
No. チーム名 地区 メンバー

43 GEBAGEBA Bチーム 福井県 五十嵐 紀生 寺島 俊一郎 橋本 博信 駒沢 江利子

44 チーム☆きらりん 三重県 榊谷 幹雄 吉良 裕代 村松 敦子 山口 靖

45 絶景のんびりサイクリング倶楽部 Bチーム 三重県 吉田 正義 西江 修一 林 あゆみ 丸田 麻衣 麦山 裕之

46 チーム☆みねもん 三重県 嶺山 万紀子 出見 京子 三宅 光章 菊地 靖 服部 高利

47 YCC 大阪府 中野 智弘 沢田 昭夫 岡 将人 紀國谷 直司 濱田 祐子 掛川 貴

86 Team SBIS 大阪府 国本 勝彦 塩見 木綿子 渡邊 範将 小尾 裕志

87 スポーツサイクルナチュラル　Dチーム 京都府 笹本 弘之 谷口 嘉彦 谷口 千晶 野村 優一

88 クロこっこ（クロ） 愛知県 池田 和美 大谷 明広 佐藤 渓 熊澤 篤 本間 ひかる

89 三味線Racing 三重県 後藤 浩伸 安田 信次 中村 拓真 荻野 徹 楠本 宏樹 山際 和加

90 TWOCYCLE 静岡県 樋口 智紀 岡田 貴敬 長谷川 剛士 本間 康夫 佐原 一成 岡井 詠子

91 クロこっこ（ザキ） 愛知県 山崎 見奈 伊藤 宏明 田原 健吾 北村 美有 山本 侑美 高橋 佑輔

129 ちーちゃん＆やっちゃん 愛知県 畔柳 保彦 畔柳 千津子

130 えきCYCLE【A】 愛知県 中嶋 貴 安井 裕司 富川 美也子 橋本 裕之 河合 昭彦

131 自転車走業 三重県 村山 直行 森 大介 吉武 康史郎 堀田 智子 加藤 徹

132 御神木背負う美魔女と下僕 兵庫県 山田 佳子 長谷川 育代 高藤 亜希子 山田 弘美 田中 清貴

133 えきCYCLE【B】 愛知県 佐々木 郁麿 佐々木 裕太郎 舩橋 和裕 舩橋 実由 小島 匡貴

134 Crazy train R 愛知県 塚本 憲治 小川 陽一 江良 伸明 酒井 洋明 水谷 優 塚本 千恵子

135 チャリンコあるある早く言いたい 大阪府 久保 竜哉 久保 美香 宮地 徹 森蔭 美幸 西村 美紀 櫻井 秀雄

136 zozozo 愛知県 片山 智 中井 良次 中西 真一 小島 健 澤本 綾乃 古田 家基

174 央←アキラと読みます！ 三重県 坂口 央 坂口 尚子

175 サイクルヒーローB 兵庫県 赤尾 啓太 田中 詩麻 小島 大志

176 キャットモンチー 大阪府 木谷 雄一 木谷 絵利 常深 良平 島田 敏臣

177 チームコスモ1 愛知県 石原 誠 毛利 綾子 石見 峻瑛 山田 宇宙 木村 陽仁

178 チームゴリゴリ 大阪府 吉川 拓樹 山本 菖子 糸井 康平 加納 龍成 辻本 椋真

179 グリル梵 奈良県 野澤 友秀 井野 好克 二井 靖之 伊東 雅紹 高宮 睦子 白川 満

180 ３丁目のモビー★ピット 愛知県 平野 晃司 白石 道隆 野地 翔太 木下 誠一 木下 凌雅 市川 歩

181 PLOTWORK 大阪府 田村 常之進 杉村 泰彦 藤井 昌晃 東野 真知 増田 菜桜 弘川 沙樹

182 レディース+αチーム 愛知県 酒向 貴子 佐野 悦子 尾﨑 由布子 平田 敦子 古賀 靖 西田 清紀

222 ロールケーキ 岐阜県 中本 昌代 中本 浩一

223 チームまふ 岐阜県 石井 鉄也 高橋 尚文 大谷 朋子

224 BEEREN team CCC 兵庫県 堂本 玲二 八島 保子 城戸 幹雄

225 水すまし 三重県 増田 繁樹 植谷 勉 佐波 敏英 中川 勝子

226 チーム翁と愉快な仲間たち 京都府 冨田 圭介 麻田 潤 堀江 つかさ 坪倉 正明

227 関ぽたTeam B 奈良県 三科 伸次 畠山 有里 渡部 典子 鷲見 晃一 鷲見 稔子

228 神戸国際Cycling Crew 兵庫県 神谷 努 成田 葉子 坂田 能子 福島 康洋 稲木 翔一 中村 勝

269 GUELL NARA C 奈良県 木口 智明 坂本 泰章 川田 純一 三井 かおり

270 みの輪ズ 東京都 筒井 清志 筒井 千里 筒井 一成 山中 明星

271 関ぽたTeam D 奈良県 西田 宜幸 宮崎 哲 平田 昭夫 中谷 博子

272 京ecocityズ 滋賀県 山根 達也 岡本 賢吾 奥村 翔 白須 萌 福本 えりか

273 Team 高円高校２期生　鈴鹿走り隊 奈良県 佐野 和則 吉岡 大 大井 光夫 今井 裕介 小倉 和子 米田 昌彦

311 関大トライアスロンさわやか（意味深）支部 大阪府 鎌野 渓太 奥山 青葉 丸小野 永寿

312 関大フレッシュサイクロン 大阪府 土田 陸雄 滝尻 真央 古谷 陽弥

313 クロアチアからの圧 大阪府 室伏 絵里加 坂本 凱哉 市園 真瑚

314 池袋サンデーライダーズ/チームA 埼玉県 河田 礼美 山田 剛 安達 浩子 多久和 紀行

315 打ち上げはやっぱり焼肉だ！ 東京都 牧野 久巳 高橋 学 鳥海 和歌子 宮内 徹

316 ＺＩＰＰＹ　ＯＢ・ＯＧ 大阪府 河野 哲寛 北村 正憲 柳田 佳奈江 児嶋 博徳

317 射撃部+１ 三重県 池内 陽介 阿部 紀男 川中 憲彦 高橋 宏典 高橋 尚枝

318 池袋サンデーライダーズ/Aチーム 東京都 井澤 粹 野中 未央 荒瀬 圭依子 岡村 隆次 岡村 由美子

319 八代レーシングチーム 大阪府 友田 義昭 臼井 剛 大持 秀康 吉田 信夫 杉山 睦子 堀 隆史

320 NUCC S-WEAKS 愛知県 羽原 輝 北原 拓海 高木 翔平 櫻井 拓弥 長谷川 咲希 鈴木 大登

369 ＦＳＲ 千葉県 小名木 克仁 小名木 聡子

370 Bicycle Planner 大阪府 酒井 宏典 酒井 綾乃 久保 遼典 恩田 勇輝

371 チームEMBD アタッカー 三重県 源 隆史 小林 正樹 荒山 周一 荒山 千佳

372 チームM-2・D 富山県 坂井 佑介 荒木 充雄 本田 大樹 松田 美紀子

373 TEAM DEVELTEAD 2 三重県 中本 吉彦 瀧永 浩一 南 進一 近藤 知美

374 ◯コロコロまーくん◯ 岐阜県 田中 正一 柿田 裕美 肥後 和好 辻 正明

375 岐阜化学工業 A 岐阜県 上野 真理 田上 智也 中村 修 天池 京太 土井 伸晃

376 岐阜化学工業 B 岐阜県 上野 弘 鈴木 和則 篠田 健太郎 佐々木 由美 上野 雅子

377 関西クラシックレーサーズM 大阪府 瀧本 憲治 水野 文子 栗林 直樹 羽山 哲雄 山本 幸良

378 チームM-2・C 富山県 庄司 識人 金子 博文 吉野 駿太 江尻 歩望 牧野 佑奈

8時間男女混合　スタート/8:00　ゼッケン色(白)　111チーム



No. チーム名 地区 メンバー

379 SWANS 大阪府 大見 祐太 大見 泰子 中村 雅也 千々岩 彩音 根元 大

380 ST Mary for Crazy 兵庫県 石黒 新悟 山下 敏和 高橋 慎一 早稲田 真利亜 松村 七海

381 TRC　Roadie 徳島県 藤河 周作 髙瀨 広詩 田上 友希 友竹 絢美 新名 大介

382 TEAM QUEST nisshin 愛知県 近藤 嗣恭 橋本 考司 寺本 重一 渡辺 泰明 大平 早織 鈴木 君枝

383 チャリンカーズ2 三重県 谷田貝 純 林田 有樹 畑山 蔵 上田 眞 伊藤 詳子 永戸 輝明

384 加賀温泉おもてなしライダーズ 東京都 高辻 貴嘉 金井 良樹 林 純也 貫場 友介 折戸 真澄 増田 英行

385 プンプンレーシング 大阪府 前嵜 祐介 西岡 岬 中内 雅人 岡田 賢二 中沢 美優 馬場 英次

386 愛LEX･A 愛知県 村上 孝志 柴田 かすみ 豊田 幸三 中山 恵美子 武田 幸弘 中山 由美香

437 たくあん 愛知県 水野 貴之 水野 よし子

438 仮面夫婦 兵庫県 島 信勝 島 沙耶加

439 Team-554 大阪府 彦坂 渉 福西 淳司 鈴木 雄太 鈴木 まゆ

440 りんきちA(waowao!) 愛知県 浜中 沙織 加藤 拓真 橋田 泰伸 安藤 吉幸

441 中村一家 愛知県 林 貴志 高島 名津美 山田 智善 酒井 勇斗

442 BURRS1 愛知県 仁田尾 聖也 浜山 武士 浜山 瑛大 岩井 遥那

443 BURRS 2 愛知県 伊藤 槙梧 高橋 和裕 名倉 まどか 林 謙治

444 FPCO 東京都 鳥越 秀志 安藤 淳 奥山 和 小林 裕平

445 CMDサイクリングサークル　チームM 大阪府 辻本 雅章 田附 喜水宏 松島 承民 久冨 慶之

446 ミストラル 大阪府 川崎 健一 川崎 心温 岩田 和博 有屋田 新吾 山下 俊祐

447 ピロ@home 三重県 藏原 義人 今瀬 広祥 猪熊 彩 小川 拓也 永長 諒 茶谷 有哉

448 もこもこサイクル 愛知県 所崎 出 鈴木 敦史 矢口 政広 横山 和也 鈴木 陵太 安井 愛

449 チームリコプロ 大阪府 朝田 龍生 河田 真沙登 大木 康寛 鈴木 瑞葉 嶋田 智徳 安福 洋徳

450 KUCC2回生 石川県 上原 大典 槇 海翔 福田 拓洋 金田 雅生 中橋 徳子 森屋 羽瑠雅

451 チームスクアドラとビギナーズ 滋賀県 東 雅幸 宮川 美和 井野 雄洋 中川 啓喜 南 昭宏 小林 良樹

508 炎舞 愛知県 辻村 剛 辻村 知佳

509 InspireRacingTeam2 京都府 奥村 正幸 伊藤 友也 横田 聡 金城 しずえ

510 自転車何kmこげる？ 三重県 内田 了太 内田 侑太 山中 俊介 小倉 優加

511 りんきちＣ 愛知県 藤村 勝洋 龍孫 眞啓 岩尾 佑里恵 飯田 裕子

512 モニグロードA 大阪府 藤原 達也 三木 康祐 大坪 孝行 桜井 朝子 内村 仁

513 モニグロードS 大阪府 和久田 勝 原田 栄三 原田 恵子 荒井 善也 佐野 隆雄

514 モニグロードα 大阪府 山崎 佑介 木田 かおり 坂田 香 木村 忠彦 山口 正浩

515 モニグロードβ 大阪府 井上 彩 覚音 紗知 塚田 正美 中西 康恵 葛西 輝彦

516 モニグロードγ 大阪府 駒井 將之 太田 厚美 富永 卓也 田中 和美 藤川 淳史

517 TEAM VAG 東京都 安松 青葉 小川 颯斗 佐々木 彩乃 江成 みなみ 花岡 秀吾 藤部 武文

518 EGOIST 東京都 野村 彩夏 平林 毅郎 大浦 直繁 甲斐 瑠夏 奥村 悠平 山本 築

519 日体大OBOGもっこりーず 東京都 孫崎 虹奈 原 恭平 藤沼 勇輝 阿部 嵩大 福家 脩平 飯田 健太

579 Team中澤 大阪府 仲田 幸司 大谷 知子

580 梅林ベアーズ 岐阜県 苅谷 重晴 古田 治美

581 team Ryo 京都府 中井 徹 中井 京

582 出張バーベキュー湖人 京都府 山木 裕也 山木 瑞歩 岸本 勝利

583 容器屋さんの自転車倶楽部 大阪府 藤田 貴浩 村上 洋 谷 弘志 風巻 有里

584 シマノドリンキングごちゃ混ぜ 大阪府 松谷 一範 駒田 通明 鍛治 功 池田 ゆめこ

585 RB3-X 兵庫県 小谷 玲美奈 小谷 博 宿谷 匠吾 松野 幸泰

586 トライアスロンクラブアルファ本気？ 愛知県 枡田 貴理丸 佐藤 圭一 坂上 悠基 高田 光 三上 和海

587 HAMMERHEAD 大阪府 渡辺 佑樹 渡辺 佳織 久木田 真一 織田 修 宇都 梢

588 チーム・サイクルショップイワ井A 大阪府 阿辺 真也 石塚 英樹 石井 大資 西尾 敬子 榮永 茉利

589 TRC RS 愛知県 橋本 玲 野呂 武志 中西 啓太 平瀬 遼 谷知 知大 若杉 圭佑

590 Team Sunpower 大阪府 久保 雅敬 倉石 哲也 大矢 和男 大矢 るり子 盛 佐輔 喜多 清和

591 N-TRIDE 大阪府 跡田 学 向田 晃輔 大西 貴紀 中嶋 朝哉 北谷 聖子 高野 康子

7031 デマルキ京都 前田 修児 前田 久美子 前田 一

7032 きゅうべえ 捶井 秀子 阿慈知 美沙緒 合田 啓一朗 園尾 京子 山田 浩基

7033 つじトレーニングジム 辻 力 坂本 一男 栗田 万生 木村 亜希子 藤原 里絵子


