
No. チーム名 地区 メンバー

1 小牧高校陸上部OB 愛知県 奥田 孝彦 村本 章

2 大森中学校自転車部 愛知県 高野 康司 黒田 和之

3 ピチピチウェアは着たくない 愛知県 山口 俊輔 小野 僚太

4 Free run 千葉県 木津 光晴 原沢 秀幸 大塚 直樹

5 ちゃりんこフレンズA 愛知県 田中 宏一良 杉浦 英樹 奥村 祐己

6 ACC#1 愛知県 大野 裕明 簑原 和彦 竹林 賢司

7 ACC#2 愛知県 吉住 直彦 斉藤 俊伸 横沢 英幸

8 ちゃりんこフレンズB 愛知県 吉川 誠 西澤 悟 中野 徳志

9 Team マーキュリー 大阪府 比嘉 敏夫 武田 周作 五島 雅幸

10 K's athlete club A 愛知県 高武 康介 岩崎 賢作 姉崎 景虎

11 総合理工学研究科メカニックス系工学専攻 大阪府 岡山 拓矢 田代 昂陽 西 良太

12 PopeyeTouringClub 愛知県 山田 雅友 神田 豊 木村 貴司 鈴木 大輔

13 TEAM BUZZ 愛知県 鈴木 淳 大島 立 古田 真也 坂井 一仁

14 馬車カフェ 京都府 杉本 将之 別府 賢ニ 江﨑 一成 笹井 雄太

15 K's athlete club A 奈良県 宮地 秀明 片岡 史弥 後久 信一 川 浩一郎

16 S8亀-B 大阪府 西 貞徳 山平 祐吾 浜田 昌司 山﨑 そうま

17 チームもけたん(ndk)(2) 愛知県 間渕 聡 加藤 寛康 鈴木 崇 山岸 修

18 鈴鹿サーキット愛してる by NUCC 愛知県 櫻場 勝大 向井 祐希 浪崎 巧己 原田 朋幸

19 パージ安井 by NUCC 岐阜県 安井 剛 飯田 裕介 服部 宗太 徳光 亮一

20 滋賀県立大学 Ring Ring 岐阜県 若山 莉也 飯原 秀哉 助田 快斗 大山 翔平 水本 楓月

21 プーさんオールスターズ 大阪府 村木 昴太 新谷 文哉 望月 隆志 達富 知史 坂本 敬亮

22 シン・大基礎スキー部C 愛知県 安田 燎平 磯田 倫央 大庭 広輝 橋爪 駿基 岡本 直也

23 チームうんた 京都府 野中 健吾 和田 健利 小松原 珠里 山口 大貴 芝田 直樹 榊原 洋之

38 サカイの大学生 大阪府 長谷川 遼 岡島 建生

39 FLAT 愛知県 山形 弘志 伊藤 雄一郎

40 こさかーず 愛知県 佐橋 明 堤 勇樹

41 GUELL 大和高田ぽてと倶楽部 奈良県 喜多 将土 岡田 夢有人 安原 武

42 チーム大吉 大阪府 徳坂 光彦 植村 祐介 森 悠一郎

43 サカイの大学生 大阪府 上口 友輔 山崎 雅登 養父 琢人

44 Team Necydalis21 兵庫県 谷口 進也 佐藤 達也 秋本 泰輔

45 チームもけたん(ndk)(1) 愛知県 見座 雄介 花崎 慶太郎 山崎 徹

46 チームtake with上海ちゃりんこ 兵庫県 竹本 明広 竹本 健矢 竹本 慎悟

47 ヒキコモリズ 岐阜県 小森 寛文 小森 常範 小森 大樹

48 HEBE 愛知県 伊藤 恭三 上原 章裕 山田 知広

49 高浜コラボ 愛知県 堀部 伸光 豊田 節治 徳野 裕隆

50 Rapid Turtle 滋賀県 十河 宏希 古野 裕隆 岸本 知久

51 ATK2 兵庫県 渥美 利康 小林 真一 横川 大地

52 SEASIDE GANTZ 滋賀県 森下 翔太 横井 嶺 後藤 拳斗 志野 昭憲

53 Guell Bicycle Nara 大阪府 坂本 泰章 佐藤 真吾 中野 龍一郎 秋田 修実

54 TEAMロングライドはいつも雨 大阪府 加藤 寛之 下ノ坊 祐樹 植井 勝也 鹿間 丈樹

55 チームYG 三重県 岩間 達也 稲垣 卓也 水落 善紀 堀田 拓海

56 GUELL 大和高田ブルーオーシャン 奈良県 平尾 和也 村上 貴昭 東野 悟志 藤岡 伸英

57 チームマツイ 大阪府 松井 政信 安藤 嘉規 井田 岳志 大場 茂

58 沓中魂 愛知県 杉浦 啓太 寺島 永遠 鈴置 真那斗 杉山 耕太朗

59 伝説のopucc 大阪府 後藤 僚太 高橋 裕太 肥後 佑亮 小西 未来

60 チーム フジムラ！ 三重県 竹田 伸 山際 正彦 藤村 直哉 矢吹 浩亮

61 勝尾寺ヒルクライム同好会 大阪府 吉田 哲也 大塚 紀央 市岡 祥一 梶田 恭史

62 三菱自動車自転車部B 愛知県 原田 修 酒井 国一 岩本 涼太郎 常深 公雄

63 Guell大和高田ぽたぽた倶楽部 奈良県 滝本 宏 平井 紀行 川村 拓也 安井 創

64 東京シティーボーイズ高円OB＋仲間たち 千葉県 吉岡 大 今井 裕介 長澤 良一 古畑 和寛 水野 一郎

65 関西在住！高円高校OB +大ちゃん 奈良県 佐野 和則 井上 直人 川上 健司朗 近藤 賢二 浅田 大介

66 おむ1号 大阪府 上田 侑璃 草壁 仁 岡田 昂也 奥野 一慶 池田 大樹

67 けやきの木 愛知県 渡邉 雄史 渡辺 智也 家田 敏明 山田 順貞 郷司 孝昭

68 CSKサイクリングチーム 京都府 勝山 卓哉 古道 健太 髙田 博史 Petersen Esben 勝山 晃幸 向井 紳

69 三重大学トライアスロン部関東支部 千葉県 綿谷 太い 西 葵生 伊藤 正悟 森下 航 大越 竜平 小林 純也

70 つうばいつう ノリノリオヤジ 大阪府 清水 裕之 西 忠夫 竹田 豊 辻田 清之 伊与田 宏之 濱岡 功次

74 烈日の黄金郷 京都府 仁本 将義 仁本 将太

75 BURRS1 愛知県 仁田尾 聖也 吉野 孝幸

76 大五郎の下僕 ガンマ 大阪府 金井 源揮 児山 元一

77 NTT100% 兵庫県 岡 武 高津 成聖 畑野 太志

78 特攻野郎A 愛知県 榊原 定光 林 俊樹 木下 徳人
79 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

80 SMA 三重県 森 大作 澤 幸男 堀内 俊史

81 黄金列車 Tetsudo B 滋賀県 小亀 聡久 濱田 伸一郎 奥村 健一

6時間ロード/チーム　スタート/9:00　ゼッケン色(白)　290チーム



82 黄金列車Tetsudo A 滋賀県 山本 哲男 大橋 均 大家 篤

83 BURRS2 愛知県 岩井 遥那 林 謙治 村田 亘

84 KYB-works 岐阜県 星野 宏基 松浦 和之 文元 裕也

85 FKD Unity 三重県 鎌仲 賢次 福田 浩二 稲川 太

86 特攻野郎Ｂ 愛知県 鈴木 直人 清水 真太郎 杉山 裕也 田中 利幸

87 「大五郎の下僕 アルファ」 大阪府 熊谷 直己 稲垣 雄樹 井筒 裕 大西 晃平

88 父親ロード同盟 大阪府 島津 聖 佐伯 忠史 浅山 貴宏 大桑 喜巨

89 堀場製作所自転車倶楽部Cチーム 京都府 齋藤 崇志 吉川 剛明 石本 崚 笠井 友斗

90 堀場製作所自転車倶楽部Bチーム 大阪府 入江 和大 西川 徹 小森 隆弘 吉田 善紀

91 堀場製作所自転車倶楽部Aチーム 京都府 下野 友也 大槻 義則 中田 和基 中司 大輔

92 Matsukaze 愛知県 黒川 雄太 上山 聖一 小谷 知輝 西川 渉

93 アルファオートカンパニー 大阪府 稲川 翔 蛭子 嘉昭 渡邊 圭介 中澤 孝之

94 KONAN QUARTET 三重県 森澤 栄樹 杉江 日和 木下 就介 藤根 章夫

95 satohken 神奈川 高田 淳史 由川 格 島 一元 佐嶋 真美

96 1490cyclingteam A 三重県 松永 圭司 伊藤 弘司 大杉 公良 大杉 拓士

97 TEAM Seaside Squat 京都府 平木 琢也 岡部 満 寺 亮 大久保 雅人 永川 聖悟

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

99 名古屋ひぃひぃ倶楽部 愛知県 林 洋 宮地 秀樹 渡邊 悠世 寺田 聖悟 村松 孝一

100 TEAM 光 愛知県 三浦 真吾 山内 譲太 塚本 清太 松田 洋幸 河野 史瑛呂

101 ぶーふーうー01 岐阜県 坂倉 圭 森 明彦 田中 正行 松岡 勝也 小島 健 西村 将成

102 Flapping freely 千葉県 柿澤 謙太郎 森 光流 古徳 翔 満上 亘 上松 祐貴 小野田 智仁

112 こさか～ずA 愛知県 西村 拓 川田 大幸

113 一生懸命遊ぶ会 Bチーム 三重県 佐藤 左将 松本 聖生

114 Team Lion /KAPELMUUR 大阪府 田畑 正彦 徳山 義之 藤村 豪昭

115 上平木町自転車部（仮） 滋賀県 西田 基宏 小島 多佳志 村井 英和

116 K2 OVER 01 大阪府 北川 晃 打越 敬史 坂本 亘

117 チームSSI 愛知県 稲垣 吉樹 鈴木 政幸 杉山 雅昭

118 TEAM MOBITEC A 愛知県 河合 浩平 秋葉 亮 茶園 真

119 TEAM MOBITEC B 愛知県 水藤 稔 伊豆田 孝昭 藤平 健二

120 さんがね 愛知県 岡本 格 中島 崇 稲留 慶太

121 サイクリング同好会 みよし 愛知県 國司 和浩 國司 悠真 中村 公星

122 グルメライドクラブ A 愛知県 上田 洋史 鈴木 高志 野尻 心音 村山 聡汰

123 グルメライドクラブ B 愛知県 松原 光宏 掛橋 洋一 寺岡 聡 藤谷 航

124 ホリデーA 福井県 室井 勉 北川 昭治 竹内 三知夫 北山 耕三

125 ホリデーライドB 福井県 平澤 康久 南東 勝美 芦原 健 北山 雄太

126 K2 OVER 02 大阪府 大槻 武 井上 英俊 山田 純司 辻尾 健彦

127 1490cyclibgteam B 三重県 伊藤 昭弘 伊藤 優佑 岩花 高光 伊藤 正通

128 チームゆるぽた 愛知県 池田 剛一郎 塩屋 健太 塩屋 康代 鈴木 崇弘

129 岐阜チャリクラブ 岐阜県 勝俣 剛 日野 真輔 柴田 栄治 加藤 祐一

130 BFN 三重県 浦岡 章太 河野 良信 西田 優希 北川 昌紀

131 グルメライドクラブC 愛知県 吉田 正義 片岡 勉 岩田 英嗣 田中 孝典

132 チームアラキ☆サンシャイン 大阪府 近藤 寛幸 原 哲也 荒木 智彦 片田 克吉

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

134 おにやんま 京都府 柴田 勝人 細見 直哉 藤田 剛史 藤田 祐也 石原 直紀

135 マスプラプラ・スターダストクルセイダース 京都府 村瀬 雅樹 田中 聡 竹山 康平 小林 俊則 田畑 剛

136 浜南陸 静岡県 高橋 正也 野島 茂一郎 杉山 大一 伴 嘉人 稲垣 雄三朗

137 コルピディベント 大阪府 天満 栄太 赤松 直也 山中 将郁 清水 桂 河原林 一功

138 FU-JIN RACING 愛知県 村中 綾 浅井 智也 宮田 朋輝 ｓｏｌａｓｃｏ ｆｒａｎｋｌｙ 清田 蒼太 山内 専跳

150 一生懸命遊ぶ会 Aチーム 三重県 佐藤 左恭 松本 樹

151 LUCKY CATS NET 愛知県 中村 雄一 中村 煌己

152 ジテ痛クラブ 愛知県 田中 義紀 宮崎 圭介

153 team ARIGATUO 兵庫県 山岡 和宏 高見 昭紀 田中 雅也

154 京都ベントス 京都府 久田 哲二 久門 道彦 川﨑 優海

155 ドミ横メイツreloaded 東京都 原 仁文 萩原 篤 下田 晃伸

156 TEAM HMI2 愛知県 福島 正和 三宅 司 日比 康弘

157 LUCKY CATS 愛知県 春谷 健一 村瀬 修一 加藤 繁樹

158 宇宙にムチューな仲間たち 三重県 源 隆史 伊藤 彰 出口 隆啓

159 Servus 愛知県 登 浩輔 杉浦 伸行 杉浦 大介

160 イトウサイクリング 愛知県 大場 大知 横山 弘之 稲垣 良行

161 チーム保次郎 愛知県 石原 大地 長野 将大 大竹 崇仁

162 ツルマメパワー 岐阜県 清水 将文 八代田 真人 Taboadela Juan

163 晴走雨唄 愛知県 村本 正義 外山 順敏 奥村 康 岡田 浩一

164 違駄天 京都府 加藤 壽嗣 北村 和義 細井 尚 吉田 剛
165 プッチ３３ 岡山県 築山 元樹 村瀬 琶音 今井 章夫 森本 玄達

166 LRCC 愛知県 茶谷 和久 大西 直和 八島 一哉 平野 修司

167 Team 柴田と芦田と織田 愛知県 織田 健一郎 織田 倫太朗 柴田 宏之 芦田 陽介



168 -196Crasherz 青年乃風 大阪府 大前 海渡 松﨑 雄一 佐藤 大介 杉田 雅紀

169 -196Crasherz 中年乃風 大阪府 長野 龍馬 出海 晴生 永野 典郎 久保 憲司

170 Aisan-supporters 愛知県 寺澤 功朗 大澤 良和 小幡 洋久 浅田 力也

171 チームMK 京都府 西藤 栄祉 樋口 善夫 森 啓太郎 林 直樹

172 MORIZO.C.S.C 愛知県 森田 義典 塩谷 翼 畠山 ロブソン 青井 俊輔 池戸 宏

173 ぴっとレーシングチーム 愛知県 篠田 淳史 近藤 健介 松本 佳朗 今川 海斗 加藤 比路

174 弱虫レーシング 愛知県 坂本 大地 細川 大輔 冨田 堅太郎 韓 康偉 荻野 寛隆

175 C.C.SCIOLTO 奈良県 瀬戸 隆則 菊谷 真司 阪本 泰一 浦城 康智 ロッケンバッハ 浄

176 YMD興業 愛知県 新実 誠悟 杉山 亨 大竹 亮亘 佐藤 元康 佐藤 匠一

177 team HCC no,1 兵庫県 山端 重樹 田中 克幸 別府 正之 岩佐 陽介 藤原 靖久

178 LOKO RACING 滋賀県 藤林 将之 辻本 圭一 宮田 直美 廣岡 ノボル 松尾 祐司 塩野 仁

179 crazy SODA 大阪府 吉田 大貴 池田 光希 高見 康平 田邊 義幸 豊嶋 耕平 寺田 祐規

180 関西アウトドアスポーツクラブ 大阪府 大沼 仁 藤井 陽次 廣部 立作 迫間 圭佑 川口 智之 坂本 達郎

189 ATK1 愛知県 尾崎 友哉 齋藤 慎

190 ポンコツオヤジプロジェクト ZERO 滋賀県 富田 惇史 柏本 誠

191 ポンコツオヤジプロジェクト ONE 滋賀県 沢井 宏之 田中 弘之

192 Team 三田ループ 大阪府 吉岡 雅朗 枡川 昌弘 谷口 英久

193 N 大阪府 梶原 祥吾 合田 智哉 則竹 良典

194 E技チャリ部Aチーム 奈良県 米虫 祐介 久保 政士郎 中土井 宏志

195 Life PEDARING CLUB 滋賀県 西村 精児 児玉 拓也 三橋 正敏

196 K☆HINサイクリングチーム 三重県 石原 諭 服部 真幸 増田 功

197 oucc2022 A 大阪府 村岡 翔太 小松 知仁 柴田 錬

198 Krone '97 愛知県 舘 友裕 中山 大輔 井戸田 直樹

199 Krone feat. C.C.C. 愛知県 村上 巧磨 樋江井 康人 鈴木 友悟

200 チームNOT 三重県 奥山 大貴 戸登 昭良 新美 太祐

201 NANKO 愛知県 村瀬 貢太郎 藤井 拓己 沖 公男

202 チームＮおさきにどうぞ 大阪府 高場 雄治 蓑部 孝行 吉田 治訓

203 クロこっこ（トミーとマツ） 愛知県 乗松 克次郎 富永 生志 富永 健斗

204 マーベリック 兵庫県 小村 聡 藤本 英樹 淺田 大介 松橋 洋輔

205 山高 大阪府 井関 昌孝 祷 慎吾 兼重 傑 森 泰之

206 ＋CHARIBU 大阪府 下河邉 悠史 後藤 直也 岡林 佑城 中田 悠一郎

207 E技チャリ部Bチーム 大阪府 中村 元 上村 貴仁 大野 正春 河本 拓哉

208 ダイヤモンドサイクリングチーム伊賀 三重県 野依 祐規 船山 訓宏 岡本 隼志 水野 広治

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

210 Team kondo-B 愛知県 三宅 誠 近藤 剛史 梶野 真弘 山本 圭吾

211 Team kondo-A 愛知県 神谷 雄一 小林 雅克 宮田 芳明 印藤 正彦

212 RitsBIC1 滋賀県 中川 郁仁 小寺 俊介 今市 智大 戸松 稜登

213 オースティンサイクル 和歌山 東 徹 池本 卓史 荒古 昌也 カラギアニス オースティン

214 Teamおかっち 大阪府 岡田 和典 吉見 匠平 坂東 和晃 井辻 顕一

215 RitsBIC2 滋賀県 丹羽 恒喜 池上 誓哉 安井 大晴 高川 頌真

216 豪遊会 京都府 木下 尚樹 木下 圭登 桑原 茂久 滝本 紳 元地 章智

217 LOGICS team1 東京都 合野 優樹 小森 義道 平木 佑典 三嶋 祥平 河内 一矢

218 LOGICS team2 京都府 高村 勝巳 谷内 裕樹 一ノ瀬 尚人 西尾 涼平 南 憲之

219 Ralf racing 静岡県 鴨宮 保雄 津田 一磨 真栄平 誠 吉澤 覚 松田 勇希

220 Nerebaniβ 愛知県 加島 崇史 山田 和弘 中野 圭 神田 武彦 Sandu Ionut 棚橋 亮太

227 なにわ男子見習い 兵庫県 桑田 一郎 澤 智裕

228 YTTC 愛知県 伊藤 全潔 豊田 泰治

229 YTTC 三重県 堺 正哉 伊藤 貴之

230 CTLチャリ部（大阪：戦略性＆学習欲） 兵庫県 沢野 敏博 津崎 純一

231 りーる part1 兵庫県 溝口 直人 溝口 祐花 大井 宏昭

232 西宮今津自転車競技部 兵庫県 重竹 隼 原 良弥 潮津 寛徳

233 アップル常滑店はりきゅう石破漢法院&源 愛知県 平野 勝也 石破 克規 山崎 一

234 チームスクアドラ守山B 滋賀県 篠原 知江 夏田 春海 長妻 マハル

235 チームスクアドラ守山C 滋賀県 藤田 信輔 國松 信彦 山﨑 賢

236 oucc2022 B 大阪府 鮎川 紘太 川口 暖月 岸原 由昴

237 ツール・デ・フェローズ 愛知県 河合 大輔 加藤 武司 稲垣 尚則

238 決める！最後の1周は全力疾走！ 兵庫県 佐伯 将紀 山際 宏和 太田 良介

239 YTTC 三重県 山本 容三 拝郷 光晃 浜口 一生

240 TEAM AKT 岐阜県 渡邊 昇 高野 博勝 池田 真一郎 兵頭 謙往

241 りーる part2 兵庫県 宇田 統英 伊柳 浩 下山 高季 村山 武弘

242 TEAM 光 愛知県 笠松 卓矢 清川 朋泰 生川 峰寛 梅谷 空広人

243 大丈夫、僕たち最強だから。 大阪府 佐藤 凜太郎 秋本 輝 森本 享汰 大日向 陽生

244 TEAM 光 愛知県 松下 昇平 松下 泰平 大河内 一貴 真道 淳司

245 北宇治高校OB自転車部Cチーム 大阪府 日下部 一弥 田和 佳祐 藤木 雅浩 木下 雅嗣

246 PENCIL CLUB OSAKA 大阪府 杉本 篤史 高木 孝朗 松富 圭介 西村 光貴

247 PENCIL CLUB TOKYO 千葉県 鎌田 康史 鈴木 宏迪 森山 智史 大橋 健太



248 明治国際医療大学 自転車競技部 京都府 山下 歩 橋本 歩久玄 清水 稜太朗 小幡 優陽

249 タロちゃん 大阪 大正 大阪府 川原 幹久 永田 雄仁 川崎 真 吉田 隼佑

250 たろちゃん 大阪 大正 大阪府 山崎 誠也 松坂 愛薫 高橋 ヒロシ 濱 真一

251 チームKMNT 兵庫県 田村 徹 中川 隆夫 松井 嘉之 小澄 隆

252 車道 愛知県 浅野 達也 亀本 健一 榊原 浩之 長谷川 裕隆

253 SAKAI★RACING 滋賀県 藤井 芳則 後藤 裕一 中村 充 平沼 太郎 井上 昌博

254 コルサビアンボンサイコーキ 愛知県 平松 晃樹 小山 竜一 足立 拓斗 玉城 航 四宮 世雄

255 TEAM 光 愛知県 安藤 秀悟 前田 陽 幸村 駿 伊藤 則義 伊藤 貴司

256 チーム磯野 with エンジニアズ 愛知県 磯貝 恭輔 平岡 寛規 野口 隆 松下 健二郎 苣木 麟太郎 田中 宏幸

257 大垣CSC 岐阜県 今井 義信 赤嶺 直樹 立木 昌幸 平林 大治 加納 知広 林 功資

266 三国志大戦の亡霊 愛知県 松浦 渉太 三上 直輝

267 バナナウッド 大阪府 串本 一孝 木村 剛輔

268 貧脚 大阪府 安部 秀一 永井 宏幸

269 TEAM USUKE 大阪府 髙木 努 佐々木 貴弘 今井 祐介

270 TEAM NOBU 大阪府 岩木 誠 加藤 勲 坂本 伸彰

271 ゴールド免許 兵庫県 米田 竜太 竹井 一真 出島 光陽

272 RCC52th 京都府 柚山 道明 内川 椋太 橋本 昇磨

273 EPF自転車同好会 愛知県 八木橋 将男 瀬尾 洋充 金子 理人

274 ディベルティード A 三重県 瀧永 浩一 石田 正文 刀根 亮

275 HRC 大阪府 吉城 博人 細川 裕之 北尾 隆明

276 God Racing 愛知県 神元 和哉 土田 侯輔 日野 聡一

277 チームローマン B級 富山県 平舘 則彦 眞田 陽大 藤村 健一

278 サイクルヒーロー０１ 兵庫県 赤尾 啓太 橋本 逸郎 山本 聖一

279 うっかり神戸 兵庫県 丸山 高史 井上 芳則 田村 広志 和田 健司

280 筋肉と優しさが構成要件の男たち 愛知県 吉田 鋼生 佐藤 亮太 藤井 隼也 柴田 悠之介

281 GTBC Racing  チーム亀さん 岐阜県 鈴木 芳久 藤川 拓也 加藤 大己 森島 克也

282 GTBC Racing チーム兎さん 愛知県 小森 誠也 池田 哲也 谷内口 真吾 今井 健人

283 SUCC Hama Team B 静岡県 松田 伸之介 橋本 靖司 竹内 慎人 岩見 昴星

284 SUCC Hama Team A 静岡県 清水 壮 酒井 隆寛 川島 一希 水谷 浩平

285 TEAM ORCINUS ORCA 愛知県 塩澤 魁 水井 悠都 安川 尚吾 前田 凌輔

286 サイクルヒーロー０２ 愛知県 中尾 敏宏 田所 竜馬 和所 正親 西形 功

287 DLネットワーク 兵庫県 所崎 出 鈴木 敦史 鈴木 陵太 越前谷 雅治

288 チーム ハッピーリバー 大阪府 幸川 博則 平井 悦司 樫原 義信 星野 浩一

289 油圧こけしdi2 愛知県 福田 和晃 笠井 崇平 清水 大貴 浅井 一浩 横井 辰也

290 team fm wok 大阪府 和田 崇 松本 一孝 深谷 考司 小笠原 孝 窪田 正生

291 ORCA CYCLING TEAM 愛知県 武藤 悠月 各務 遼音 柴田 兼志 倉谷 希輝 佐野 凌麻

292 RCC team-A 京都府 佐々木 賢研 金田 直樹 大曲 泰生 松尾 恵人 田平 弘太郎 武田 祐輝

293 TNGI 大阪府 杉本 崚 伊藤 拓真 小野口 智貴 文 和彦 田辺 浩生 下村 忠央

294 TーWORKS  OSAKA 大阪府 木下 瞬 加藤 康雄 鍵野 眞一郎 阪本 文男 新宅 孝一 中川 仁

303 すね毛レーシング鈴鹿 三重県 奥山 和紀 森島 奉將

304 チーム チョビたん 東京都 米田 静代 清田 良美

305 CTLチャリ部（東京：包含＆目標志向） 兵庫県 清水 大輔 岩藤 一将

306 水すまし 三重県 増田 繁樹 川合 裕太 笠井 周

307 グラベル第四帝国 大阪府 藪内 佑基 八島 献也 髙尾 憲太郎

308 ビギナーズラック 大阪府 入江 陽日 松阪 千裕 数河 なつ

309 SUCC Hama Team C 静岡県 石原 遼大 佐々木 理光 窪 飛鳥

310 ROMAN 富山県 東海 宗治 横山 能史 渡邊 拓真

311 S-ride cycling team 三重県 中西 清和 岩崎 英紀 内藤 孝夫

312 BIKE EIGHT 岐阜県 田村 英豊 鈴木 清人 今木 秀樹

313 SkyHigh 大阪府 羽渕 友哉 重枝 航己 左 旭

314 BIKE EIGHT 岐阜県 間瀬 智樹 小川 国大 若尾 八郎

315 RTCダイエットパート 大阪府 北島 智史 高橋 怜央 里見 隼人

316 りんりんOB 岐阜県 辻 和樹 今村 廉 金子 和夢

317 ’なんだっていいよ’でいいよ 滋賀県 山口 大貴 岩井 悠二 大場 龍成

318 SANIN Blitz 鳥取県 井戸田 文博 福田 勇司 田口 貴敏 塩見 隼祐

319 TEAM ワタチャル 三重県 伊藤 勝巳 塚本 達雄 森 幹正 渡部 大介

320 ネオ・漆黒の四国 愛媛県 仙波 颯 青木 健志 大岡 佑誠 瀧岡 拓真

321 ｽﾀｰﾗｲﾄ ｻｲｸﾘﾝｸﾞﾁｰﾑ 滋賀県 八田 忠徳 中本 寿仁 佐竹 覚 中 真一

322 漆黒の四国 長崎県 森 悠喜 岡野 達也 川井 翔吾 須藤 祥太

323 アピシクリスムクルッブ 岐阜県 清水 聡 上野 克彦 濱島 健太 佐藤 慎史

324 チームガジュ◎ 愛知県 西尾 昂大 曽根 豊大 森下 聡 井上 航大

325 Fujim 三重県 首藤 高司 藤巻 孔二 橋本 幸生 加藤 巧

326 ＣＯ２ 愛知県 小嶋 清広 福井 雄一 松原 悟 岩瀬 圭一

327 SANIN Blitzバイキングかたおか 鳥取県 大野 道源 三谷 均 大場 拓海 西川 直輝

328 一兵卒 大阪府 眞鍋 勝己 木内 九二生 深谷 篤 鈴木 宏基 今岡 諒平

329 mkwラーメン部 愛知県 橋岡 宏茂 成田 眸 稲葉 勇貴 髙村 明希斗 深谷 優光



330 mkwナン部 静岡県 島口 絢伍 井手 道康 榊原 喬大 深谷 天翔 都合 秀樹

331 ゆるポタれーしんぐ 鈴鹿班 大阪府 菅谷 怜央 鎌田 晃輝 三木 颯一郎 奥田 和人 和泉 颯真 鈴木 澪

332 ALPHAととのえよう 愛知県 嶋末 昭 津山 広和 松本 康弘 西山 拓弥 安部 朋彦 枡田 拓也

340 OUHS RACING 古参2人組 大阪府 大谷 洸太 溝端 一真

341 今日はゆるポタ 兵庫県 渡邊 一晴 西中 颯杜 比嘉 大輔

342 チーム河野 大阪府 藤若 祐太 杉田 哲哉 馬場 祐太

343 チーム歌丸 大阪府 早坂 進一 中野 真 江畑 翔一

344 チグラム 大阪府 細谷 亮太 重森 英斗 村口 清輝

345 杏の民 愛知県 四宮 俊亮 冨板 真大 梶浦 聖允

346 SKI46 兵庫県 下野 隆史 池田 朋弘 木澤 彰

347 MIY 愛知県 枡田 貴理丸 岩村 元嗣 山本 良介

348 atming B 愛知県 田中 慎一 篠田 卓也 平山 卓男

349 athming A 愛知県 近江 慶太 徳永 康祐 稲葉 雅司

350 パッショーネ 大阪府 岸本 達也 藤尾 淳 林 飛我

351 同志社大学体育会トライアスロン部 京都府 平石 祥太 山本 人誠 野田 知弘

352 TEAM DD 技と海 滋賀県 柳原 正 鈴木 信也 土田 将志 Cummings John

353 Sky High 大阪府 松尾 仁 小林 健太郎 林 翔宇 中西 秀介

354 HOTY 愛知県 山下 陽介 大塚 航 谷内 健太 早川 朋宏

355 WUG！Racing 自転車部 静岡県 小澤 徹也 宮崎 太一郎 元平 達朗 浅野 慎一

356 WUG！Racing うんめぇにゃー 東京都 葛西 裕 佐藤 裕希 pang lap tin 熱田 裕之

357 矢島工務店 京都府 本田 琢晃 高木 洋輔 古村 隆充 松岡 孝司

358 A&M OGT 桂 龍太 BAYU SETYO UTOMO DONI KRISTONO ARSYAM ICHANK

359 Hara Cars 土屋 広介 西村 拓郎 斉藤 憲一 春田篤志

360 KUCCメカ組 石川県 久保奥 巧 高橋 生真 小川 尚比古 山下 剛史 竹野 翔景

361 R団 富山県 菊池 寛史 志村 啓太 中村 元紀 福塚 将司 上野 暉

362 輪人レーシングチームA 大阪府 末廣 正治 中野 雅由 西田 和宏 神本 青門 足立 俊樹

363 京都産業大学トライアスロンサークル 京都府 藤澤 爽太 加後 賢太郎 琵琶 陸 桝山 功太 長谷川 敬大 服部 栄一

364 ALPHAととのった 愛知県 田中 大史 望月 崇充 木村 宗一郎 益田 健史 田畑 圭一 太藤 無央

No. チーム名 地区 メンバー

24 ハイボールレモン 三重県 冨田 君代 湯浅 正啓 中里 文昭

25 陽子さんとゆかいな仲間たち 京都府 片桐 淳 片桐 陽子 村井 孝司

26 ハイボールドライ 京都府 馬場 剛志 酒井 健太郎 宮﨑 麻紗美

27 チームまふ 岐阜県 石井 鉄也 高橋 尚文 大谷 朋子

28 bebedores D 愛知県 曽我 国博 佐藤 賢一 小山内 昭博 杉浦 智重乃

29 チームエルモ・ＳＥＫＩ 岐阜県 小川 勝巳 山田 和義 渡部 邦彦 早野 順子

30 bebedoroesA 愛知県 戸根川 要 乙井 里美 内田 裕之 近藤 春樹

31 Bebedores B 愛知県 小鹿 比咲子 森田 智裕 番戸平 尚 宇野 陽介

32 bebedores C 愛知県 杉浦 英典 藤吉 亜依子 田中 充 山田 敏子

33 SHIHOKO様親衛隊 by NUCC 愛知県 相良 岳 横地 志帆子 坂井 悠馬 渡辺 智貴

34 S8亀-A 大阪府 山﨑 真輝 山﨑 郁人 岩永 孝志 岩永 園子 山平 依里

35 夜鳴ラーメン いとうや 三重県 伊藤 亮一 中川 武瑠 永田 幹紀 岩本 健児 伊藤 和美

36 4年ぶり5回目 愛知県 岩田 憲一郎 土屋 和史 寺谷 薫 佐古 貴哉 山口 恵里依 佐藤 実紗

37 H2AS2M 滋賀県 東田 怜依 東山 勝久 持田 貴志 坂口 仁志 阿藤 賢次郎 佐藤 孝弘

71 FUJIMI 愛知県 大竹 秀樹 大竹 ゆうこ 野口 悠樹

72 高円二期生自転車部最強チーム 奈良県 大城 文明 井上 千恵美 大井 光夫 加藤 哲雄 石津 佳也

73 spirit遊 静岡県 大津 佳博 山本 晋治 森田 和仁 吉田 貴祐人 大津 裕美

103 team熊猫 岐阜県 鹿野 恵美子 村上 史

104 愛LEX・A 愛知県 豊田 幸三 村上 孝志 柴田 かすみ

105 Akira100% 兵庫県 垣内 夏希 垣内 晶 小林 英敏

106 愛LEX・B 愛知県 長沢 信雄 榎戸 敬朗 中山 恵美子

107 チームビヨンド シーズン３ 奈良県 当天 誠 亀井 友樹 亀井 由美 葛本晶彦 葛本晶彦

108 LINK 愛知県 尾関 武 菊谷 逸夫 原 一将 平手 雄平

109 大五郎の下僕 ベータ 大阪府 熊谷 沙耶佳 江藤 大 吉永 麻由紀 道先 晃一 山本 拓真

110 まじめにゆるポタ 愛知県 中島 徹 岡田 耕明 岡田 明衣梨 川村 侑平 小澤 拓也

111 ぶーふーうー02 岐阜県 酒井 智香 岩橋 弘幸 中西 真一 澤本 綾乃 古田 家基 片山 智

139 Team Scarlet 大阪府 森本 祥之 森本 彩加

140 TRC（若） 愛知県 奥田 紋吉 十河 愛 渡邊 夏帆

141 TRC（老） 愛知県 坂口 慧 藤尾 美彗 田井 哲朗

142 TRC（草） 愛知県 遠藤 界都 黒須 脩太 森井 望

143 峯俊家 大阪府 峯俊 康志 峯俊 明子 峯俊 友哉

144 雨燦々ズ 愛知県 和田 昌也 岸本 麟 平田 あずさ

145 1490cyclingteam C 三重県 松永 悠志 松永 滉志 大杉 有紀 水谷 蘭奈

146 Team Lion②/KAPELMUUR 大阪府 石田 裕亮 大田 啓作 大田 恭仁子 村上 睦美

147 H-POWER 和歌山 加納 哲也 羽多 昇一 羽多 香織 釈迦戸 由記子 小林 明広

6時間男女混合/チーム　スタート/9:00　ゼッケン色(白)　86チーム



148 チームGOB 滋賀県 日下部 麻理 合田 成宏 奥村 明子 勝野 和子 梅原 亜衣 鈴木 朋奈

149 KOZU 奈良県 藤本 伸一 井門 賀子 井手坂 一男 上田 昇滋 秋山 光夫 大屋 有司

181 オニャンコポン 愛知県 岸 伸司 岸 由香里 近藤 里佳

182 TTGユルポタ 石川県 坂本 一男 木村 亜希子 中川 清志

183 7538 BIG  SPEED 癒 愛知県 横井 宏紀 松永 敦 赤堀 直美

184 7538 BIG  SPEED 舞 愛知県 澤田 靖隆 杉田 高大 伊藤 舞

185 NSI初心者軍団 大阪府 香山 佳世 松村 美雪 大村 睦 松島 美枝

186 team HCC no,2 兵庫県 山田 明宏 玉田 忠弘 高見 圭子 藤川 睦雄

187 Ride in sunny sky 滋賀県 大倉 咲紀 井狩 典之 井狩 洋 川野 里奈

188 Krone√Maid 愛知県 大林 亜友花 宮田 直紀 才賀 和樹 須藤 大喜

221 ＋CHARIBU 京都府 村井 柚紀 高野 玲奈 鈴木 安里紗

222 クロこっこ（クロ） 愛知県 池田 和美 海面 尚光 熊澤 篤 足立 大河

223 三重イングレスちゃり部 三重県 河村 文理 松岡 亮一 坂本 千秋 今井 直樹 水谷 俊信

224 TEAM 光 愛知県 横井 隆典 杉山 由展 永田 哲也 浜口 和宏 尾﨑 汐里

225 ユーロード ダンディ部Plus 愛知県 林 邦男 藤原 謙治 日高 一幸 大橋 穂高 林 岳人 遠松 純子

226 ユーロード ヤルーデ 愛知県 河野 俊夫 伊藤 智 岡島 洋介 長坂 敏充 神野 太一 神野 奈津子

258 スクアドラ守山A 滋賀県 田中 陽菜 田中 輝美 田中 滋規

259 シノノメ 愛知県 辻村 剛 辻村 知佳 鬼頭 聖

260 北宇治高校OB自転車部Aチーム 大阪府 猪目 博也 島田 希美 篠原 吉幸

261 北宇治高校OB自転車部Bチーム 奈良県 田中 智徳 上村 香乃 石崎 光

262 Team SONIC 大阪府 牧田 篤 山下 智大 三谷 智代 田井 正仁

263 ちーむ☆のざき やっちゃろーで！ 岡山県 吉岡 将吾 二宮 知江子 高橋 亨 杉山 謙心 安藤 彰浩

264 東海プラント 愛知県 百瀬 透 平下 大樹 前田 将孝 久田 千尋 森永 愛美

265 チームノザキMIX 岡山県 二宗 寛行 野崎 天我 高橋 泰夫 稲田 吉映 福田 育真 横田 尚亮

295 ZIPPY OB 三重県 北村 正憲 児嶋 博徳 柳田 佳奈江

296 ディベルティード B 三重県 橋本 憲 近藤 知美 富樫 泰之

297 ディベルティード C 三重県 植谷 弘也 中本 吉彦 パトリス リー

298 チームローマン S級 富山県 永山 守 永山 育代 大林 健児 立川 一匡

299 Bicycle Planner 京都府 酒井 綾乃 菊谷 千昭 大田 浩明 下野 直規

300 静岡大学 静1 静岡県 髙林 恵多 武内 龍之介 大道 一徹 山下 耕作 胸組 稜加

301 静岡大学 静２ 静岡県 小林 洋介 工藤 詩織 上田 和希 林 耕太 村上 善洋

302 林組 愛知県 林 貴志 高島 名津美 堀田 聡士 小石 大河 春日井 海斗

333 773プロダクション 大阪府 小出 智貴 岡野 広樹 松下 七海

334 なお吉ブルベライダーズ 宮城県 横山 陸玖 槇村 明紘 藤井 美紀 磯村 楓

335 チームスカル NO1 三重県 中富 博司 中富 真理子 中島 肇 西川 一二三

336 チームスカル NO2 三重県 柴田 昌子 柴田 則愛 松本 流虎 儀賀 幸乃輔

337 まるいち 黒ヘル親子 愛知県 神谷 直希 神谷 陽子 神谷 遥人 神谷 啓人

338 GoRo 神奈川 森 勇斗 岡部 将和 長谷川 克海 坂田 泉 赤塚 舞咲

339 ALPHAととのう？ 愛知県 枡田 日菜果 森 拳真 石田 晋嗣 千種 繁樹 西森 瑛人 田口 恭輔

365 ちーちゃん＆やっちゃん 愛知県 畔柳 保彦 畔柳 千津子

366 JPS 大阪府 小森 亮太朗 三原 孝太郎 藤原 友美

367 Kyoto Cycling AKAM 京都府 中村 安奈 数馬 良一 Attanzio Antonio Muller Martin

368 Kyoto Cycling 雷 京都府 Friedl Jeffrey Johnson Chris Sheean Mimi 竹荒 裕子

369 下鴨病院 京都府 所司 望美 所司 純一 濱 邦章 濱 統吾

370 響卒業おめでとう 大阪府 加茂 友太 古谷 陽弥 鷹取 響 土田 陸雄

371 輪人レーシングチームB 大阪府 小原 史郎 杉本 秀哉 丸田 弘美 河野 祥一

372 中国四国REOエリートチーム 岡山県 菊地 慧 秀田 智彦 友岡 郁路 古賀 靖 小笠原 寿美

373 中国四国REOポンコツチーム 岡山県 古川 理恵子 服部 正明 吉田 優美子 古川 佳奈子 松本 和也

374 BrezzaMolle 東堂 稔 佐々木博之 藤岡 伸一 寺田 奈世 元永 恵子

375 ピロ@home 三重県 川合 賢人 猪熊 彩 市川 龍之介 清水 勝徳 猪熊 美希 永長 諒

376 ＭＫＤ４６ 東京都 矢鋪 英美 中原 正大 青嶋 広敏 福井 寛 水野 愛理 古川 善


