷこなま 愛知県 土井 章嘉 井上 基 濱田 稔 安元 雅己 神尾 峻平

361 Hikers 大阪府 池田 魁 硲 賢也 畠田 康司 田中 聡一郎 日高 祐一郎

362 チームmb 愛知県 塩谷 哲司 柴田 至 村若 想太 井上 和司 井上 恵介

363 チーム絆2019 大阪府 搗本 明弘 辻 和良 津牧 誠 高畑 諒平 細見 智昭 安江 祐治

364 愛LEX･B 愛知県 高木 卓也 中山 大輔 榎戸 敬朗 荒川 賢一 小岩井 仁志 榊原 和也

387 チームH2 和歌山 古川 英和 西 博也

388 やりくぶB 大阪府 伊木 啓一郎 大藪 悠登

389 やりくぶＡ 愛知県 丹羽 佑介 柴田 英幸

390 R&N 神奈川 岩野 桂太 平田 陽一

391 おにやんまＣ 京都府 石原 直紀 辰野 純也 田中 俊輔



No. チーム名 地区 メンバー

392 馬車カフェ 京都府 杉本 将之 別府 賢二 田居 宏隆

393 あんぱっちCC 岐阜県 野呂 翔平 久保田 卓巳 松島 裕哉

394 Neo-Zero A 大阪府 阪田 雅之 伊野波 亮 宮腰 和教

395 AWBL 愛知県 宇山 拓 高須 正利 稲垣 広隆

396 CMDサイクリングサークル チームS 大阪府 菅間 健太 芝野 大樹 花谷 直人

397 CMDサイクリングサークル　チームT 京都府 手嶋 伸悟 田中 良 岡島 悠裕

398 国分遡上トライアスロンクラブ【亀井代表】 大阪府 西村 健一 亀井 秀外 尾崎 哲也

399 奈良大学サイクリング倶楽部Ａチーム 奈良県 藤原 忍アブドゥルラハマン 横田 敦也 新開 大地 久保 陽大

400 おにやんまＡ 京都府 和田 直也 陣野 元嗣 井上 量迪 白井 智浩

401 おにやんまＢ 京都府 細見 直哉 朱雀 寛教 鳥元 皓一朗 亀山 風人

402 OverSeas と仲間たち 大阪府 前田 和範 松田 昌己 斎藤 海渡 永田 空知

403 USB 大阪府 瀬川 大輔 田島 大輝 井下 憲一郎 井下 恒平

404 シーキューブ 三重県 中村 厚洋 赤堀 光春 城田 和幸 山川 淳史

405 大江レーシング 三重県 伊藤 基起 日置 洋一 川添 崇史 川瀬 正孝

406 SAMAスペシャル 三重県 柴田 高幸 梅本 一樹 磯部 秀一 黒木 崇道

407 DOWNHILL team OB 京都府 村田 克己 浴畑 嶺 橋本 悠斗 橋谷 徹也

408 KUCC老害さんチーム 石川県 目黒 敦也 大川 駿 小山 嵩斗 吉田 翼

409 neo zero B 大阪府 家中 達朗 中原 健次 塩月 聖博 嶋田 圭佑

410 TEAM 光 愛知県 舞原 健太 山下 精 吉村 知浩 大塚 佑史

411 チームモック 愛知県 竹内 淳人 一ノ瀬 浩 兵頭 達侑 町本 洋一

412 チーム重政 愛知県 重政 弘明 重政 雄也 佐々木 悠 長谷川 貴大

413 A.C.C.C. 大阪府 佐藤 真吾 濱口 慎太郎 田中 俊雄 渡辺 宏幸

414 ドリームとりあえずF 東京都 酒井 龍一 江連 正弘 町田 敬二 村田 真樹

415 KUCC1回生 石川県 高岡 晃平 向山 侑汰 長利 悠汰 深見 壮平

416 A‘；(・ω・)A‘； 京都府 曽我部 厚誠 藤田 俊輔 谷内 健太 溝口 智貴

417 5連星 滋賀県 今本 幸則 西田 基宏 阿藤 賢次郎 中嶋 好史 二上 貴光

418 Team Ultra Rapid 滋賀県 平田 陽介 西木 亮 南 大介 谷中 佑規 島田 康平

419 ASTACC 三重県 保岡 英一郎 川上 昌司 黒田 栄翼 山下 大貴 服部 正

420 フェアリュクト 愛知県 近藤 祥大 市川 雄規 伊藤 徳康 近藤 高弘 大嶋 勇稀

421 エヌピーフィット自転車部 大阪府 西野 勇平 武藤 正興 村田 剛 小橋 徹治 池田 章

422 CMDサイクリングサークル チームU 大阪府 豊田 晃平 水野 祥博 上原 孝明 甘利 啓太郎 安藤 誠治

423 (・ω・)A‘A‘A；A‘；A‘； 京都府 吉岡 衛 小出 樹 岡本 篤樹 木下 佳祐 中村 弦太

424 team赤ちょうちん 兵庫県 阪井 祐介 北垣 博久 松原 健太 西宇 孝行 田中 基之

425 岩塚with直昌 愛知県 土谷 純 溝口 智晴 小西 一也 多田 涼邪 小堀 快

426 チームスクアドラとまっちゃん　 滋賀県 松下 晋也 松田 健吾 守谷 勇毅 冨田 貴寛 清井 忠幸

427 チームスクアドラと愉快な仲間たち 滋賀県 山口 玄 小川 祐毅 中村 祐貴 國枝 佑一郎 松本 理

428 ピロ@Kiの囲い 三重県 川合 賢人 青木 政典 清水 勝徳 木村 今日生 福島 隆之介 三村 泰毅

429 銀輪ランナーズ 大阪府 小川 博 岡本 洋一 平田 拓也 山田 隆史 瀧本 英玖 甲斐 命

430 ブレーキーズ 愛知県 石山 惠朗 高須 龍司 小段 征司 深谷 浩一 松浦 篤大 黒田 和馬

431 crazy/SODA 大阪府 左右田 航平 吉田 大貴 高見 康平 寺田 裕規 入谷 泰介 篠崎 駿

432 愛知産業大学 愛知県 中出 流石 星野 龍磨 加藤 寛隆 本田 凌 橘 巧真 小池 那豊

433 BASE CAMP 大阪府 松尾 真喜 塚原 淳史 辻 貴博 小堀端 千里 杉本 友美 佐藤 陽介

434 穂ノ国自転車愛好会 愛知県 河合 泰典 片山 剛 高林 正人 山本 悠太 青木 朝飛 加藤 澪志

435 チームスクアドラとベテラン&ホープ 滋賀県 田中 滋規 飯塚 浩太郎 藤田 信輔 白井 寿典 中田 晄輔 山田 祐輝

452 清水兄弟 神奈川 清水 暢昭 清水 寿昭

453 Team Hm-s Naka 三重県 大野 啓介 中 昭雄

454 炎舞@自転車部M&Ｊ 愛知県 山本 有造 松浦 涉太

455 teamBATAO 京都府 高畠 和也 倉島 研人

456 わたりがわ・レーシング 高知県 高木 一成 橋村 金重

457 teamYUZO 奈良県 濱田 隼一 山里 有三

458 チーム大雅ーす 大阪府 中川 尊雄 西岡 圭太

459 @プチョヘンザ 愛知県 野口 浩希 金沢 亮 加藤 昌輝

460 ダイヤモンドダスト 岐阜県 佐々木 将人 三浦 正視 舩渡 秀雄

461 Tatsuyaとチカシと章吉 滋賀県 小西 竜也 小山 親志 岩井 慎一郎

462 Night Team Rokko 兵庫県 大場 拓海 井波 一輝 二井 俊成

463 ストラーダライダーズ ひこにゃん 滋賀県 千菊 道典 桑山 雅行 日比 淳夫

464 神吉だんな～ず 京都府 永田 啓明 木下 大樹 藤原 英明

465 A E O Racing 大阪府 青木 光琉 小倉 伊織 江口 瑞生

466 ベルヌーイの定理 愛知県 松田 侑也 柴田 拓大 長尾 裕一

467 モリタ倶楽部 愛知県 森田 義典 浦崎 啓介 青井 俊輔

468 チーム　いけるいけるA 大阪府 中田 光治 今尾 浩太郎 橋本 隆志

469 ｃｌｕｂＧｉｒｏＡ 愛知県 田村 誠 小瀬木 正勝 渡会 重彦



No. チーム名 地区 メンバー

470 clubＧｉｒｏＢ 愛知県 田淵 マルコス 北村 大介 磯貝 希信

471 clubＧｉｒｏＣ 愛知県 神谷 仁司 木本 晴夫 吉田 博幸

472 プリンスアンドプリンセス 愛知県 杉浦 直也 山口 晃史 増山 貴則

473 GMC CYCLING-1 三重県 渡部 秀樹 佐藤 翼 田島 祐 内田 成美

474 GMC CYCLING-2 三重県 諸戸 英明 小林 紗依 島田 康彬 家城 英治

475 GMC CYCLING-3 三重県 庄村 心 田邉 信 堀江 将太朗 筏井 亮太

476 ひんきゃくレーシング 愛知県 宮田 朋輝 田羽多 勝典 松波 和希 谷口 智哉

477 ターミネーターＲＴ（ターミネックス） 三重県 坂 宣寛 武野 義郎 小池 茂生 藤澤 厚

478 ターミネーターＲＴ（ターミネータ２） 三重県 打田 功 大江 貴幸 服部 秀彦 福本 哲也

479 ＬＵＣＫＹ ＣＡＴＳ 愛知県 中村 雄一 春谷 健一 村瀬 修一 加藤 繁樹

480 team μスカイ 愛知県 加藤 慶祐 大熊 勉 西川 晃貴 鹿島 真也

481 皇學館自転車競技同好会A 三重県 坂本 達哉 平田 大喜 東久保 悠斗 稲垣 充人

482 TEAM AXIS ftko 大阪府 遠山 剛 川端 堅三 古川 武史 奥田 保夫

483 InspireRacingTeam1 京都府 谷野 広卓 入江 一仁 碇 純治 小中 仁志

484 CHARIBOON TEAM ALFA 京都府 米倉 踏青 豊田 海 井上 玲 出雲 裕之

485 CHARIBOON TEAM BRAVO 京都府 播戸 志郎 藤井 貴明 石川 裕紀 木村 宏輝

486 moto_Densa 岐阜県 堀 公人 村本 吉昭 岡田 貴之 大野 茂康

487 マーライオン 奈良県 沼平 茂雄 浦 健太 山本 雅也 敷地 浩樹

488 りんきちＢ 愛知県 吉田 博之 土方 暁彦 坂野 賢治 岩田 朋行

489 チーム　いけるいけるB 大阪府 山本 俊輔 永野 翔 三石 浩司 伊飼 太一郎

490 イエロークリーツ 兵庫県 雑賀 逸平 山際 宏和 澤 智裕 桑田 一郎

491 FUKADA マジリング 滋賀県 島添 雅浩 南 義彦 大西 喜代利 大西 宏 島添 優真

492 BIKE EIGHT 岐阜県 田村 英豊 今木 秀樹 鈴木 清人 木村 幸太 若尾 八郎

493 FJK自転車部 チーム島津 大阪府 淺山 貴宏 近澤 武生 高場 政晃 中嶋 章人 島津 聖

494 FJK自転車部 チーム佐伯 大阪府 筒井 俊博 寺岡 新司 柴田 一馬 大桑 喜臣 佐伯 忠史

495 じゃんだら輪 愛知県 浅野 竜彦 畔柳 敬浩 秋田 徹 石川 雅也 吉賀 正和

496 モニグロードB 大阪府 中川 哲 稲田 太郎 藤村 豪昭 三輪 俊一 西窪 宏文

497 爆漕ペンギン 愛知県 林 祐治 宮地 正人 花井 崇 大矢 敏史 新本 泰史

498 ブルーサンダーズ 滋賀県 津村 香奈 山内 智之 角野 孝幸 小村 哲哉 篠崎 篤史

499 チーム横関松本家 京都府 松本 達哉 松本 誠 松本 亮太 横関 良 横関 英仁

500 Colpide vent 大阪府 赤間 直也 山中 將郁 清水 桂 天満 栄太 篭谷 正也 河原林 一功

501 宇陀サイクルレーシング　アダルト 奈良県 岡本 泰整 片山 仁 自檀地 崇 田中 博之 阪本 泰一 山田 博司

502 愛知産業大学工業高校A 愛知県 安藤 礼騎 加藤 吏波 浅野 浩輝 新美 海太 星野 光紀 榊原 颯

503 愛知産業大学工業高校B 愛知県 上村 竜世 西 涼輔 加藤 大喜 村山 魁 吉田 聖司 正木 力

504 愛知産業大学工業高校C 愛知県 村田 圭梧 大岩 広輝 中野 翔太 住田 宗平 田中 凌央 鈴木 健史

520 ENGINE 愛知県 平嶋 大岳 平嶋 洋大

521 ofa 三重県 真弓 力 大楽 竜也

522 Team中澤 大阪府 中井 貴雄 小野 誉司

523 マウンテン 京都府 山本 良介 山崎 向陽

524 フロントシー 京都府 浅海 健太 前田 能宜

525 鹿児島 鹿児島 木村 涼 林 昌宏

526 青山ペダル 三重県 増田 大介 三木 裕矢

527 チーム宮井 京都府 市橋 剛 宮井 博幸

528 山の田B 愛知県 浅井 直哉 熊谷 和之

529 SLOW SPEED 97 三重県 菊矢 響 世古 眞太郎

530 レモンクラブ 秋特別号 三重県 小田 真輝 鎌田 功一 前田 剛

531 team平松木型エリート どんでん 愛知県 鈴木 修 下山 達也 山田 雄大

532 天理大学サイクリング部1 京都府 瀬能 幸太 黒田 笙太 尾崎 彰吾

533 天理大学サイクリング部2 奈良県 和田 直哉 大崎 拳斗 金沢 涼太郎

534 ホワイトレモネード 愛知県 富永 克士 両国 義幸 山田 晋一

535 キラ技術アスリート 愛知県 杉山 和徳 古木 基大 川合 健一

536 大っきな東組 滋賀県 柳原 正 影山 亮 三上 悟

537 チームBTC 三重県 米倉 広幸 石黒 幹二 堀川 洋平

538 あくりる屋 三重県 西川 幸伸 山口 大輔 粂内 孝行

539 JAFCOだぜ 愛知県 山田 悠輔 塙 洋彰 中山 淳二

540 山の田A 愛知県 寺島 裕二 藤上 和己 池戸 宏

541 MFKBC 兵庫県 福岡 直輝 溝口 佳宏 京極 陸

542 トーマツ 愛知県 越智 鉄兵 等松 太郎 篠原 佑太郎

543 ビワイチ会 滋賀県 駒水 亘 糸魚川 功 田中 正治 村田 直樹

544 ターミネーターRT タマキネーター 三重県 大久保 克哉 篠木 伸次 松田 慎司 玉暉 孝幸

545 Team中澤 大阪府 宮崎 成生 中尾 準二 山路 康稔 春元 康

546 トライアスロンクラブアルファその気 愛知県 坂上 雄一 津山 広和 千種 繁樹 田口 恭輔



No. チーム名 地区 メンバー

547 team平松木型エリート まつり 愛知県 稲垣 基成 谷 彰 丁野 克己 加藤 義隆

548 AZれーしんぐちーむ 三重県 太田 啓貴 神谷 信之介 名和 孝明 清水 裕生

549 滋賀県立大学りんりん 滋賀県 石原 江史朗 辻 和樹 金子 和夢 今村 廉

550 普通自転二輪免許（第２期） 三重県 橋本 雅岳 森本 誠 小寺 清三 伊藤 貴

551 RB3-Z 兵庫県 坂口 弘一郎 坂口 成太郎 柴山 具久 片山 豊

552 RB3-Y 兵庫県 荻野 崇 沖 健太郎 井原 浩二 吉浦 明彦

553 オオニシ・ヒートマジック　大西チーム 三重県 田村 真善 田村 真海 田村 真悠 大西 敬紀

554 オオニシ・ヒートマジック　新子チーム 奈良県 新子 陽平 坂 健司 児玉 竜之 三輪 圭太郎

555 オオニシ・ヒートマジック　鴨宮チーム 静岡県 鴨宮 保雄 内山 達司 西川 一二三 寺口 友也

556 茨木剛田ジャイアンズ 大阪府 奥山 憧吾 小川 陽 遠藤 圭人 菅原 宗一郎

557 上海ちゃりんこ倶楽部 関西支部 兵庫県 原田 義武 前田 幹雄 横尾 健太郎 水谷 洋介

558 地環 大阪府 森 雅哉 原田 翔太 永田 遼 有賀 遼

559 MCC 愛知県 菊地 祐哉 八神 佑輔 岩田 敏紀 岩本 望

560 東海プラントCC 愛知県 百瀬 透 前田 将孝 岡根 稔和 亀村 佳且 中尾 将徳

561 舞洲チャリダー 京都府 田島 尚 重尾 隆之 星野 佳史 田中 政彦 前川 輝吉

562 スチールクラフト 愛知県 平下 大樹 宮崎 一輝 松原 瑞成 満田 隼矢 山田 淳一郎

563 電動自転車チームA 愛知県 下山 泰樹 出羽 哲也 鈴木 智貴 片山 翔太 近藤 泰三

564 電動自転車チームB 愛知県 辻 浩也 中井 康裕 入江 浩司 川村 卓也 中島 光太郎

565 じゃいあんで草 大阪府 佐藤 大之 貝原 匠 中島 紘一郎 飛田 知樹 安國 壮志

566 タートル三重A 三重県 横田 浩 堀内 克真 堀内 佑真 中前 邦彦 山本 英一

567 タートル三重B 三重県 樋口 良弘 櫻井 正己 井上 泰之 村田 智和 夏目 智弘

568 チーム・サイクルショップイワ井B 大阪府 岩井 巧 山田 知章 清水 克哉 木本 実 石井 弘雅

569 徳島ゆるゆるサイクリング友の会 徳島県 鎌田 隼人 山本 伸也 相原 正和 笹原 克哉 西原 和億

570 the dorrows 大阪府 小渕 航平 木梨 公介 藤本 尚希 細見 悠介 中村 謙太

571 EXEDY鋳造 サンダーズ 京都府 荻野 将生 野村 幸一 衣川 源 本城 広樹 大森 和紀 チャンヴァン フン

572 えらにゃあ 愛知県 コイズミ 知也 池田 淳一郎 杉浦 環太 高橋 和磨 高濱 寛太 青山 祐輝

573 スイムバイクランチ 京都府 渡部 晃大朗 前田 凌輔 谷口 白羽 阿部 有希 山本 康貴 山下 陽裕

574 Ultrasonic 滋賀県 岡野 健 伴 祐人 王 裕慶 畠山 拡才 沖田 和孝 松下 智昭

575 おしりスプリンターズ 大阪府 西尾 洋祐 三股 条太郎 小松 秀哉 太田 岳志 宇治 俊也 小林 慎之介

7021 TEAM GARNEAU 大島 和也 古川 裕真 堀江 侑人 佐波古 直仁

7022 チーム ミッキー＆トシ 田村 知 西尾 俊彦 宮田 栄一郎 三木 一起

7023 京都大学自転車競技部 辰巳 寛明 岩見 悠磨 松山 涼 新谷 匡史

7024 輪人レーシングチームB 大阪府 小原 史郎 中野 雅由 高野 誠一郎 高野 吉裕 向井 利之

7025 B r e z z a M o l l e - F 花田 康 東堂 稔 佐々木 博之 寺田 奈世 元永 恵子

7026 B r e z z a M o l l e - O 才名園 剛 中野 尚志 村下 圭 野口 盛明 藤岡 伸一

7027 O s a k a G o w e s T - 2 BAYU SETYO UTOMO DWI PAMUNGKAS THOPA SYAIBANI HUDA RUDI ISTANTO

7028 輪人レーシングチームA 大阪府 末廣 正治 十場 浩弥 清水 雅紀 神本 青門 足立 俊樹 鷲田 佳大

7029 O s a k a G o w e s T - 1 Yuyun Kamhayun RUDI HERMAWAN ASRIYADI SUBARU ABDUL MUSTOFA ICHWAN JOESOEF NOVRIYAN BUDI

7030 O s a k a G o w e s T - 3 Mirza Nurhidayat ASRIYADI CHAHYADI 養會 謙一郎 和田 嘉之 駒田 かすみ 井上 力夫

7034 WAKO'S 中村 誠 豊田 勝徳 中井 雅路


