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U17

1 青柳　勇輔 アオヤギ ユウスケ

2 天野　颯太 アマノ ソウタ

3 天野　壮悠 アマノ タケハル

4 犬塚　貴之 イヌヅカ　タカユキ 早稲田摂陵中学校

5 田村　健人 タムラ ケント

6 出羽　秀多 デワ シュウタ

C3

11 安藤　稔 アンドウ ミノル グランデパール播磨

12 片桐　健 カタギリ タケシ 自転車で暴れ倒し

13 国田　博之 クニタ  ヒロユキ ＰＯＬＰＯ

14 新川　桂太郎 シンカワ ケイタロウ Pinazou Test Team

15 高井　一平 タカイ イッペイ

16 戸田　和将 トダ ヤスマサ りんくうサイクリングクラブ

17 内藤　久純 ナイトウ ヒサズミ

18 仲川　整 ナカガワ タダシ

19 能勢　毅 ノセ タケシ チームシルクロード

20 藤井　太一 フジイ タイチ

21 八木　健太郎 ヤギ ケンタロウ Hutte 8to8

22 山田　雄介 ヤマダ ユウスケ KINFOLK CX-JP

23 山本　辰弥 ヤマモト タツヤ RingoRoad.com

24 若林　信 ワカバヤシ マコト

25 和田　一輝 ワダ カズキ 侵略！！！

26 和田　良平 ワダ リョウヘイ RingoRoad.com

27 坂本　章 サカモト アキラ

28 宮田　琢視 ミヤタ タクミ

29 川辺　史朗 カワベ フミアキ ボナペティ

CM2

51 井海　義久 イカイ ヨシヒサ レグルス

52 岩村　祐二 イワムラ ユウジ

53 大上野　宏幸 オオウエノ ヒロユキ team SONIC

54 大枝　直之 オオエダ ナオユキ 大枝歯科医院

55 大山　英俊 オオヤマ ヒデトシ ヴィルベルヴィント

56 杜若　治彦 カキツバタ ハルヒコ チーム泥んこプロレス

57 唐鎌　孝行 カラカマ タカユキ

58 川上　吉彦 カワカミ ヨシヒコ R2SPORT CYCLING TEAM

59 楠　健司 クスノキ ケンジ GOUREN

61 坂田　秀貴 サカタ ヒデタカ

62 下村　英男 シモムラ ヒデオ

63 高丸　禎浩 タカマル ヨシヒロ エキップリオン

64 田村　宏 タムラ ヒロシ チーム暴れん坊将軍

65 土屋秀光 ツチヤ ヒデミツ masahikomifune.com

66富澤　克彦 トミサワ カツヒコ

67冨澤　健三 トミザワ ケンゾウ

68冨久 健太郎 トミヒサ ケンタロウ masahikomifune.com

69西村　海容 ニシムラ カイヨウ チーム泥んこプロレス

70樋口　一志 ヒグチ カズシ

72松本　英明 マツモト ヒデアキ グランデパール播磨

73水田　昌宏 ミズタ マサヒロ

74箕形　彰芳 ミノガタ アキヨシ エキップリオン

75 村田　孝幸 ムラタ タカユキ 本町クラブ

76元井　和彦 モトイ カズヒコ シャカリキ自転車部

77守屋　慶一 モリヤ ケイイチ SalataBiancaKobe

78矢野　卓也 ヤノ タクヤ 岩井商会レーシング

79 高尾　佳孝 タカオ ヨシタカ ヴィルベルヴィント

8時30分スタート （30分）

元祖天野家CS-Yamada
ｽﾃﾗｼﾙﾍﾞｽﾄ／JS天野家

チーム36隊
8時30分スタート （30分）

チームAVEL

FUKADAまじりんぐ

8時30分スタート （30分）

Teamスクアドラ

Team まんま

ナカガワAS. Kデザイン

つうばいつうR

c-wasp ｱﾋﾞﾀｲﾕﾓﾝ
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C4

1東　剛史 アズマ タケシ トレックストア神戸六甲

2石井　晋也 イシイ シンヤ

3市原　晋一郎 イチハラ シンイチロウ 一番☆星

4伊藤　公一 イトウ コウイチ

5伊藤　秀樹 イトウ ヒデキ SYHHP

6伊藤　政利 イトウ マサトシ

7 井上　宏隆 イノウエ ヒロタカ

8 上田　晃史 ウエダ アキフミ エキップリオン

9菟田　竜一 ウダ リュウイチ TEAM SANREMO

10 大浜　真志 オオハマ マサシ

11岡本　良 オカモト リョウ In the woods

12尾崎 登志大 オザキ トシヒロ 東洋フレーム
13 木下　颯 キノシタ ソウ

14 木下　貴之 キノシタ タカユキ DECOJA

15 木村 昌孝 キムラ マサタカ masahikomifune.com

16 桐野　一道 キリノ カズミチ どすこい部屋　シクロ場所

17 久保田　航太 クボタ コウタ

18 クラーク　アンディ クラーク アンディ CKCX

19佐川　秀一 サガワ ヒデカズ Team NR

20酒向　宏紀 サコウ ヒロノリ team crz

21笹井　陽介 ササイ ヨウスケ GUELL CYCLING  TEAM

22篠原　祐二 シノハラ ユウジ

23清水　一弘 シミズ カズヒロ

24清水　将貴 シミズ マサタカ

25白石　千尋 シライシ チヒロ DECOJA RACING TEAM

26白鞘　三郎 シラサヤ サブロウ 大東市サイクルロードクラブ

27 高城　哲也 タカギ テツヤ

28 高橋　裕紀 タカハシ ヒロキ

29竹辻　伸浩 タケツジ ノブヒロ チーム米俵

30竹浪 芳晃 タケナミ ヨシアキ masahikomifune.com

31 多田　裕史 タダ ヒロシ 東洋フレーム
32 土谷　亮 ツチヤ アキラ

33坪香　宏 ツボカ ヒロシ Salata Bianca Kobe

34 中　一郎 ナカ イチロウ

35 中西 啓太 ナカニシ　ケイタ 快速緩行 
36 中西　浩一 ナカニシ ヒロカズ Team 1

37 仲道　裕彦 ナカミチ ヤスヒコ MOVEMENT

38那須　亮介 ナス リョウスケ

39塗広　幸史 ヌリヒロ ヨシノブ

40 野々口　久雄 ノノグチ ヒサオ

41初木　茂夫 ハツキ シゲオ

42 平岡　寛基 ヒラオカ ヒロキ

43 平木　雅樹 ヒラキ マサキ Hutte8to8

44 平野　敏治 ヒラノ トシハル 回転木馬

45 藤原　英司 フジワラ エイジ

46前田　堅一朗 マエダ ケンイチロウ

47松岡　秀俊 マツオカ ヒデトシ
48松川　渓 マツカワ ケイ 龍谷大学自転車部

49向原　健司 ムカイハラ ケンジ MAGURA/KABUTO/RR

50梁瀬　充也 ヤナセ ミツヤ masahikomifune.com

51 山極　大介 ヤマギワ ダイスケ

52 山崎　昌宣 ヤマザキ アキノリ C-WASP

53 吉田　健太郎 ヨシダ ケンタロウ 大阪産業大学サイクリング部

54渡辺　晃基 ワタナベ コウキ V.C.NEKOGAHORA

9時15分スタート （30分）

TADO　BICYCLE　TEAM
Bike Works 回転木馬

662-496部

KONAみかん

BikeTeam 回転木馬

QBEIスポーツ

Team.ポタクライム

FUKADAまじりんぐ

すぅぱまんずCX 
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81織田　智陽 オリタ トモハル 大阪工業大学

82河野　将司 カワノ ショウジ かわうそワークス

84北井　康司 キタイ コウジ 未舗装路フェチな人々

85小山　智也 コヤマ トモヤ MUUR Zero

87寺本　俊介 テラモト シュンスケ

88 平野　真一 ヒラノ シンイチ DECOJA Racing Team

90 Teoh Yi Peng Specialized Mavericks

CM3

1飯塚　健二 イイヅカ ケンジ Salata Bianca Kobe
2 池田　知広 イケダ チヒロ ヴィルベルヴェント

3石元　克司 イシモト カツシ ZAS Racing
4 稲谷　佳英 イナタニ ヨシヒデ 泥六

5猪俣　幸一 イノマタ コウイチ

6今村 有亨 イマムラ アリミチ ペンギンレーシング 

7 内田　晴康 ウチダ ハルヤス チームびわこぐま

8 大西　基夫 オオニシ モトオ

9奥出　純久 オクデ ヨシヒサ チーム泥んこプロレス

10奥山　重樹 オクヤマ シゲキ Mt,HASE321
11小田　秀明 オダ ヒデアキ ヴィルベルヴィント

12河嶋 敏行 カワシマ トシユキ チーム泥んこプロレス 

13北沢　祥一 キタザワ ショウイチ

14 木村　昇 キムラ ノボル

15清岡　一人 キヨオカ カズト

16 久保　大作 クボ ダイサク masahikomifune.com
17黒川　茂 クロカワ シゲル チームアヴェル

18小久保　正彦 コクボ マサヒコ

19後藤　修 ゴトウ オサム

20嵯峨　広造 サガ コウゾウ ヴィルベルヴィント

21 坂本　一弥 サカモト カズヤ 子午線サイクリングクラブ

22篠原　毅志 シノハラ タカシ

23芝田　保志 シバタ ヤスシ

24清水　裕之 シミズ ヒロユキ つうばいつうＲ

25真銅　申一 シンドウ シンイチ

26角　正則 スミ マサノリ

27副島　洋昭 ソエジマ ヒロアキ バルバクラブ　フクイ

29竹村　大樹 タケムラ ヒロキ いっしょに走ろう関西リカンベント

30立花　明博 タチバナ アキヒロ

31 田中　久喜 タナカ ヒサキ チーム泥六

32 田辺　徹 タナベ トオル チームきゃうちゃん

33谷田　映広 タニダ アキヒロ

34崔　圭欽 チェ キュフン

35 土田　賢一 ツチダ ケンイチ Mt.hase321
36寺岡　敦史 テラオカ アツシ SAMZ SPEED

37 出羽　敬人 デワ ノリヒト

38豊岡　秀和 トヨオカ ヒデカズ

39 藤田　隆久 フジタ タカヒサ

40古谷　広志 フルタニ ヒロシ

41堀田　知宏 ホリタ トモヒロ チーム闘魂

42松原　正典 マツバラ マサノリ チーム・ガチャピン

43松本　学 マツモト マナブ

44水成　若夫 ミズナリ ワカオ

45水戸　清喜 ミト キヨキ

46森脇　孝宏 モリワキ タカヒロ チーム泥んこプロレス

47 山下　禎一郎 ヤマシタ テイイチロウ 怪速ゾルゲ隊

10時スタート （30分）

ブロンプトンジャンクションcx部

Teamスクアドラ

つうばいつうR]

まほロバRC

RinRin守口店

つうばいつうRC

チーム36隊
トーヨーRT
TEAM宝塚線

トラクターRC
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48 山田　和宏 ヤマダ カズヒロ チーム泥んこプロレス

49 山根　雅範 ヤマネ マサノリ

50種井　亮 タネイ リョウ 天狗党

51 高橋　豊 タカハシ ユタカ zippy
CL2

61石川かおり イシカワ カオリ TEAMNEXTSTAGE 

62遠藤　ゆずな エンドウ ユズナ

63奥 佳子 オク ケイコ TEAMNEXTSTAGE 
64 高　知寿 コウ チズ Channu Cycling

65清水　友恵 シミズ トモエ

66 塚本　麻紀 ツカモト マキ トンデモクラブ

67 土屋淳子 ツチヤ ジュンコ

68銅直　裕子 ドウベタ ユウコ

69 平野　まどか ヒラノ マドカ

70 藤井　裕 フジイ ヒロミ  Club La.sista Offroad Team
71 藤江　恭子 フジエ キョウコ

72箕形　和代 ミノガタ カズヨ エキップリオン

U15

1 天野　玲 アマノ レイ

2 上野　雄己 ウエノ ユウキ

3岸本　仁志 キシモト ヒトシ チーム３６隊大阪

4 木下　俊亮 キノシタ シュンスケ エキップリオン

5副島　達海 ソエジマ タツウミ

6 田村　元 タムラ ハジメ チーム暴れん坊将軍

7 二唐　基 ニガラ モトシ WGAracing
8馬野　真澄 マノ マスミ

9守屋　洸希 モリヤ ヒロキ SalataBiancaKobe
CL3

11岡本　葵 オカモト アオイ

12鹿毛　利枝 カゲ トシエ

13 久木田　紗代子 クキタ サヨコ

14 高島　志織 タカシマ シオリ Bicicletta-MANI
15坪香　多惠 ツボカ タエ Salata Bianca Kobe

16永井　忍 ナガイ シノブ

17 藤本　友理 フジモト ユリ

18 山谷　早苗 ヤマタニ サナエ TRAP
19鹿取　裕子 カトリ ユウコ

CK2

1 上野　貴大 ウエノ タカヒロ 輪娯ロード

2河村　元 カワムラ ハジメ

3岸本　和也 キシモト カズヤ チーム３６隊大阪

4後藤　悠一郎 ゴトウ ユウイチロウ

5 自檀地　一 ジダンジ ハジメ 宇陀サイクルレーシング

7谷田　琥太郎 タニダ  コタロウ

8永井　希一 ナガイ キイチ チーム スクアドラ

9守屋　柚希 モリヤ ユズキ SalataBiancaKobe

CK1

1宇埜　遼太郎 ウノ リョウタロウ TeamVIT

2遠藤　怜央 エンドウ レオ

3柿本　圭治郎 カキモト ケイジロウ

4 川辺　陽 カワベ ヒナタ Life Ride
5阪根　康太 サカネ コウタ

10時スタート （30分）

Team-NR/どろんじょ

京都MTB朝ライド／CSヤマダ

10時45分スタート （15分）

元祖天野家CS-Yamada

OK牧場

10時45分スタート （15分）

Team スクアドラ

Team スクアドラ

11時05分スタート （10分）

BikeTeam　回転木馬

11時25分スタート （8分）

Team-NR/どろんじょ

Team スクアドラ
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6 田村　望 タムラ ノゾム チーム暴れん坊将軍

7堂上　駿介 ドウウエ シュンスケ チーム回転木馬

8松原　治希 マツバラ ハルキ チーム・ガチャピン

9矢野　健斗 ヤノ ケント 岩井商会レーシング

10 高井　鉄生 タカイ テッショウ

1 一色　寛之 イッシキ ヒロユキ CIERVO NARA
2 上田　順子 ウエダ ジュンコ ダム部

3宇埜　智和 ウノ トモカズ TeamVIT

4 川村　誠 カワムラ マコト スクミズマシンワークス

5腰山　雅大 コシヤマ マサヒロ ALL-CITY JAPAN / 662CCC

6真銅　申一 シンドウ シンイチ

7 高柴　元 タカシバ ゲン Maidservant Subject

8常深　貞昌 ツネミ サダマサ

9松本　学 マツモト マナブ

10 村山　司 ムラヤマ ツカサ チームきゃうちゃん

11横井　範和 ヨコイ ノリカズ

仮装

21 安藤　美治 アンドウ ミハル ダム部

22 池ノ上　久美子 イケノウエ クミコ ダム部

23石川かおり イシカワ カオリ TEAMNEXTSTAGE 

24 大河内　二郎 オオコウチ ジロウ シルクロード

25奥 佳子 オク ケイコ TEAMNEXTSTAGE 

26柿本　哲治 カキモト テツハル PRANTAN / SQUADRA
27 川野　功司郎 カワノ コウジロウ 来栖川中央研究所

28 桐野　一道 キリノ カズミチ どすこい部屋

29再田　光進 サイタ ミツノブ

30島本　誠 シマモト マコト TEAMNEXTSTAGE 

31 新川　桂太郎 シンカワ ケイタロウ Pinazou Test Team
32堤　淳也 ツツミ ジュンヤ circlesracingclub
33名雪　洋一郎 ナユキ ヨウイチロウ

34比護　任 ヒゴ アタル PAXPROJECT

35 日比　正明 ヒビ マサアキ

36巳波　一郎 ミナミ イチロウ

37 モリ　コギ モリ コギ

38 山田　雄介 ヤマダ ユウスケ KINFOLK CX-JP

C1

1 安藤　広行 アンドウ ヒロユキ Salata Bianca Kobe Esquina
2 上野　亮 ウエノ リョウ INFINITY

3岡　拓也 オカ タクヤ

4岡　将行 オカ マサユキ Tonic CX Japan
5梶田　晋 カジタ ススム Club La.sista Offroad Team
6 川崎　卓治 カワサキ タクジ チーム岡山

7 川渕　崇史 カワブチ タカシ 2-PIPE
8 川村　誠 カワムラ マコト スクミズマシンワークス

9鬼頭　拓也 キトウ タクヤ エキップリオン

10 木村　吉秀 キムラ ヨシヒデ JP SPORTS TEST TEAM-MASSA-ANDEX
11 久保　伸次 クボ シンジ 京都 岩井商会レーシング

12腰山　雅大 コシヤマ マサヒロ ALL-CITY JAPAN / 662CCC

13小橋　勇利 コバシ ユウリ JP SPORTS TEST TEAM-MASSA-ANDEX
14笹井　秀治 ササイ ヒデハル masahikomifune.com
15沢田　時 サワダ トキ Bridgestone Anchor

SSクロス 11時40分スタート （15分）

Team河内長野泥六

11時40分スタート （15分）

ﾎﾈつき数珠,Sは劇団です。

12時45分スタート （60分）
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16島本　誠 シマモト マコト TEAMNEXTSTAGE 

17菅原成典 スガハラ シゲノリ

18 大坊 崇 ダイボウ タカシ

19 田口　純也 タグチ ジュンヤ 662ccc
20 多端　亮 タバタ リョウ DECOJA
21堂野前　克典 ドウノマエ カツノリ ウオズミサイクル

22豊田　勝徳 トヨダ カツノリ Coraggio Kawanishi Cycling Team
23 中津　顕 ナカツ アキラ KAMOGAWA T.C

24 中原　学 ナカハラ マナブ

25比護　任 ヒゴ アタル PAXPROJECT

26 平尾　浩一 ヒラオ コウイチ

27福田　透 フクダ トオル

28 藤川　正人 フジカワ マサト 京都 岩井商会レーシング

29槙野　青葉 マキノ アオバ team CREA
30松木　健治 マツキ ケンジ （有）村上建具工房ハイランダー

31松村　孝一 マツムラ コウイチ Kamogawa TC
32松本　哲 マツモト サトシ グランデパール播磨

33 丸畑　明彦 マルハタ アキヒコ

34 村田　憲治 ムラタ ケンジ Tacurino.net
35森本　禎介 モリモト テイスケ Tonic CX Team Japan
36 安川　生 ヤスカワ イキル ワイズロード

37 山口　雄大 ヤマグチ タケヒロ Pinazou Test Team

38余語賢司 ヨゴ ケンジ NCFR

39 吉田　誠 ヨシダ マコト kualis cx

CM1

1赤井　宏充 アカイ ヒロミツ masahikomifune.com
2浅井　利育 アサイ トシヤス EURO-WORKS Racing
3伊藤　美智也 イトウ ミチヤ チーム泥んこプロレス

4 岩本　雅秀 イワモト マサヒデ チーム泥んこプロレス

5 大河内　二郎 オオコウチ ジロウ シルクロード

6奥村　哲史 オクムラ サトシ

7奥村　憲央 オクムラ ノリオ Euro-WOrks

8景山　昭宏 カゲヤマ アキヒロ

9河原　徳 カワハラ メグム DISTANZA
10 木下　正季 キノシタ マサキ エキップリオン

11 久馬　逸志 キュウマ イツシ 今日も押しまｓ

12 自檀地　崇 ジダンジ タカシ ZIPPY
13 高橋　孝司 タカハシ コウジ レグルスお達者予備軍

14 土屋　耕二 ツチヤ コウジ masahikomifune.com
15 中野　政彦 ナカノ マサヒコ Team Speed

16西野　順一 ニシノ ジュンイチ

17 羽鳥　和重 ハトリ カズシゲ cycleclub3UP

18 藤井　修 フジイ オサム

19馬野　大嗣 マノ ヒロツグ ユーロードレーシング

20三家丸　健太郎 ミケマル ケンタロウ masahikomifune.com
21 村山　司 ムラヤマ ツカサ チームきゃうちゃん

22横尾　治彦 ヨコオ ハルヒコ チーム泥んこプロレス

23前田　義範 マエダ ヨシノリ TRAP

24窪田　武士 クボタ タケシ ニッタ自転車部

CL1

31江嶋　綾 エジマ アヤ In the woods
32加納　尚子 カノウ ナオコ ストラーダレーシング

33島袋　陽子 シマブクロ ヨウコ エキップリオン

34 藤野 直美 フジノ ナオミ

662-496部
Bike Team 回転木馬

BikeTeam回転木馬

662-496部
ナカガワAsk’デザイン

PCサイクルクラブ松本

14時スタート （40分）

トンデモクラブ金沢 with CSカガ

（有）村上建具MTBteamhighlander

Team スクアドラ

きゅうべえsports

14時スタート （40分）

Teamまんま
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35 宮内　佐季子 ミヤウチ サキコ Club La.sista Offroad Team

C2

1浅井　海成 アサイ カイセイ 大阪府立大学

2足立　磨砂幸 アダチ マサユキ 京都ＭＴＢ朝ライド

3 池部　哲夫 イケベ テツオ

4 一色　寛之 イッシキ ヒロユキ CIERVO NARA
5 大濱　篤史 オオハマ アツシ チバポンズ川口農園

6岡本　辰志 オカモト タツシ シマノドリンキング

7奥村　英示 オクムラ エイジ

8嘉数　昇太郎 カカズ ショウタロウ

9柿本　哲治 カキモト テツハル PRANTAN / SQUADRA
10金森　修一 カナモリ シュウイチ パナソニック

11金野　文彰 コンノ フミアキ

12 高柴　元 タカシバ ゲン Maidservant Subject
13竹田　欣五 タケダ キンゴ チーム　ローマン

14 田中　雅 タナカ マサシ TEAM HATO SUN☆

15 戸柱　稔 トバシラ ミノル

16成瀬　拓未 ナルセ タクミ 神戸大学

17長谷川　草 ハセガワ ソウ

18 日比　正明 ヒビ マサアキ

19 藤原　慶之 フジハラ ヨシユキ ELITE TEST TEAM
20 藤本　浩之 フジモト ヒロユキ Club La.sista Offroad Team
21湯浅　勉 ユアサ ツトム GIANT CC

22涌本　正樹 ワクモト マサキ

15時05分スタート （40分）

FＵＫADAまじりんぐ

662-496部
ターミネーターRT

Team-NR・錦ロイヤル

662-496部
ﾎﾈつき数珠,Sは劇団です。

Team スクアドラ


