
No. チーム名 地区 メンバー

1 AGUCC5 愛知県 荒井 涼太郎 門奈 良樹

2 AGUCC6 愛知県 篠田 辰哉 伊藤 政宗

3 Nerebani M40+ 愛知県 小宮 真一 飯尾 佳高

4 ミルキーウェイ和歌山 和歌山 小林 孝臣 岡崎 由幸

5 Nerebani Ｋ2 愛知県 河田 耕作 笠井 雄太

6 チーム愛学祭 岐阜県 森下 裕之 森下 統矢 明神 健太郎

7 チーム傾奇者 和歌山 佐々木 茂夫 佐々木 秀次 佐々木 順平

14 TEAM GO CYCLE 3 愛知県 溝川 靖之 島倉 祐司

15 TEAM GO CYCLE 1 愛知県 田中 義寛 Elia Giacomo

16 TEAM GO CYCLE 6 愛知県 中村 剛 壁谷 憲彦

17 チーム山は嫌い 京都府 鈴木 俊哉 前田 記寛

18 TEAM GO CYCLE 5 愛知県 菱田 康二 柴田 優美

19 TEAM GO CYCLE 4 愛知県 青木 一郎 林 隆嘉

20 TEAM GO CYCLE 2 愛知県 羽田 正純 成田 長男

21 TEAM GO CYCLE 7 愛知県 田上 美和 鷹羽 克巳 鷹羽 ルリ子

22 俺達のマイヨジョーヌ 三重県 斎藤 嘉之 水野 学 宇山 修二

23 シンメイ 愛知県 稲熊 豊 藤本 博之 山西 一也

26 Team CTI 愛知県 平野 智久 柳楽 和広

27 貧脚の会B 滋賀県 高橋 智和 東 慎一郎

28 Team CTI 愛知県 岸 伸司 宮島 大輔

29 Team CTI 愛知県 上杉 基法 松井 健太郎

30 ズングリーズ 愛知県 竹内 光司 高崎 良雄

31 シミちゃん 奈良県 中 秀之 清水 宏紀 尾張 辰弥

32 名古屋ちょい乗り 愛知県 鍛治梁 敏明 角谷 貴史 白井 敬一

33 永ちゃん 奈良県 土田 真一 永島 凌太 政本 盂士

38 Canon 愛知県 植村 将紀 近藤 那樹

39 キラ技術 愛知県 杉山 泰輝 藤田 孝則

40 POP 京都府 俵坂 昭範 寺岡 拓冬

41 チームエルモ 岐阜県 三宅 常晴 渡邉 浩幸

42 NTチーム 兵庫県 田村 徹 中川 達夫

43 建労四日市青年部 三重県 北川 智之 矢田 佳大 伊藤 隆史

44 JVBA 大阪府 藤田 哲也 熊野 雄介 三木 知寿恵

49 スポーツやろうよ！ 大阪府 野澤 毅留 宝谷 佳昭

50 ぶりばり～ず 愛知県 大野 雅之 宇佐美 誓一

51 チームYo!Q'n? 京都府 辻井 清悟 安田 勝典

52 ちょっとニュートラル 愛知県 金兒 修二 中洲 利基

53 ちょっと東浦 愛知県 長島 剛宏 赤川 太造

54 numcc 愛知県 大河内 優 山本 英樹 松原 圭吾

55 ちょっと転がし屋 愛知県 河合 駿佑 鬼木 良和 伊丸岡 和広

56 コンドウレーシング 愛知県 市村 錬太郎 近藤 大策 塩島 明穂

60 TOTEC４６８ 愛知県 小林 卓馬 田中 颯馬

61 SAKAI☆RACING 三重県 平沼 太郎 北岡 主成

62 ななし 大阪府 大城 広之 河出 豊

63 勝川登山部 愛知県 大掛 整 大掛 香織

64 アイシン高丘 工機1 愛知県 坂野 公治 今井 雅弘

65 アイシン高丘 工機2 愛知県 野中 慎吾 井下 博一

66 Team岡田 岡山県 岡田 浩太 高倉 正善 梶浦 智行

67 TOTEC468 愛知県 竹田 格成 松永 文明 湊原 正司

68 V.C.NEKOGAHORA 愛知県 長谷川 智 塚本 英二 大藪 浩昭

71 有機EL 東京都 荒木 将 菊谷 拓未

72 ハブだいなもん 愛知県 岡崎 祐也 越川 祐斗

73 Fukuda Majiring 滋賀県 森 滋彦 森 風宝

74 Team とまと 三重県 古川 伸一 古川 大和

75 アームズ レーシング 滋賀県 小松 宏哉 小松 楽

3時間ロード/チーム　スタート/10:04　ゼッケン色(赤)　70チーム



76 Team  matushira 大阪府 白井 稔 松島 順也

77 前畑精機サイクリングクラブ 愛知県 田村 祐一 倉田 幸彦 藤村 直樹

78 S1neoFlowCyclingTeam 岡山県 長谷川 真也 松波 和希 田中 義士

79 team「やす」 三重県 安田 勝浩 浅野 修功 錦織 義哲

81 La Tartaruga α 京都府 中井 裕介 西本 尚弘

82 La Tartaruga β 京都府 青木 拓也 佐々木 隆

83 エネゲートA 京都府 宮原 良一 舩岡 篤史
84 HaruToshi42 愛知県 小笠原 利之 林 治樹

85 エネゲートB 京都府 竹村 光市 山岡 守

86 CAT R&M Rチーム 大阪府 尾崎 祥太 尾崎 雅人 島田 征季

87 チームTNY 愛知県 山城 啓秀 中田 幸二 田中 智浩

92 NCFD 愛知県 関口 浩平 坂上 嘉則

93 NCFD2 愛知県 角田 茂洋 松本 航平

94 豊橋youth 愛知県 吉田 圭吾 吉田 翼 四宮 世雄

95 サビアンコーキ第2世代 愛知県 平松 晃樹 杉浦 克典 種田 繁人

96 NCBC 京都府 奥田 喜昭 布目 拓大 佐藤 大輔

No. チーム名 地区 メンバー

8 MIVRO Osaka 大阪府 後藤 敏彦 後藤 郁恵

9 MIYU with KK 愛知県 金澤 健児 岩下 みゆき

10 JVBA 大阪府 中井 のりこ 小林 一美 姫野 真吾

11 JVBA 大阪府 渡邉 和夫 領木 和也 鷲尾 直美

34 BLUE SKY 奈良県 亀井 友樹 亀井 由美

35 ぴっとレーシングチーム 愛知県 榊原 輝昭 榊原 由貴子

45 S&R Team 福井県 Takezawa Rafaela Seki Jose

46 ダブルインナー3 三重県 柳瀬 麻美 池内 理恵

47 三重県建設労働組合四日市支部 三重県 西川 和美 井上 紀美 藤村 朱李

57 瀬玲菜 岐阜県 長谷川 禎英 長谷川 真視子

58 PITTORE 愛知県 木下 誠一 木下 ミキ 木下 凌雅

69 Life Ride ポタリング部 兵庫県 田中 政一 田中 美幸

88 チームのろのろダックス 三重県 広瀬 閥 広瀬 優里

89 BBS 愛知県 大野 匡史 齊藤 勇一 藤井 夏子

90 CAT R&M Mチーム 大阪府 尾崎 親史 尾崎 麻子 尾崎 千尋

97 チーム八百津1 岐阜県 上野 なみ 山崎 英煇

98 チーム八百津2 岐阜県 井戸 充紀 高田 優介

No. チーム名 地区 メンバー

12 チーム イイムレ 愛知県 飯牟礼 貴志 飯牟礼 悠斗 飯牟礼 令子

13 チームＴＥＳＫ 愛知県 柳瀬 剛志 柳瀬 詠美子 柳瀬 壮志

24 ぴっとレーシングチーム 愛知県 井上 大我 井上 寿里 井上 颯人

25 kt.fam 愛知県 加藤 令子 加藤 誠也 加藤 岳斗

36 ちーむどい 愛知県 土井 章嘉 土井 園 土井 直輝

37 Kramoto Cycling Club 京都府 藏本 郁生 藏本 楓 藏本 ミキ

48 つうばいつう/イオゾウ 大阪府 五百蔵 雅之 五百蔵 佳代 五百蔵 博之 五百蔵 賀之

59 森下家 プロ チャイクリング チーム 三重県 森下 直樹 森下 綾乃 森下 圭祐

70 Shibadogs 岐阜県 柴田 兼志 柴田 理沙 柴田 知和

80 山川荘 大阪府 山川 勝己 山川 宣恵 山川 大介

91 グランディーオ 愛知県 倉谷 一哉 倉谷 千夏 倉谷 侠俐 倉谷 希輝

3時間男女混合/チーム　スタート/10:04　ゼッケン色(赤)　17チーム

3時間ファミリー/チーム　スタート/10:04　ゼッケン色(赤)　11チーム


