
No. チーム名 地区 メンバー

401 マインツ 静岡県 牧田 哲人 野末 忠克

402 日本車両自転車競技部T k 愛知県 高木 章吉 小林 由征

403 山田商会 愛知県 藤岡 正哲 中武 寛

404 ちょっと東浦 愛知県 長島 剛宏 稲垣 博司

405 チームイマズマB 奈良県 新田 圭介 石丸 晴久

406 チームヤマシゲ M40＋ 愛知県 小宮 真一 飯尾 佳高

407 ちょっとニュートラル 愛知県 金兒 修二 中洲 利基

408 日車チームＹ 愛知県 佐藤 高宏 成田 忠

409 山田商会 愛知県 鎌田 桂太郎 丸山 潤

410 チームらっちょ 大阪府 植田 尚也 枝吉 拓

411 M&K 三重県 溝田 亘 各務 成哉

412 育児の合間にちょっと走りに来ました 大阪府 佐伯 康雄 近田 年史 中村 祐介

413 チームイナズマA 奈良県 鍵本 勉 片平 博文 矢野 和久

414 チーム危険予知活動 大阪府 萩尾 健登 船井 康広 宮本 航帆

415 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 大鋸 蔵真

416 シルバーウィングス 愛知県 原 雄一 福井 謙次 福井 春樹

417 エキップアイセロ 愛知県 川越 大輔 渡辺 弘晃 山口 貴史

418 Team.ゴリファイア@ゴリラ不在 三重県 金谷 大起 山本 晃生 山本 洋平

419 ＳＮＫロード 三重県 志賀 輝彦 木村 壮太郎 野口 哲生

420 ちいむ さいくりんぐ 三重県 奥山 善明 今井 俊治 古田 雅洋

421 御剱サイクリング部 三重県 早川 智人 吉原 丈晶 大沢 佑輝

422 ヒグチとモモコ 大阪府 勝田 吏稀 竹下 剛司 永野 恭祐 佐藤 加菜

423 アルコール中毒１１９％ Aチーム 愛知県 小野田 雄彦 磯谷 栄志 石川 誠 柴田 悠矢

424 コール戦隊Bチーム 大阪府 谷口 孝敏 廣田 勲 谷和 浩明 松山 聡志

425 アルコール中毒119％B 愛知県 柴田 浩志 江村 行弘 久保 巨樹 榊原 寛之

426 身長low guys by NUCC 愛知県 猪飼 辰太郎 長谷川 凌大 照井 謙 江坂 岳浩

427 ウェルカムタマゴ井本 大阪府 浦井 久彰 山木 成章 並川 竜士 井本 将寛

428 Libetaトップガン 愛知県 蜂須賀 英樹 五十嵐 翔星 須崎 崚太郎 内田 喜樹

429 ケッタノール 三重県 石田 浩之 金森 祐治 久保 貢 中村 浩史 角野 千歌

430 三重大学トライアスロン部 三重県 土居 和滉 大谷 朋生 鈴木 絢太 畑地 優吾 宮本 匠

431 チーム てら王 愛知県 岩原 規純 田中 寿幸 小南 泰幸 寺尾 匡史 後藤 智裕

440 RPMs 愛知県 栗本 和之 高橋 真一

441 日本車両自転車部構体工場 愛知県 佐野 省吾 金澤 健太郎

442 チームグルペット 京都府 鈴木 俊哉 前田 記寛

443 Team hidekin 滋賀県 中島 英樹 中島 勤

444 ブレイヒル & テッズスペシャル A 静岡県 前島 舜斗 西谷 一洋

445 アームズ＆ライフレーシング 滋賀県 福井 慎 川分 琉楓

446 NTR 大阪府 木本 敦 園田 謙太郎

447 RT 青心工機 大阪府 橋本 隆史 森 政雄

448 nittoh feat.たて輪B 愛知県 播岡 伸一 佐々木 一博 丹羽 一憲

449 ヤマシゲかめさん１ 愛知県 田中 靖昭 松尾 透 野口 祥夫

450 コール戦隊Aチーム 愛知県 原田 義浩 高金 宏一 大野 和久

451 nittoh feat.たて輪A 愛知県 舘林 由幸 村田 健 阿部 聖仁

452 俺達のマイヨジョーヌ 三重県 宇山 修二 斎藤 嘉之 水野 学

453 堺筋ゴールデンライオンズＢ 大阪府 渡邊 和尊 竹村 裕 小原 英俊

454 輪猿 静岡県 山口 章 深澤 英樹 中島 隆行

455 堺筋ゴールデンライオンズＡ 大阪府 林 克久 日比野 弘 山室 大二

456 チャリンコ妄想族 愛知県 成瀬 弘一 臼井 浩祐 成瀬 智文

457 田北病院自転車部B 京都府 田中 創一郎 宮野 翔吾 軽本 勉

458 偽ガメ Team WHO 愛知県 渡邉 将生 堀田 勉 尾崎 保幸

459 Team ELMO A 岐阜県 三宅 常晴 小林 亨 渡邉 浩幸

460 ヤマシゲB 愛知県 丸山 恭弘 三代 克彦 垣見 秀輝

461 田北病院自転車部A 奈良県 小笠原 智 荒川 祥司 藤本 比紘斗 田中 栄里子

462 TEAM ピース&プレイス 兵庫県 岡 真生 池田 淑子 堂浦 可奈子 下津浦 敦史

463 Team ELMO B 岐阜県 小国 亮二 藤原 伸一 輕部 弘崇 多賀 敏行

464 Team ELMO C 岐阜県 市原 厚志 中野 和幸 井上 克人 大澤 嘉秀

465 Team ELMO D 岐阜県 長屋 是通 粟津 光司 日高 建 白木 卓

466 Team ELMO E 岐阜県 服部 浩明 谷 暁 北村 彰規 所 輝佳

480 トマソンB 大阪府 宮部 博至 谷口 直哉

481 トマソンA 大阪府 瀧本 英稔 中谷 悟士

482 ダブルインナー アール 三重県 柳瀬 麻美 池内 理恵
483 チーム中川 愛知県 深谷 宗人 横井 友知

484 SMA ユース 三重県 高嶋 義典 高嶋 悠人
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485 MSR-C 愛知県 岡本 一幸 前田 優

486 MSR-D 愛知県 早川 将成 植村 遼

487 KYB-works 岐阜県 渡邉 哲彦 井口 克彦

488 チームSS110 三重県 伊藤 晋作 加藤 悟

489 Team そらまめ 三重県 上田 茂樹 遠藤 雅人 中嶋 和也

490 Scuderia CHIBIKKO 神奈川 山川 欣也 西村 良作 大谷 敬弘

491 TEAM傾奇者 和歌山 佐々木 茂夫 佐々木 秀次 佐々木 順平

492 ダブルインナー 三重県 竹島 大介 永戸 基敬 西村 蓮生

493 ダブルインナー アルファー 三重県 西村 亜由美 牧野内 賢太 飯田 健太

494 MSR-A 愛知県 愛知 雅彦 石黒 功浩 石川 洵

495 MSR-B 愛知県 長谷川 善雄 加藤 博 近藤 真実

496 チームヤマシゲ オヤジ 愛知県 山田 大嗣 横井 健夫 水野 勝仁

497 koto自転車部 滋賀県 桐田 洋 和田 洋司 播本 昌之

498 CircleKKキ○ガイ 三重県 竹内 智哉 中条 時大 クリストファー ダグラス

499 ご近所練（サ） 神奈川 塚本 英二 佐野 明 松原 義雄

500 愛大射撃部+One 愛知県 川中 憲彦 池内 陽介 阿部 紀男 高橋 宏典

501 Team おにぎり 三重県 渡邉 誠 佐藤 淳一 竹澤 貴則 徳山 良幸

502 ダブルインナー A 三重県 井上 湧稀 坂井 浩司 大橋 桂太 隈元 優衣

503 Liberta チーム河合 愛知県 本間 宗一 河合 盾一郎 竹田 達哉 平松 達一郎

504 Team HASHIKYO 兵庫県 北林 碧 北林 仁 吉森 保 吉森 圭太

505 JS+K 京都府 橋本 博文 桑元 貞宣 西 克敏 高野 透

506 Tanimachi Express 大阪府 野本 隆富 山内 博史 増田 豊久 神野 純也 吉田 宏

519 Ｗest mountain 大阪府 山田 拓史 西村 剛

520 チーム・おっさん 三重県 黒宮 和宏 前田 晋司

521 コウキンTL 三重県 上東 朋寛 尾崎 喜久

522 NICE社長とあらふぃふ 滋賀県 大林 義紀 岡田 純一

523 Fブラザー 愛知県 古田 弘幸 古田 和弘

524 TEAM GO CYCLE 12 愛知県 上田 和幸 宮崎 朋美

525 Team とまと 三重県 古川 伸一 古川 大和

526 ありちゃりツインズ 愛知県 内田 伸孝 和久 航大

527 Air Head Racing 愛知県 近藤 聖也 三堂 大和

528 びわこのなまず 滋賀県 坂口 智朗 坂口 さつき

529 CAT R&M Rチーム 大阪府 尾崎 祥太 尾崎 雅人

530 TEAM GO CYCLE 1 愛知県 中村 剛 田中 義寛 田中 吉晴

531 TEAM GO CYCLE 2 愛知県 赤塚 史郎 後藤 豊和 村上 太一

532 TEAM GO CYCLE 3 愛知県 青木 一郎 田中 弘毅 林 隆嘉

533 TEAM GO CYCLE 6 愛知県 中村 恵理子 新美 理恵 加藤 好美

534 TEAM GO CYCLE 4 愛知県 菱田 康二 中村 剛 山本 一勢

535 TEAM GO CYCLE 5 愛知県 井上 裕治 溝川 靖之 佃 正晴

536 TEAM GO CYCLE 8 愛知県 奥 和彦 鷹羽 克巳 鷲見 禎典

537 TEAM GO CYCLE 7 愛知県 柴田 優美 羽根渕 友紀 石川 真唯

538 Louis Karneau SHA 大阪府 高田 光 平元 耕司 木下 源己

539 LOUIS KARNEAU Cチーム 大阪府 藤原 哲也 濱田 敏寛 川合 啓嗣

540 LOUIS KARNEAU Dチーム 大阪府 近藤 有哉 加藤 直孝 青木 正道

541 シュナイダーエレクトリック 京都府 遠藤 弘樹 永野 人士 白石 篤志

542 TEAM GO CYCLE 9 愛知県 田上 美和 鷲見 好乃 奥 朱美 鷹羽 ルリ子

543 MCC tsr zonda 大阪府 倉八 信也 藤野 茂樹 前川 克倫 西村 臣弘

544 NSGホルモン 三重県 佐藤 彰洋 西脇 広昭 近澤 伸司 棚村 興規

545 ヤマシゲA 岐阜県 西尾 勇斗 赤梅 好彦 赤梅 和雅 坂下 徹

546 シュナイダーエレクトリック 京都府 山脇 俊郁 関口 満治 浪崎 敬一朗 濱 徹也

547 Kenro Yokkaichi Y.DⅠ 三重県 矢田 佳大 伊藤 隆史 佐野 瑠栄 田所 大和 北川 智之

558 S.STARS ㌍ 兵庫県 井上 貴司 松田 誠也

559 GSG 岐阜県 名和 俊博 中切 康高

560 松邨柔道クラブ 愛知県 松邨 優一 松邨 浩樹

561 UNIVERS 徳島県 松下 誠 藤川 宏之

562 チームΔ 奈良県 佐野 竜也 関口 祐介

563 NEX 愛知県 梅村 年幸 梅村 誠太郎

564 SAKAI★RACING 三重県 市村 博志 北岡 主成

565 岐阜化学工業B 岐阜県 土井 伸晃 天池 啓太

566 人力ミサイル 大阪府 高橋 亜樹 小川 享宏

567 谷山元気倶楽部 大阪府 城間 政人 谷山 伸治

568 チーム小山田 愛知県 田辺 憲一 山田 隼人 小林 靖二

569 ミルキーウェイ和歌山 和歌山 小林 孝臣 岡崎 由幸 山本 哲哉

570 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
571 TSU Racing 三重県 岡村 英紀 安田 信次 越山 和幸

572 チーム「脱走犬」TV 愛知県 鈴木 和也 青木 天祐 横山 諒



573 cerchio tumulo 静岡県 大橋 一徳 小笠原 誠 平井 謙吾

574 TS YORIMICHI 愛知県 山本 大智 浅井 孝介 船木 智史 藤澤 洋佑

575 玉クリオールスター 三重県 川喜多 一隆 西口 隆史 中根 やすひと 藤川 卓也

576 八田ピル自転車屋前 福井県 繁田 トモユキ 加藤 貴幸 尾本 欣也 本夛 翔一

577 TFR 三重県 大東 雄一 平子 泰史 西出 慶太 山本 直紀

578 シーテック自転車部 三重県 新美 剛直 酒向 孝嗣 鷹見 直和 垣崎 徳宏

596 ヨーダと仲間 愛知県 市原 亮太 林 康之

597 マーベリック 愛知県 内田 浩三 古市 浩人

598 TeamIwata 大阪府 岩田 弘之 岩田 晋弥

599 強力馬力自転車屋 和歌山 森下 恭行 谷川 公浩

600 Yamachan's 奈良県 山邨 典 山邨 祐樹

601 DRONE 復活組 岐阜県 高田 侑亮 富田 将士

602 Dinorex 滋賀県 深田 睦 木下 清貴

603 チームSBW 和歌山 奥村 優翔 奥村 美空翔

604 Team DTK3 三重県 林 正剛 長岡 太郎

605 クール ランニング 三重県 杉浦 誠 杉浦 潤 ウィルソン アーベン

606 チームやっつんた 神奈川 酒井 拓弥 笠木 邦靖 原 章広

607 川端すとりーと 大阪府 澤村 明広 仲田 拳志 永田 孝也

608 Team DTK2 三重県 相原 毅 宮田 匠 松井 訓央

609 Team DTK1 三重県 林 茂伸 浅井 政俊 内田 裕之

610 VCN AACAスタッフ班 愛知県 渡辺 晃基 鈴木 通民 湊原 正司

611 V.C.トマさんず 愛知県 竹田 格成 松永 文明 長谷川 智

612 猫輪（Neco-LIN） 愛知県 山田 智 江頭 慎治 森川 正浩

613 あらびき爽風会 愛知県 小段 征司 落合 良介 藤井 賢三

614 PCT 電装 大阪府 横山 真作 原田 正太郎 水谷 隆太

615 ユーロード ナイスガイ 愛知県 井脇 康太 橋口 嵩 鈴木 篤海 那須田 浩之

616 大阪から来ました 大阪府 野本 智範 田仲 一彦 田仲 あゆみ 野本 夏実

617 Team OEM 大阪府 野村 公平 加藤 淳 竹村 幸祐 村東 孝信

618 RCC 京都府 井上 大地 上尾 光平 大塚 明 上田 陽平

619 ポタリスト 愛知県 二村 功治 相澤 孝祐 磯村 竜彦 磯村 悠太

620 RSレーシング 大阪府 津田 剛 藤原 洋 角谷 成次 西本 勇紀 小椋 弘樹

621 ホロレチュチュパレロ 愛知県 磯村 寿人 平岩 龍也 平岩 隼人 麻生 大貴 槇野 祐紀

634 ドリームFチャ 東京都 酒井 龍一 町田 敬二

635 Team TAKEPON 愛知県 竹内 善行 中村 哲夫

636 北陸愛車道 富山県 熊本 大亮 釣谷 和弘

637 金森自転車部A 愛知県 金森 大輔 神戸 朋春

638 自転車ロード組合 つるはし 静岡県 吉鶴 昌也 橋本 祥大

639 自転車ロード組合 金福 静岡県 福地 智 金原 匡利

640 トーテック468 愛知県 小林 卓馬 田中 颯馬

641 Wheel Burns 奈良県 祢宜 行成 元田 明宏

642 金森自転車部B 愛知県 越田 遥介 柏渕 達也

643 team SONIC 大阪府 河内 俊裕 島田 宏大 河本 愛邦

644 キツネ 愛知県 渋沢 朋樹 鈴木 楓芽 松本 優輝

645 JTEKT.B.C 大阪府 河原 快登 戸梶 椋 原田 真潮

646 HIT THE ROAD 奈良県 片平 新一郎 大熊 裕之 牧野 紘大

647 Team SFC 愛知県 田中 大介 熊田 有芳 伊藤 久生

648 CSヤマダ YKK 京都府 矢内 克志 片岡 正也 木下 弘幸

649 andiamo 滋賀県 岸田 泰成 片岡 勇貴 石川 善明

650 HBSC 兵庫県 樋口 大輔 遠藤 和人 八村 健悟 西田 雅彦

651 ち～む☆のざき ～ゆるポタ～ 岡山県 浪本 祐介 前田 悟志 湯田 賢次 市場 淳二

652 打ち上げは明日の17時からです。 三重県 小川 修 石井 智之 竹中 諒 荻野 徹

653 とりあえず生中！ 三重県 古市 篤彦 田中 雅人 谷口 友希 西尾 宗仁

654 まずはフライドポテトで。 三重県 後藤 孝明 中村 拓真 村山 椋 里地 洋輔

655 AXION 愛知県 野村 隆之介 北村 孔 大須賀 泰人 水野 武雄

656 ブラックカンパニー 兵庫県 井上 真輔 山村 哲也 後藤 正憲 小野田 博 若山 徳馬

657 生シャンプーデスパレード 大阪府 森 正雄 大本 哲也 松尾 健作 堀江 孝典 西廼 裕紀

658 KC Racing 愛知県 石橋 麗稀 恩田 夏野斗 中村 和総 藤井 隆史 小栗 武史

672 Team Cramps 愛知県 安田 真司 橋口 雅宏

673 Team Face-Off 愛知県 川合 博司 尾﨑 辰紀

674 MAVROS ILIOS 三重県 勝谷 響 岡本 翔聖

675 無所属 愛知県 河原 正和 小島 泰一

676 チームEG 愛知県 大竹 篤史 近藤 正嗣

677 OGASSA ONE 三重県 麻生 哲也 麻生 真吾

678 OGASSA TWO 三重県 小縣 英昭 小縣 弘享

679 トリプル・アクセル 愛知県 小林 拓翔 曽我 亮太

680 ライフレーシングクラブ 滋賀県 奥村 英生 大國 勉



681 サイボーグ 愛知県 福市 直樹 福市 遥人

682 理財自転車部クラシック 兵庫県 眞殿 貴仁 前川 学 杉原 正志

683 Neighbours 奈良県 岩城 方臣 宮崎 哲 奥村 宗久

684 3stacks 三重県 谷 隆平 谷 誠也 川嶋 宏明

685 弱虫ペダルを愛読中 兵庫県 庄田 幸広 釆本 透 石飛 雅基

686 TEAM ウイール 岐阜県 河合 光彦 樋渡 淳一 村瀬 寛泰

687 TTR 02 愛知県 阿部 健司 塚本 隆司 西佐古 伸平

688 TTR 01 愛知県 西山 誉士 足立 浩二 澁谷 将之

689 えびすがお 愛知県 高橋 寿洋 小泉 智洋 神田 一

690 桜井高校OB自転車部 奈良県 北山 侑希 寺岡 洋祐 岸岡 義幸 松岡 裕大

691 TEAM46 京都府 富家 泰宏 古谷 隆裕 住田 哲朗 片岡 史朗

692 チームTSYS 愛知県 加藤 正重 鳥巣 泰弘 箕浦 一輝 國分 智彦

693 CYCLING TEAM JUSTICE 三重県 糸原 正明 小川 真広 船橋 浩司 田中 宏一

694 みよし１ 愛知県 山岸 朋広 甲村 聡 近藤 健 田中 裕

695 タチバナチャリンコ倶楽部 京都府 西林 貴之 立花 義則 山本 裕一 入江 真 川口 博史

696 gatto nero 奈良県 津吾井 崇 福重 大倫 坂田 博 上村 尚 山口 泰博

711 RCTA 静岡県 大場 剛 塚本 和貴

712 出前迅速 大阪府 池田 慶三 坂本 誠

713 チーム135 愛知県 伊藤 敦俊 伊藤 和真

714 ディスク信者 愛知県 古澤 航 川杉 侑

715 MIZUNO CYCLING TEAM 奈良県 畑 耕太郎 橋本 直暉

716 名古屋大学トライアスロン部Bチーム 愛知県 晴柀 和也 恒川 昌広

717 ＃CYAU-CYAU 三重県 土田 雅之 若松 透

718 T&H 京都府 松林 英樹 隈本 泰地

719 SNAPBACK 大阪府 河出 豊 大城 広之

720 TEAMオヤヂカラ１号 兵庫県 徳 孝一 山下 努 桔梗 友行

721 MIZUNO CYCLING TEAM 奈良県 南場 友規 吉川 祐輔 齊藤 幹

722 チーム名古屋 愛知県 神戸 篤志 安藤 太郎 大脇 邦弘

723 公光幼稚園むきむき組 兵庫県 西田 凌 高木 俊紀 川根 考生

724 卍立命館剛脚ガールズ卍 京都府 楢村 彩莉 石川 寛乃 小石川 花梨

725 TEAMオヤヂカラ２号 兵庫県 津田 泰行 後藤 新 岡田 拓生

726 ひむか大好き 滋賀県 日高 健太郎 小中 勝 岸田 翔

727 MIZUNO CYCLING TEAM 奈良県 魚崎 海 武末 慎 田辺 智輝

728 Valley & LEFT 兵庫県 山中 智樹 五十嵐 健人 佐野 海斗

729 奈良大学サイクリング倶楽部隠居組 奈良県 福井 貴大 荒木 恭介 吉川 武硫

730 名古屋大学医学部自転車競技部 愛知県 大河内 優 郡司 眞人 松原 圭吾 植谷 彰吾

731 中部ガス自転車部 愛知県 杉山 聖 吉田 正樹 小出 輝雄 鈴木 敏顕

732 ピア 愛知県 跡見 一朗 山田 遥矢 小林 大輔 村山 義宗

733 Muddy Wakayama 和歌山 菟田 竜一 南 裕之 武藤 隆 井邊 弘貴

734 YJM46 愛知県 竹川 嗣久 山中 雅裕 山添 浩平 三羽 祥嵩

735 神戸中学校卒業生 三重県 櫻井 裕輝 清水 ファビオ 吉村 拓也 木村 卓也

736 SIP 大阪府 新久保 峰 藤田 啓仁 若林 諒 織田 修

737 KK-TU 大阪府 久木田 真一 駒田 通明 上村 学 東山 輝昭

738 興和A 愛知県 小出 智一 中村 健一 酒井 政伸 鈴木 大雅 堀 竜聖

739 興和B 愛知県 小木曽 一季 綾部 泰明 池上 知明 市川 雄之助 仲間 ヒデキ

751 チーム名決めちゃうよbyうさ子と亀吉 京都府 橋本 華 小泉 秋桜佳

752 決めたくなーい 大阪府 大谷 真子 尾崎 ほの花

753 トレセン学園自転車競技部 三重県 川口 聖太 中西 郡

754 NCFD 愛知県 松本 航平 雨森 孝

755 シュークニーム 岐阜県 岡田 邦宏 岡田 志優

756 神戸高専自転車競技部 兵庫県 児玉 知駿 児玉 幸翼

757 エル1 三重県 新城 忠信 神部 勝治 岡田 貢一

758 エル2 三重県 中村 淳 宮澤 祐樹 井上 薫

759 エル3 三重県 清水 健太 北川 茂誉 小林 秀通

760 富山大学サイクリング部 富山県 小野 匠 石山 卓弥 柴田 憲樹

761 愛知学院大学サイクリング部 3年 愛知県 小杉 純矢 坂口 太一 宮本 穂生

762 ジンジャーエールマッスルクラブ 愛知県 山田 博己 三枝 裕明 平尾 勲

763 YAMATO 京都府 中村 弦太 小堀 敢太 奥田 丈翔

764 AGUCC2 三重県 上島 瑞生 鈴木 颯一郎 平松 佳輝

765 チーム ゆるゆる 愛知県 原田 大輔 祖父江 張一 成宮 康平

766 チームA 東京都 鵜飼 正宜 梶原 脩 小池 和人

767 チームO 東京都 掛巣 真吾 中川 悟 内山 尚彦

768 チームSASDS 奈良県 松島 貴史 清水 治 清水 栄一 高橋 紀行

769 NeoZero 大阪府 中原 健次 宮腰 和教 阪田 雅之 家中 達郎

770 すそのんずふじふじ 神奈川 森 裕文 村尾 昌亮 服部 勉 山田 健太郎

771 AGUCC3 愛知県 篠田 辰哉 伊藤 政宗 髙橋 良太郎 後藤 羽駆



772 東邦町自転車倶楽部１ 三重県 森 大地 藤田 真一 金子 達彦 森尾 栄太

773 東邦町自転車倶楽部２ 三重県 有永 岬 南雲 駿介 長神 雄三 溝脇 名津

774 AGUCC4 三重県 富田 悠生依 杉山 由樹 大城 愛樹 近藤 雄一朗

775 角間坂45 石川県 堀 伸之輔 福田 竜也 児玉 健 京藤 海太 海老原 瑠人

No. チーム名 地区 メンバー

432 エキップアイセロ／みい 愛知県 大橋 正尚 石原 雅子

433 GTBC Nami with TT 岐阜県 髙田 優介 上野 奈美 植木 健倫

434 猫とカルガモwithあみーご 滋賀県 嶋口 和人 嶋口 佐知子 平松 智子

435 team SAKYOU☆ku 京都府 小倉 敬子 小倉 英昭 宮崎 達也

436 なんちゃらレーシング by NUCC 愛知県 湯浅 颯士 髙橋 秀煕 加藤 正博 岩田 菜月

437 有限会社中村トラベル 自転車競技部 大阪府 中村 栄次 西川 和位 太田 真奈美 北谷 万寿雄

467 Sinme 和歌山 西畑 喜隆 西畑 あゆみ

468 さぶポタリング倶楽部 岐阜県 井戸 充紀 山崎 英輝

469 ミキハウス 京都府 三木 寿幸 三木 明子

470 TEAM HARUKU 三重県 神生 富士男 神生 今日子

471 All On 愛知県 丸山 裕子 丸山 和芳 小野 雅寛 佐藤 活仁

472 Team ELMO G 岐阜県 渡辺 啓太 高橋 良太 渡邉 かおり 後藤 直美

473 ブレイヒル & テッズスペシャル B 大阪府 徳村 拓也 田島 優二 岩崎 恵美 前島 壮

474 （株）アナハイム電器 兵庫県 高橋 英徳 高橋 佐代美 福岡 大樹 杵渕 慎也 福島 佳希

475 Team ELMO F 岐阜県 廣瀬 賢二 廣瀬 良恵 吉本 博之 藤井 康ニ 北岡 明人

476 アナハイム電工(株) 大阪府 渡辺 孝史 野辺 民浩 西方 映美 岡田 聡 岡田 奈緒美

507 チームヤマシゲ かめさん組 愛知県 加藤 豊 加藤 和代

508 多武峰朝練 奈良県 石山 正樹 石山 香織

509 OKB夫婦 愛知県 大久保 宗治 大久保 涼子

510 北摂自転車部 大阪府 渡邊 美佳 近藤 洋次 塩飽 彬

511 Circlekkキチ○イ 三重県 小倉 久弥 小椋 祐介 玉木 友里絵

512 JVBA Bチーム 大阪府 鷲尾 直美 渡邉 和夫 小野 晃蔵 姫野 真吾

513 JVBA Aチーム 大阪府 三木 知寿恵 熊野 雄介 小嶋 康彦 栗川 洋一

514 スポクラ走人会 愛知県 杉浦 信也 兼松 宏憲 古出 亘 杉山 由美子

515 JVBA Cチーム 大阪府 藤田 哲也 在本 司都 領木 和也 小林 一美 園下 航平

548 Team NECO 福岡県 井上 敬介 井上 直子

549 LOUIS KARNEAU Bチーム 大阪府 加納 由子 加藤 真理子 高田 千里

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

551 CAT R&M Mチーム 大阪府 尾崎 親史 尾崎 麻子 尾崎 千尋

552 奈良市民走ろう会C.C Bチーム 奈良県 戸田 まゆみ 森田 亜紀 大塚 恭代

553 奈良市民走ろう会C.C Aチーム 奈良県 市川 光代 小川 憲保 宗徳 実歌子

554 PITTORE 愛知県 木下 誠一 木下 ミキ 木下 凌雅 木下 京香

555 くまさんズ 兵庫県 小田桐 聡 根木 靖之 廣崎 守 須川 智旦

556 Kenro Yokkaichi Y.DⅡ 三重県 西川 和美 井上 紀美 藤村 朱李 後藤 美樹 工藤 真人

579 ぷーちゃんが好きなチーム 三重県 清水 和信 飯田 千恵

580 あーる うえすと 岐阜県 西 誠 西 紀子

581 岐阜化学工業A 岐阜県 上野 真理 上野 弘 中村 修

582 マッディワカヤマ 和歌山 本田 憲一 前田 潤 伊藤 あすみ

583 にゃあぁぁぁン！！！ 岐阜県 篠田 健太郎 篠田 千鶴 篠田 和優

584 Ken 愛知県 齋藤 雅子 齋藤 剣 齋藤 悦司

585 Power kick一姫ニオヤジ 石川県 上原 年 村本 綾香 瀧澤 正彦

586 green lotus 京都府 小笹 哲矢 小笹 智代 廣田 篤志 廣田 雄子

587 NCBC 京都府 奥田 喜昭 梶田 憲治 佐藤 大輔 佐藤 桜子

588 SD26 愛知県 今井 英樹 竹内 康哲 奥村 弥生 林 裕子

589 クロスジョーカー 愛知県 早川 周作 平野 友恵 早川 亜沙美 坂野 光俊 岩井 博史

590 クロスジョーカー2 愛知県 野々垣 孝洋 井上 龍廣 高橋 圭介 渡辺 大介 小林 忠江

622 ラビットタートル 三重県 渡辺 敬史 稲垣 直生子

623 ドスコイ巡業 鈴鹿場所 京都府 加藤 優佑 加藤 衣穂

624 HKR 三重県 井戸 貴大 花井 理衣

625 DRONE 岐阜県 末廣 晃一 田中 大作 末廣 裕子

626 MOTO WIN RACING 大阪府 田中 佑佳 中村 大地 鈴木 桃子

627 ルモンの主とそのしもべ達 滋賀県 石上 鼓美 山本 義緒 桂 優斗

628 Circlekk ○チガイ 三重県 前田 茂樹 小林 愛 東 功

629 PCT＋マユ吉 大阪府 福田 真弓 岩鼻 敏明 細川 洋平 喜多 毅生

630 PCT+Madoka 大阪府 高木 まどか 松川 敦子 栗原 博志 佐藤 直道

631 PCT＋Mai 大阪府 竹谷 舞 米澤 佑依 高井 真也 中達 滋之 池脇 保

659 とりあえずF 東京都 村田 豊 安達 千香子

660 PK 石川県 吉田 麻人 若林 真梨子

661 ルビー40th 愛知県 岡村 幸子 岡村 穣

662 SUZUKA FINAL 三重県 入江 茂 中島 勝巳 中田 珠実

4時間男女混合/チーム　スタート/9:03　ゼッケン色(青)　92チーム



663 テメSONIC 大阪府 渡辺 佳織 渡辺 佑樹 田中 亮輔

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

665 Team スクアドラ 鬼魂 奈良県 安藤 奏子 岡田 有平 隅原 秀年

666 ゆるポタし隊 大阪府 共田 真紀 吉田 一平 染原 睦彦 村上 研介

667 CircleKK キチガ○ 三重県 砂山 尚美 金澤 理恵 山口 昌昭 山本 延

697 white jack 滋賀県 古野 裕介 古野 典子

698 SKMR 大阪府 若林 まりも 中村 俊輔

699 キンキンに冷えたwatermelon 大阪府 秋田 昌紀 秋田 槙 高見 昌宏

700 小倉あんトースト 大阪府 山本 宗行 小倉 郁香 中村 敦

701 ちゃり部大阪支局 大阪府 寺西 剛 東垣 麻実 末迫 太一

702 ガールズと愉快な仲間たち 三重県 加藤 功也 天春 雄也 近藤 ほのか

703 KHK50 大阪府 山本 幸司郎 小川 恵一 奥野 浩 三木 結花里

704 ORCA CYCLING TEAM 愛知県 伊藤 透 辻 健斗 望月 美和子 森﨑 英登

705 ORCA CYCLING TEAM 愛知県 加藤 大輔 櫻井 亮太 関口 雅浩 伊藤 久枝

706 SPYs X CURRY 兵庫県 松岡 隆至 野田 健太朗 黒坂 真依子 矢頭 由加里 前田 大地

740 TEAM DYSS 京都府 大樽 菜摘 正直 久美子

741 konchi racing 滋賀県 中村 勇斗 岩﨑 蘭世

742 eQUALサイクリングスタジオ 京都府 小橋 岳 小橋 かよ子

743 EURO-WORKS Racing 奈良県 萬木 啓介 大倉 隆慈 辻之内 真理

744 MIZUNO CYCLING TEAM 奈良県 宮田 美文 田代 茂 澤田 佳世子

745 La splendeur 大阪府 寺門 徹 栗原 淳行 香月 晶

746 MIZUNO CYCLING TEAM 奈良県 川端 将貴 渡邊 耕平 塚原 瑞穂

747 仁義なきベイサイクル練習会 三重県 福田 伸考 横田 勝之 浜口 真帆 池上 徹 山名 拳太郎

776 Team Bearman 愛知県 稲熊 芳和 稲熊 道子

777 バルバクラブタカオカ 富山県 橘 辰雄 橘 早苗

778 ｃｌｕｂＧｉｒｏ 愛知県 水井 達郎 大路 桃子

779 YANYAN 愛知県 秋山 啓 秋山 真洋

780 ストラーダTO 滋賀県 田中 慎司 太田 亜紀子

781 Team Coffee Break 愛知県 武市 憲典 石垣 将紀 石垣 有希

782 Luke Fujisawa 京都府 藤澤 道彦 藤澤 惠里 藤澤 由芽 藤澤 爽太

783 Takarazuka OGT 浜田 愛 村野 夏美 的場 陽子 花田 康

784 ピンクマンレディ 岐阜県 小森 清 伊藤 崇之 増田 耕治 水野 まち子 田畑 美穂

No. チーム名 地区 メンバー

438 ヤマシゲファミリー 愛知県 水野 貴正 水野 和正 水野 麻衣子

439 Kramoto cycling club 京都府 藏本 郁生 藏本 楓 藏本 ミキ

477 西一族 三重県 西口 祥子 西口 文晃 西口 篤志

478 KSD FAMILY 愛知県 岸田 悟 岸田 和江 岸田 勇美

479 アームズ&ライフレーシング 滋賀県 川分 敏成 川分 智子 小松 楽

516 ちーむどい 愛知県 土井 章嘉 土井 園 土井 直輝

517 チーム・芝車輪 愛知県 芝田 満 芝田 尚美 芝田 伊織

518 チームTAKA 愛知県 高荒 新一 高荒 慶大 高荒 翔太

557 グルメライドクラブ ファミリー 愛知県 鈴木 一弘 鈴木 拓馬 弓桁 真美 弓桁 大晴

591 のびねこれーしんぐ 三重県 梶尾 豊 梶尾 悠希 梶尾 遥希

592 LOKO RACING 滋賀県 村島 久美子 村島 恵太 村島 大喜

593 さき cycling team 愛知県 原田 幸太 原田 春夏 原田 結菜

594 ぴっとレーシングチーム 愛知県 榊原 輝昭 榊原 由貴子 井上 颯人

595 おち家 愛知県 越知 貞裕 越知 笑子 越知 映成

632 むじょか 岐阜県 花木 一貫 花木 彩夏 花木 昴

633 コバヤシチャリダーズ 滋賀県 小林 裕美 小林 壮士朗 小林 紗綾 山路 千栄子

668 ちーむ☆のざきファミリー 岡山県 綱山 正徳 綱山 真岬 浅野 綾子

669 おかむらや 愛知県 岡村 拓 岡村 さゆり 岡村 なみ

670 Team Ogasawara 愛知県 小笠原 利之 小笠原 悠馬 小笠原 匠見

671 circle kk 森島家 三重県 森島 拓真 森島 心直 森島 明日香

707 DOTE RACING ファミリー 三重県 今井 富久翁 今井 靖代 今井 隆翔

708 スプラ3 京都府 佐野 公昭 佐野 美波 佐野 心勇

709 らんにょむチキン 三重県 瀬戸山 一晶 瀬戸山 萌花 瀬戸山 紀介

710 メチャンコシンドイデス 愛知県 西田 善紀 西田 紘将 今尾 幸太郎 三浦 治郎

748 メガネウラーズ 愛知県 長尾 芽衣 杉浦 遥紀 杉浦 裕樹

749 SoraとoYo 三重県 土田 聡志 土田 鷹洋 田仲 蒼空

750 Top of the Field 大阪府 上原 康晴 上原 直子 上原 康太 上原 有裡

785 グランディーオ 愛知県 倉谷 一哉 倉谷 千夏 倉谷 侠俐

786 ALPHAキッズA 愛知県 加後 美咲 安部 凛星 志賀 椋

787 ALPHAキッズB 愛知県 中川 絵里奈 渡邊 瑠泉 志賀 舜

788 OGT ASRIYADI CHAHYADI ASRIYADI 美紀 ASRIYADI AKIRA

4時間ファミリー/チーム　スタート/9:03　ゼッケン色(青)　31チーム


