
No. チーム名 地区 メンバー

201 松邨柔道クラブ 愛知県 松邨 優一 松邨 浩樹

202 可児市バイシクルガーディアンズ選抜部隊。 岐阜県 佐藤 一也 徳久 武志

203 「中山さん家のリュージくん」 奈良県 中山 宝洋 大倉 隆慈

204 S61入団同期会 大阪府 松崎 大助 児子 智浩

205 Nerebani WET 岐阜県 水井 悠都 楠本 宏樹 加藤 辰之介

206 AGUCC1 愛知県 松木 岳斗 宮本 穂生 鈴木 颯一郎

207 AGUCC2 愛知県 青木 辰海 坂口 太一 坂井 嵐

208 AGUCC3 愛知県 鈴木 侑生 小杉 純矢 富塚 創太

209 AGUCCチーム4 愛知県 江口 諒 渡辺 翔 上島 瑞生

210 AGUCC7 愛知県 落合 健太 鈴木 修斗 杉山 由樹

211 Nerebani DRY 愛知県 加島 崇史 中野 圭 神田 武彦

212 チームＴＳＹＳ 愛知県 鳥巣 泰弘 松平 健一郎 加藤 正重

215 チームなかがわ 愛知県 深谷 宗人 横井 友和

216 Team おにぎり 三重県 上田 茂樹 渡邉 誠

217 ちいむ さいくりんぐ 三重県 奥山 善明 今井 俊治

218 堺筋S&C 大阪府 渡邊 和尊 林 克久 穴井 圭介

219 SMA 三重県 森 大作 堀内 俊史 高嶋 義典

220 貧脚の会A 滋賀県 永井 信 福地 宏晃 林 孝紀

221 アピシクリズムクルッブ 岐阜県 上野 克彦 高山 和樹 清水 聡

222 white jack 滋賀県 前川 圭介 犬井 健太 大橋 宣之

223 シュント・レースデビュー 大阪府 徳村 拓也 田島 優二 前島 舜斗

229 ビヨンドのまさまこ 奈良県 山下 将司 当天 誠

230 RVW1 京都府 松田 清孝 足立 智輝

231 チームREO 三重県 草野 裕之 草野 公宣

232 CCH ドライ 三重県 馬場 剛志 湯浅 正啓

233 Team らいすぼーる 三重県 遠藤 雅人 佐藤 淳一 竹澤 貴則

234 KDCチームA 愛知県 西田 善紀 西田 紘将 下田 隆史

235 MCC TSR zonda 大阪府 前川 克倫 藤野 茂樹 西村 巨弘

236 KDCチームB 愛知県 松原 康晴 今尾 幸太郎 三浦 治郎

242 チームらっちょ 愛知県 枝吉 拓 植田 尚也

243 Louis Karneau 大阪府 高田 光 平元 耕司

244 RVW2 京都府 広岡 豊 片山 長和

245 LOUIS KARNEAU Bチーム 大阪府 近藤 有哉 加藤 直孝

246 LOUIS KARNEAU Cチーム 大阪府 藤原 哲也 柴田 敏寛

247 シーテック自転車部 三重県 垣崎 徳宏 新美 剛直 酒向 孝嗣

248 はいかんラインチェッカーズ 兵庫県 長濱 智彦 平田 舞人 小澤 貴

249 ぷらんとコンストラクターズ 兵庫県 近藤 耕平 松下 貴司 德岡 篤

250 team HKS  A 三重県 高井 英行 藤岡 一成 近藤 充博

251 チーム名古屋A 愛知県 橋本 幸治 砂田 竜男 渡邊 和明

252 チーム名古屋B 愛知県 神戸 篤志 安藤 太郎 砂田 竜男

253 team HKS  B 三重県 平野 利男 佐藤 栄治 坂井 孝治

256 チーム脱走犬TV 愛知県 鈴木 和也 青木 天祐

257 匠 大阪府 山岡 國夫 桒原 寿子

258 チームスピードスター若 大阪府 磯元 耕一 大谷 清隆

259 スズカファイナル 三重県 入江 茂 中島 勝巳

260 のんびり隊 愛知県 中嶋 元 田村 健太郎

261 SSF 愛知県 杉浦 潤 鈴木 竜也 古川 壱稀

262 高須と愉快な仲間達 三重県 大久保 克哉 高須 正利 近藤 修

263 Team.ゴリファイア 三重県 金谷 大起 山本 晃生 山本 洋平

264 たつっきーと愉快なおっさんず 奈良県 島田 聡 福澤 信二 島田 樹

265 あくりる屋 三重県 米沼 茂人 高崎 研二 稲垣 基弘

266 ヤマシゲかめさんTMN 愛知県 田中 靖昭 松尾 透 野口 祥夫

267 ウィルヘル 岐阜県 福地 祥晃 田邊 勇司 目加田 健次

269 team HIOKI 三重県 日沖 一圭 日沖 伸洋

270 チームスポラ高石 大阪府 石川 亮太 池側 純司

271 ウィルヘルスプレー 岐阜県 曽我部 紀行 岩津 晴彦

272 ツール・デ・フェローズ 愛知県 河合 大輔 稲垣 尚則

273 S1NEOFLOWCYCLINGTEAM 岡山県 河合 樹 有馬 竜太 中山 雄太

274 チームORT 三重県 荻野 徹 小川 修 竹中 諒

275 アマガス 三重県 南雲 駿介 長神 雄三 有永 岬

276 中堅ステム 兵庫県 竹中 宏司 山下 和也 福西 聖文
277 チームKTM 三重県 西尾 宗仁 柑子木 一彰 弥富 貴宏

282 InspireRacingTeam 京都府 谷野 広卓 山本 孝志

283 B-DASH ω 京都府 仲野 嘉信 中條 隆之介

4時間ロード/チーム　スタート/10:02　ゼッケン色(青)　96チーム



284 B-DASH γ 京都府 小椋 信弥 丹羽 達也

285 KYB 岐阜県 渡邉 哲彦 井口 克彦

286 エルB 三重県 宮澤 裕樹 中村 淳 北川 茂誉

287 チームBTS 三重県 後藤 孝明 里地 洋輔 中村 拓真

288 エルA 三重県 新庄 忠信 岡田 貢一 清水 一矢

289 チームたかあき 三重県 堤 浩二 栗本 素材 澤田 洋輔

290 うずらバレー絆 岐阜県 赤堀 光春 赤堀 匠海 小川 太一郎

291 BSCU2 愛知県 横田 耕一 松本 良史 古田 浩久

292 エルC 三重県 井上 薫 早崎 寛治 池村 斉

293 IWT RoadTeam 大阪府 岩田 弘之 岩田 晋弥 岩田 光平

295 渋川高校2年3組自転車同好会 石川県 湯本 拓也 野口 大樹

296 K-bro 愛知県 加藤 景政 加藤 宗紀

297 チームK 大阪府 河合 和紀 高田 岳

298 森野金子 滋賀県 金子 凌太郎 森野 晃司

299 ssrtロードバイク 滋賀県 田中 慎司 森 貴章

300 ハンドル握らずジョッキ持て 石川県 岩﨑 壮志 糀谷 壮真 大前 健人

301 その手は桑名の焼蛤 三重県 中村 寛昭 柴田 秀明 水谷 秀樹

302 Team T/K 東京都 富田 貴裕 国分 毅 川北 晃平

303 TEAM OYAJIKARA1 兵庫県 徳 孝一 柴谷 雅也 大久保 泰介

304 Team EQUINOXE 埼玉県 熊田 久富 石川 泰崇 山岸 悠宏

305 リョウスケとユウキ＋1 愛知県 山田 芳之 山田 亮祐 鈴木 優紀

308 趣味はキャンプです 愛知県 足立 拓斗 小山 竜一

309 Team G 大阪府 中西 正哉 鈴木 健介

310 team60s 滋賀県 松本 真人 吉田 典行

311 チームYY 京都府 菊谷 千昭 大田 浩明

312 ガールズのしもべたち（MS97） 三重県 加藤 功也 高山 恭彰 天春 雄也

313 伊勢卍宮川 三重県 古川 丈裕 角田 航 海野 泰介

314 かめレーシング 愛知県 高橋 侑也 小林 勇太 小野寺 進悟

315 ナルとピー 三重県 鈴木 辰典 飯田 豊 和田 成仁

316 かつらぎ 大阪府 土井 拓磨 長野 正和 光山 善規

317 cycle同好会NHK 京都府 平野 宗利 田中 ヒロキ 中川 友則

318 500mile 大阪府 西 良典 谷口 信志 阿部 雅史

No. チーム名 地区 メンバー

213 マリちゃん＆マンちゃん 奈良県 萬木 啓介 辻之内 真理

214 ミズノサイクル部V 奈良県 澤田 佳世子 田代 茂 宮田 美文

224 team reef 滋賀県 川分 敏成 川分 智子

225 NORUFU 滋賀県 古野 和行 古野 美穂子

226 Muddy Wakayama 和歌山 本田 憲一 前田 潤 伊藤 あすみ

227 Team Tea Break 愛知県 武市 憲典 石垣 将紀 石垣 有希

228 U.D.R.C 大阪府 高松 弘樹 松村 勝 高岡 由美子

237 ＫＳＳＯ 大阪府 濵﨑 千佳子 濵﨑 淳

238 CCH レモン 三重県 中里 文昭 冨田 君代 酒井 健太郎

239 ぱんだーに 三重県 清水 和信 伊藤 貴成 飯田 千恵

240 愛LEX･A 愛知県 豊田 幸三 中山 大輔 中山 恵美子

241 愛LEX・B 愛知県 長沢 信雄 柴田 かすみ 杉山 由美子

254 LOUIS KARNEAU Dチーム 大阪府 加納 由子 加藤 真理子 若林 千里

255 ダブルインナー4 三重県 大橋 桂太 坂井 浩司 西村 亜由美

268 BWR 愛知県 大竹 秀樹 大竹 ゆうこ 乾 英介

278 イシカワさんち 岐阜県 石川 琢也 石川 里子

279 ニャアアアン！ 岐阜県 篠田 健太郎 篠田 千鶴 篠田 和優

280 とりあえずF+ 東京都 村田 豊 江連 正弘 安達 千香子

281 SD26 愛知県 今井 英樹 松田 健介 奥村 弥生

294 京おんな 京都府 田中 まさき 柳澤 麗絵

306 ゆらリンちょ 愛知県 高橋 知洋 肥後 和好 柿田 ひろみ

307 TEAM OYJIKARA2 兵庫県 菅 衣代 菅 暖 津田 泰行

319 バルバクラブハクサン 石川県 表 寿史 八幡 富美代

320 Wave 愛知県 齋藤 雅子 齋藤 剣 齋藤 悦司

4時間男女混合/チーム　スタート/10:02　ゼッケン色(青)　24チーム


