
No. チーム名 地区 メンバー

401 大見家 埼玉県 大見 祐太 大見 泰子

402 チームCTL（大阪） 兵庫県 津崎 純一 沢野 敏博

403 コウキンTL 三重県 尾崎 喜久 上東 朋寛

404 チームCTL（東京） 兵庫県 清水 大輔 岩藤 一将

405 YAOTON 大阪府 中村 昌樹 大和 弘忠

406 Krone Zwei 岐阜県 佐村 健一朗 秋葉 純也 井戸田 直樹

407 Krone Drei 愛知県 舘 友裕 大林 新 中山 大輔

408 ストラーダひこにゃん 滋賀県 千菊 道典 桑山 雅行 日比 淳夫

409 カワサキ マーキュリー 大阪府 比嘉 敏夫 武田 周作 五島 雅幸

410 チーム サイクル&ラン 神奈川 越地 幸一 大谷 明広 上野 茂徳

411 鹿に感謝 京都府 佐藤 樫 白濱 蕉馬 池田 佑麻 岩村 大樹

412 蓬莱のエルモア†XYLITOL† 広島県 植野 拓馬 木津 光太郎 柴田 治樹 杉田 一朗

413 R.N. 黒瀬直邦 愛知県 岩田 竜之將 沖 翔吾 甲斐 賢人 前野 研二

414 ユーロード（ヤング） 愛知県 井脇 康太 玉置 大暉 鈴木 篤海 那須田 浩之

415 ゆるたび 奈良県 辻阪 雅文 足立 頼繁 島田 雄樹 小濱 泰也

416 Nerebani 愛知県 和田 宗浩 川崎 嘉久 古閑 祥三 高木 礼

417 ユーロード シニアーズ 愛知県 岡島 洋介 市古 大輔 長坂 敏充 河野 俊夫

418 Matsukaze 愛知県 上山 聖一 田畑 圭一 黒川 雄太 西川 渉

419 チームYG 三重県 岩間 達也 稲垣 卓也 谷口 智紀 水落 善紀

430 しょんぼりJAPAN 兵庫県 森井 康貴 平岩 直哉

431 チームZERO 兵庫県 小柳 拓也 久保田 怜

432 200w限界JAPAN 大阪府 中野 裕也 阿賀田 隆一

433 小牧高校陸上部OB 愛知県 奥田 孝彦 村本 章

434 ぽたゆる 大阪府 小川 智広 水野 謙吾 薮内 一貴

435 Next Etap 2 静岡県 加藤 隆寛 内山 克弘 安井 宏征

436 Next Etap 1 静岡県 杉田 達郎 塚本 和貴 永田 知将

437 プーさんオールスターズC 大阪府 新谷 文哉 達富 知史 榊原 洋之

438 CTR/AHR/イトウサイクリング 愛知県 森 聡善 近藤 聖也 多賀 敏行

439 1490cyclingteam B 三重県 岩花 高光 大杉 公良 大杉 拓士

440 AHR & CTR B 愛知県 塚本 憲治 藤村 雅弘 江良 伸明

441 1490cyclingteam C 三重県 松永 圭司 松永 悠志 松永 滉志

442 ぷーさんオールスターズB 大阪府 望月 隆志 藤田 大輔 中島 慎一郎

443 KONAN TRIO 滋賀県 森澤 栄樹 藤根 章夫 木下 就介

444 智弁和歌山 和歌山 東 徹 東 幹基 正木 亜門

445 プーさんオールスターズA 大阪府 村木 俊文 坂本 敬亮 村木 昴太

446 1490cyclingteam A 三重県 伊藤 弘司 伊藤 昭弘 蒲谷 高男

447 強力馬力自転車屋アルファ 和歌山 﨑濵 卓司 久保 充司 森下 恭行

448 秋本阿弖流為光 大阪府 大曲 泰生 辻野 涼 松尾 恵人 秋本 光

449 茨木剛田阿弖流為 大阪府 佐藤 凛太郎 上簗 隼人 鈴木 颯馬 大谷 海誠

450 茨木剛田ジャイアンツ 大阪府 飛田 知樹 高山 和平 土屋 蓮太郎 遠藤 圭人

451 元理工学部機械工学科 大阪府 岡山 拓矢 田代 昂陽 西川 友裕 西 良太

452 我らが飛田 奈良県 安國 壮志 大日向 陽生 森本 亨汰 木寺 亮太朗

453 RCC1 大阪府 西尾 洋介 宇治 俊也 太田 岳志 西村 勇太

454 中川自転車商会 和歌山 中川 和樹 森 克之 森口 寛己 岡崎 庸祐

455 堀場製作所自転車倶楽部 京都府 西川 徹 細川 浩司 下野 友也 石本 崚

456 名古屋ひぃひぃ倶楽部 愛知県 村松 孝一 宮地 秀樹 林 洋志 渡邊 悠世

457 おいやんずラブ 和歌山 中谷 好孝 中村 友宣 荒古 昌也 カラギアニス オースティン

460 マスプラスプラス無限列車編 京都府 村瀬 雅樹 田中 聡

461 京都まったり、～曇天を貫け～ 京都府 林 英晴 宇野 聖

462 大阪府立大学 2回生 大阪府 大崎 歩乃花 諏訪部 圭夏 木村 理幾

463 TEAM-GAJU◎ 愛知県 西尾 昂大 曽根 豊大 森下 総

464 janaika 愛知県 駒谷 祐樹 梅田 明利 井上 直哉

465 住化友輪会 大阪府 横藤田 敏之 鳥生 佳嗣 中嶋 貴一

466 PTC里小牧支部 愛知県 浦崎 啓介 青井 俊輔 鈴木 大輔

467 Eチャリ部 奈良県 米虫 祐介 久保 政士郎 吉田 勇樹

468 さんがね 愛知県 岡本 格 稲留 慶太 中島 崇

469 けやきの木１ 愛知県 渡邉 雄史 家田 敏明 郷司 孝昭

470 チーム FREE RUN 愛知県 大塚 直樹 原沢 秀幸 木津 光晴

471 TEAM ALLOUT １ 京都府 末藤 英雄 山品 敦詞 山品 純大

472 TEAM ALLOUT ２ 京都府 三宝 秀光 久保 良亮 山下 敏夫

473 マスプラスプラス遊郭編 京都府 田畑 剛 小林 俊則 藤田 雄一郎 
474 oucc2 兵庫県 山田 将史 村口 清輝 澄川 温喜 重森 英斗
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475 SNABB hamamatsu 京都府 佐々木 賢研 板倉 裕聖 金田 直樹 鈴木 颯斗

476 mkwらーめん部 愛知県 森崎 英登 成田 眸 江口 成臣 岸本 伊織

477 Earth Hole 石川県 小山 嵩斗 岡田 颯馬 柳川 大地 若園 映

478 倶利伽羅の牛（金沢自衛隊） 石川県 勝股 浩平 北方 則康 萩原 嘉朋 名和 蓮

479 mkwキャンプ部 愛知県 大東 泰弘 河田 恭史郎 井手 道康 平瀬 遼

480 mkw ナン部 愛知県 杉浦 洋輔 嶋田 祥 深谷 優光 榊原 喬大

481 TEAM シン歌丸 大阪府 山崎 博史 中野 真 江畑 翔一 早坂 進一

482 TBT研自転車部 兵庫県 木村 幸史 中村 耕一郎 三ツ井 涼 内田 雄一郎

489 深き魂の黎明 京都府 仁本 将義 仁本 将太

490 アヴァンツァーレ愛知 愛知県 荻野 寛隆 中村 拓哉

491 PHOENIX CONTACT East 愛知県 長谷川 聖 木本 敏広

492 レインボーくまぽん 愛知県 熊澤 裕二 熊澤 諒汰

493 PHOENIX CONTACT West 滋賀県 中村 大介 清水 達也

494 ポンコツおやじproject zero 滋賀県 冨田 惇史 井上 洋 柏本 誠

495 爆走！ロブさん組 愛知県 森田 義典 畠山 ロブソン 池戸 宏

496 satohken 神奈川 高田 淳史 由川 格 佐嶋 真美

497 ☆フォースの覚醒 愛知県 塚本 康之 遠藤 貴紀 榊原 優希

498 TeamLionカペブラック「任しとき」 奈良県 太田 直樹 広田 秀雄 由田 功男

499 ヒキコモリズ 岐阜県 小森 寛文 小森 常範 小森 大樹

500 I Am I 岐阜県 田中 章喜 辛嶋 康仁 山崎 祐也

501 TeamLionカペイエロー「ええやん」 大阪府 石田 裕亮 藤村 豪昭 田畑 正彦

502 ポンコツおやじproject one 滋賀県 沢井 宏之 上田 兼司 田中 弘之

503 team ICT 岐阜県 古田 一徳 福地 栄三 安田 千尋

504 TEAM  光 愛知県 河野 史瑛呂 加藤 淳一 山内 讓太 三浦 真吾

505 BSCU1 愛知県 小嶋 基詩 今村 翔太 田中 孟 青柳 憲明

506 関西スポーツサイクル交友会 大阪府 島津 聖 浅山 貴宏 佐伯 忠史 大桑 喜臣

507 チーム キングコブラ 兵庫県 宮本 浩一郎 宮本 淳生 北川 裕一 岡田 修平

508 ぶ～ふ～う～ 岐阜県 森 明彦 田中 正行 小島 健 松岡 勝也

519 まるいち 黒ヘルJ r 愛知県 神谷 遥人 神谷 啓人

520 West mountain 大阪府 山田 拓史 西村 剛

521 テルフズ 岐阜県 若山 輝和 藤村 茂

522 けやきの木２ 愛知県 山田 順貞 渡辺 智也

523 teamスクアドラ 滋賀県 田中 滋規 乙川 煌大

524 SUCC teamC 静岡県 山口 瑛志 西口 鳳馬 渡邊 悠樹

525 SUCC teamI 静岡県 橋本 靖司 澤崎 脩平 松田 伸之介

526 FUJIN RACING 愛知県 村中 綾 三宅 由希也 宮田 朋輝

527 女子会お楽しみ倶楽部 奈良県 吉田 周平 村司 憲三朗 勝 優貴

528 Rapid Turtle 滋賀県 十河 宏希 古野 裕隆 岸本 知久

529 HEBE A 愛知県 伊藤 恭三 山田 知広 井上 明典

530 東海グルメライドクラブA 愛知県 松原 光宏 藤谷 航 中野 友貴

531 SUCC teamG 静岡県 高林 恵多 山下 耕作 武内 龍之介 栗栖 旺太

532 SUCC teamE 静岡県 山本 究太郎 山本 駿哉 細川 拓哉 杉浦 悠斗

533 SUCC teamA 静岡県 荻原 陽平 加山 巧 宮田 峻佑 原田 竜志

534 SUCC teamB 静岡県 野崎 利尚 宝平 陸 白須 真智 尾崎 哲平

535 SUCC teamD 静岡県 藍田 秀一郎 清水 壮 小池 秀馬 増田 龍太朗

536 SUCC teamF 静岡県 西井 健介 上田 純生 甲斐 大樹 佐野 塔哉

537 女子会♪ 大阪府 北川 拓弥 中市 昌樹 柳沢 勇太 中村 泰章

538 赤青メガネーズJcup 石川県 坂倉 誠也 矢野 俊 小倉 英弘 浅井 俊晴

539 DUD 愛知県 沈 暁鳴 佐藤 樹 青木 朝飛 浅井 智也

540 TEAM 光 順位は？？ 愛知県 松田 洋幸 浜口 和宏 塚本 清太 永田 哲也

541 LRCC 愛知県 茶谷 和久 大西 直和 八島 一哉 平野 修司

550 ストラーダ ディヴィジョンR 滋賀県 田中 宏樹 上野 剛志

551 SIMIZU RACING 1 愛知県 若山 一輝 浦 孝介

552 チームヒルクライム犬山 愛知県 藤原 大作 佐橋 和彦

553 平日ローディーA 愛知県 永吉 勇一 永吉 大晴

554 CORTINA CYCLING CLUB 滋賀県 弥永 和久 木越 安哉

555 teamMSK 愛知県 鈴木 友梧 村上 巧磨 唐田 祐介

556 名古屋大学AirCraft 愛知県 久門 勇貴 三木 佑真 高瀬 有登

557 FSW 愛知県 松田 侑也 柴田 拓大 長尾 裕一

558 TRCホビット組 愛知県 田井 哲朗 奥田 紋吉 阿部 敏明

559 西院のおっさん 京都府 下島 啓 長谷 有悟 和田 康佑

560 飛ばねぇチャリ 愛知県 平松 寛規 波方 智己 岡山 研吾

561 平日ローディーC 愛知県 小野 雅寛 倉本 稔久 安川 翔

562 Servus 愛知県 登 浩輔 杉浦 大介 杉浦 伸行

563 TWOCYCLE 静岡県 樋口 智紀 長谷川 剛士 本間 康生
564 Team Miuma SSI 愛知県 稲垣 吉樹 鈴木 政幸 杉山 雅昭

565 RitsBICレーシング 滋賀県 山本 稔之 陸門 直樹 中泉 真太郎 大島 裕太

566 サークルKK 三重県 山本 敬 吉田 勝 井村 海斗 山本 延

567 おけいはんズ 大阪府 岡部 達也 小川 嵩史 小寺 俊介 中島 亨



568 SIMIZU RACING Z 愛知県 西村 知典 古田 弘幸 井口 幹夫 高木 俊治

569 DL network 兵庫県 鈴木 敦史 鈴木 陵太 所崎 出 横山 和也

570 7538 BIG  SPEED 愛知県 横井 宏紀 澤田 靖隆 杉田 高大 松永 敦

571 サークルKKクリアー 三重県 山本 延 前田 茂樹 小倉 久弥 東 功

572 ＬＵＣＫＹ ＣＡＴＳ 愛知県 中村 雄一 中村 煌己 中村 静穂 加藤 繁樹

573 アップル碧南店&はりきゅう石破漢法院&源 愛知県 平野 勝也 石破 克規 岩見 浩二 梅原 麻左徳

580 すね毛レーシング 三重県 奥山 和紀 森島 奉將

581 ash自転車部 神奈川 鈴木 崇史 鳥居 萩

582 モーレツ自転車部 兵庫県 郡山 貴人 古塚 純平

583 シケテルズ 京都府 中村 善宏 吉田 剛

584 Ｅｓｔｐｒａｔｏ タッキー＆５４６ 兵庫県 瀧石 俊生 大野 幸四郎

585 ALPHA本気 愛知県 枡田 日菜果 坂上 悠基 高田 光

586 サカイの大学生 大阪府 上口 友輔 山崎 雅登 養父 琢人

587 ATK 愛知県 尾﨑 友哉 横川 大地 齋藤 慎

588 魂の戦士達1 大阪府 熊谷 直己 大西 晃平 井筒 豊

589 ALPHAやる気 愛知県 松本 康弘 西山 拓弥 白井 翔也

590 E-Nagoya Team 土木 長野県 重原 大二朗 鶴川内 直也 有馬 直秀

591 魂の戦士達2 大阪府 江藤 大 吉永 麻由季 道先 晃一

592 ALPHA元気 愛知県 石田 晋嗣 千種 繁樹 津山 広和

593 ブレーキーズ 愛知県 小段 征司 石山 惠朗 落合 良介

594 魂の戦士達3 大阪府 兒山 元一 稲垣 雄樹 熊谷 沙耶佳

595 E-Nagoya Team 施設 長野県 林 義教 青井 学 藤田 康平

596 リップルＢチーム 愛知県 三浦 光広 山岸 賢一 兼松 稔

597 興國高等学校 ONLY ONE 大阪府 青木 光琉 和泉 颯真 山口 順也 中尾 涼介

598 hi.l Cyclig Team 愛知県 竹中 拓也 鹿野 浩治 齋藤 晋一郎 夫馬 健司

599 穂ノ国自転車愛好会 愛知県 河合 泰典 伊藤 大倫 渡邊 佑哉 髙林 正人

600 ポタロンGOO 大阪府 熊谷 光泰 川瀬 浩司 鈴木 暢宏 山﨑 義正

601 チーム OGL-196°レーシング 大阪府 長野 龍馬 松崎 雄一 佐藤 大輔 大前 海渡

602 ミネルバあさひツーリング班 大阪府 亀井 浩史 井上 晋太郎 辻村 政人 森 森

603 テルミナード 奈良県 水冨 雄一 幸田 佳久 辻本 要 辻本 純也

604 超絶ロックマン 愛知県 島崎 修 中野 伸治 高見 領太郎 渡辺 修

605 大人のサイクリング部 和歌山 高田 等 大島 徹也 宮井 稔 井辻 政行

611 GIANTなPINA 大阪府 廣澤 明來 佐和 誉史

612 雪山滑走部小回り 愛知県 川瀬 翔太 井口 龍之助

613 CONQUISTA 鳥取県 井戸田 文博 大野 道源

614 谷山元気倶楽部 大阪府 城間 政人 谷山 伸治

615 関ぽた Team-B 奈良県 平田 昭夫 平田 優

616 雪山滑走部大回り 愛知県 寺尾 友吾 前田 潤希 岸川 啓介

617 ﾄｳﾐﾝｽﾞ 愛知県 本多 智也 髙濱 寛太 守屋 鳳人

618 チェリートレイン 兵庫県 廣瀬 良 内田 秀司 加藤 颯人

619 チームEW 大阪府 則竹 良典 合田 智哉 梶原 祥吾

620 加内原 大阪府 原田 真輔 加治 隆平 内田 賢吾

621 クボタ堺自転車部 デザインセンター支部 大阪府 古木 大樹 桑江 淳太 日下 侑也

622 29833GP 岡山県 築山 元樹 森本 玄達 片岡 敏一

623 金森自転車部 愛知県 金森 大輔 柏渕 達也 神戸 朋春

624 同志会自転車部A 愛知県 近藤 伸一 高柳 謙 大野 和哉

625 クラブGiro 愛知県 田村 誠 中村 義朗 深田 伸次郎

626 夕霧同好会 石川県 奥 航世 楠原 健司 高橋 昂大 西田 乗斗

627 YUCC 山口県 倉本 直人 小河原 颯司 安部 悠希 古川 翔一

628 ALPHAその気 愛知県 加後 美咲 枡田 貴理丸 早川 朋宏 和田 侑磨

629 HARADAレーシング 大阪府 鵜飼 拓也 原田 真征 山本 哲 穴田 慧人

630 TEAM 光 新人ずら 愛知県 永田 真基 伊藤 貴司 梅谷 三蔵 梅谷 空広人

631 TEAM  光 そこそこ頑張るよ 愛知県 加納 広路 谷 貴史 藤井 隼人 久保地 優樹

632 特攻野郎 愛知県 榊原 定光 林 俊樹 木下 徳人 杉山 裕也

633 アナミン 愛知県 江口 明彦 穴見 直人 濱田 和彦 山崎 駿

641 12周！11周！ 京都府 松岡 佑輝 福寿 弘海

642 ホーチミンカンコー 大阪府 畑 玲音 開崎 颯一郎

643 でこぼこフレンズ 京都府 丹波 ちひろ 白石 怜佳

644 世界一面白い関西のエース 京都府 岡本 達也 原口 大空

645 同志社爆食三人娘 奈良県 田中 美帆 大谷 真子 竹山 裕美子

646 愛してるよジュンナ 大阪府 市川 光 岩井 悠二 大場 龍成

647 こげないノブはただのハゲ 京都府 杜 博龍 牧田 雄佑 吉村 暢高

648 コカ・コーラチャレンジでお願いします 京都府 白藤 大輝 青山 幸平 中野 雄大

649 KYB 岐阜県 文元 裕也 松浦 和之 星野 宏基

650 ザ・皆吉 大阪府 皆吉 時弥 穂野下 元気 村上 巧実

651 ミタオレーシング 神奈川 宮本 崇弘 高野 嘉希 大塚 健矢

652 SK2R 大阪府 二宮 隆吉 武分 力 川村 哲郎



653 HRC 大阪府 吉城 博人 細川 裕之 北尾 隆明

654 エベレスト 愛知県 跡見 一朗 山田 遥矢 中村 泰斗 谷口 裕也

655 鈴鹿6耐をぉー、ぶっ壊ーす！ 大阪府 峯俊 友哉 小原 壮貴 植松 圭吾 近藤 佑樹

656 ニシキ 愛知県 安東 共喜 阿野 孝利 波多野 信吉 岡崎 敦

657 BFN 三重県 河野 良信 西田 優希 浦岡 章太 北川 昌紀

658 EQuipe Asano Développement Système 愛知県 浅野 佑介 島口 絢伍 酒井 智寛 福田 和晃

659 OGT-1 RICKY ARIYADI 岸本 英樹 ARSYAM ICHANK 藤原 淳

660 BM&OGT ASRIYADI CHAHYADI 東堂 稔 佐々木博之 藤岡 伸一

661 関ぽたTeam-A 奈良県 山本 剛史 西田 宣幸 堀田 裕 瀧本 雅之

No. チーム名 地区 メンバー

420 Krone Eins 愛知県 才賀 和輝 宮田 直紀 小島 亜友花

421 ノーブレーキで突っ込み隊 大阪府 千々岩 彩音 高野 玲奈 福島 岳

422 NGMS&ぽためん選抜チーム 愛知県 渡辺 裕之 飯尾 百合子 奥田 旭

423 ゆるぽたB 兵庫県 垣内 晶 垣内 夏希 小林 英俊

424 ゆるぽたA 兵庫県 窪田 剛志 植田 真吾 井手 紬

425 bebedores3 愛知県 佐藤 賢一 森田 智裕 藤吉 亜衣子

426 bebedores① 愛知県 戸根川 要 中谷 弥生 小鹿 比咲子

427 bebedores ② 愛知県 田中 充 乙井 里美 杉浦 千重乃

428 UC2 大阪府 大橋 将星 森川 郁美 山西 洋斗 藤本 将人

429 UC1 大阪府 臼井 貴博 小田 有里子 吉賀 史里 宮本 将崇

458 熊猫熊 愛知県 村上 史 鹿野 恵美子

459 ワイワイチーム 大阪府 久保 遼典 酒井 宏典 酒井 綾乃 尾澤 瑶成

483 チームBonBon  S&A 滋賀県 大西 敦子 酒井 延行

484 チームBONBON 三重県 山路 千裕 大井 基司

485 ハブ毛愛好会 三重県 安田 高司 安田 美江 中島 敬太郎

486 チームしまなみ 大阪府 藤田 宏治 藤田 朋子 浅見 和尋 井手口 暢宏

487 そろそろ自転車買い替えよかな 大阪府 宮本 恵子 宮本 恒平 中谷 数馬 大西 択弥

488 東海グルメライドクラブB 愛知県 吉田 正義 寺岡 聡 弓桁 真美 鈴木 高志

509 TeamLionカペレッド「でんねん」 大阪府 小西 弘太郎 倉田 千春 渋谷 真二

510 ものフレンズ 岐阜県 坂倉 圭 澤本 綾乃 中西 真一

511 TeamLionまんま黄「知らんけど」 奈良県 石津 佳也 大井 光夫 上村 ちか

512 チームTTO 愛知県 大久保 宗治 上久 達也 田島 じゅんき 大久保 涼子

513 チームメガネ 三重県 三井 隆行 平井 啓 田中 宏幸 田中 洋子

514 TKMD53明日に向かって走れ！ 千葉県 吉岡 大 下中 陽子 佐野 和則 加藤 哲雄

515 OIOI 奈良県 大城 文明 井上 直人 今井 裕介 西田 恭子

516 TEAMブルーの水玉 大阪府 高尾 周哉 浅田 大介 米田 昌彦 井上 千恵美

517 Team Avelon 愛知県 縄田 久仁夫 横江 公貴 卜部 真理子 石大 洋志

518 FPCO 東京都 鳥越 秀志 福山 美波 小林 裕平 奥山 和洋

542 Cycling-gym Team A 大阪府 梅川 陸 佐藤 貴史 島田 智美

543 SUCC teamH 静岡県 石原 遼大 鈴村 こころ 窪 飛鳥

544 おいしいもの食べたい 大阪府 若林 まりも 山中 智裕 村田 直輝

545 spirit遊 静岡 静岡県 大津 佳博 大津 裕美 吉田 貴祐人

546 spirit遊 愛知 愛知県 山本 晋治 遠松 純子 森田 和仁

547 Cycling-gym Team B 大阪府 木村 崇 乾 加奈 辻村 拓人

548 TTG 石川県 中川 清志 中川 幹大 木村 亜希子

549 百花繚RUN 愛知県 二ッ木 雅之 亀井 智貴 小林 貴子 曲木 章

574 TRCのっぽ組 愛知県 渡邊 夏帆 坂口 慧 藤森 佐夢

575 Team High YMT 愛知県 佐々木 正法 佐々木 知子 山田 ゆき江

576 平日ローディーB 愛知県 丸山 和芳 丸山 裕子 永田 敏雄

577 サークルKKケミカル 三重県 竹内 智哉 ダグラス クリストファー 玉木 友里絵 小椋 祐介

578 サークルKKアスリートクラブ 三重県 前田 宏樹 宇佐見 昌則 山口 昌昭 金澤 理恵

579 ソリッドスピード 愛知県 坂本 健吾 嵜本 晃次 大崎 道雄 宮井 聖佳

606 リップルＡチーム 愛知県 川原 英揮 三宅 光章 橋本 梢

607 リップルＣチーム 三重県 榊谷 幹雄 大橋 卓 山下 宏美

608 射撃部プラス1 三重県 池内 陽介 阿部 紀男 川中 憲彦 川中 美月

609 水すまし 三重県 増田 繁樹 植谷 弘也 近藤 知美 川合 裕太

610 クロこっこ 愛知県 池田 和美 海面 尚光 熊澤 篤 中村 優希

634 ２年も経てばニートじゃないんよ 大阪府 加茂 友太 西畑 千晴 鷹取 響

635 チームぼんじりさん 東京都 正田 克大 正田 萌美 大德 繁騎

636 ちーむのざき NisiU 岡山県 稲田 吉映 二宗 寛行 綱山 正徳

637 たばこフラペチーノ 大阪府 小森 亮太朗 水見 春花 藤原 友美 三原 孝太郎

638 同志会自転車部B 岐阜県 林 優子 斎藤 知彦 長友 美直 樋口 寿樹

639 北宇治高校OB自転車部 奈良県 田中 智徳 田和 佳祐 島田 希美 篠原 吉幸

640 同志会自転車部C 愛知県 水越 樹彦 松岡 歩美 小野寺 忍 荒木 鉄朗

662 Liberta with 純烈！男塾！ 福井県 冨樫 亮平 澤井 恵介 金城 しずえ

663 clubＧｉｒｏ 愛知県 水井 達郎 大路 桃子 山口 優生

664 OGT-2 芝野 智恵子 高松 正幸 大西 邦昭 的場 陽子

665 AS京都 岸本塾+n 滋賀県 西田 英樹 岸本 哲嘉 大城 範久 Lee Nancy

6時間男女混合/チーム　スタート/10:00　ゼッケン色(白)　58チーム


