
JCF登録高校生 スタート 4/5（土） 13:00～ 周回数 40周

参加者名 フリガナ チーム（所属）名 JCF登録番号

青 1 曽我部 厚誠 ソガベアツノリ 城東工科 27MJ1300853

青 2 古川 智也 フルカワトモヤ 城東工科 27MJ1300854

青 3 山﨑　一 ヤマザキハジメ 城東工科 27MJ1300852

青 4 藪野 瑛仁 ヤブノエイト 大阪偕星 27ＭＪ1200696

青 5 前田 直也 マエダナオヤ 大阪偕星 27MY1300777

青 6 大得 智季 オオエサトキ 大阪偕星 27MY1301815

青 7 福井 魁良 フクイカイラ 大阪産大附 27MJ1201541

青 8 阿部 将太朗 アベショウタロウ 市立堺 27MJ1200828

青 9 福田 雄介　 フクダユウスケ 三国丘（定） 23MY1201322

青 10 須々田 敏輝 ススダトシキ 茨木工科 27MU1100728

青 11 藤村 祐輝 フジムラユウキ 茨木工科 27MJ1201026

青 12 中川 祐利 ナカガワユウト 茨木工科 27MJ1300047

青 13 石井 宏弥 イシイヒロヤ 茨木工科 27MJ1201027

青 14 植村 風太 ウエムラフウタ 茨木工科 27MY1301174

青 15 浦尾 惇平 ウラオジュンペイ 茨木工科 27MJ1301173

青 16 川原 健太 カワハラケンタ 茨木工科 27MJ1301175

青 17 石田 真一朗 イシダシンイチロウ 佐野工科 27MJ1200434

青 18 濵田 勇希 ハバダユウキ 佐野工科 27MY1300938

青 19 間瀬 勝義 マセカツヨシ 佐野工科 27MY1400077

青 20 山神 海晴 ヤマガミカイセイ 興　　國 27MY1200602

青 21 小川 恵司 オガワケイジ 興　　國 27MY1200601

青 22 東野 誠覇 ヒガシノセイハ 興　　國 27MJ1200604

青 23 平瀬 功汰 ヒラセコウタ 興　　國 27MY1300828

青 24 丸亀 孝太 マルガメコウタ 興　　國 27MY1301615

青 25 植益 和行 ウエマスカズユキ 興　　國 27MY1300702

青 26 山本 隼人 ヤマモトハヤト 興　　國 27MY1300704

青 27 脇坂 尚希 ワキサカナオキ 興　　國 27MY1301213

青 28 山﨑 咲斗 ヤマザキサキト 興　　國 27MY1301616

青 29 武智 気吹 タケチ イブキ 松山中央高校 38MJ1101532

青 30 深尾　司 フカオ ツカサ ドゥールース 申請中

青 39 得津 光司 トクツコウジ 東海大学付属仰星 27MJ1300062

カテゴリー

ゼッケン



土曜ビギナー スタート 4/5（土）14:00～ 周回数 12周

参加者名 フリガナ

白 1 清水 峻明 シミズ タカアキ

白 2 松井 克多 マツイ ヨシカズ 山栗レーシング

白 3 李 延壮 イ ヨンジャン

白 4 千葉 隼 チバ ハヤト ダムダム団

白 5 上野 昭夫 ウエノ アキオ チーム白星

白 6 山田 剛 ヤマダ ゴウ

白 7 武智 光 タケチ ヒカリ 愛媛県ジュニア

白 8 鍋山 聡 ナベヤマ サトシ Team Mt.Nabe

白 9 甲斐 一平 カイ イッペイ

白 10 中井 雅也 ナカイ マサヤ

白 11 稲熊 章誠 イナクマ アキノブ

白 12 竹田 裕輝 タケダ ヒロキ

白 13 田中 涼太 タナカ リョウタ

白 14 辻井 一郎 ツジイ イチロウ

白 15 織田 康一 オダ コウイチ

白 16 横川 大輔 ヨコガワ ダイスケ

白 17 武内 喜治 タケウチ ヨシハル

白 18 三浦 茂 ミウラ シゲル Team M

白 19 三浦 純 ミウラ ジュン Team M

白 20 土井 敏司 ドイ サトシ Team M

白 21 山上 知輝 ヤマウエ トモキ

白 22 白石 遥晟 シライシ ミチアキ

白 23 竹村 信吾 タケムラ シンゴ

白 24 佐野 真義 サノ　ナオヨシ 城東輪業社

白 25 原田 翔真 ハラダ　ショウマ ドゥールース

土曜エキスパート スタート 4/5（土）14:20～ 周回数 25周

参加者名 フリガナ

黄 1 大塚 昇平 オオツカ ショウヘイ

黄 2 川本 憲一 カワモト ケンイチ 愛しのウリ坊

黄 3 杭田 翔太 クエダ ショウタ チームダックスフンド

黄 4 武智 大地 タケチ ダイチ 愛媛大学

黄 5 中廣 利貴 ナカヒロ トシタカ Team.Mt.Nabe

黄 6 高田 晃平 タカタ コウヘイ ぴっとレーシング

黄 7 石山 幸風 イシヤマ ユキカゼ エスキーナレーシング

黄 8 山本 淳史 ヤマモト アツシ racing witches

黄 9 大西 拓磨 オオニシ タクマ 大阪工業大学

黄 10 中俣 大樹 ナカマタ ヒロキ 大阪工業大学

黄 11 小川 勝典 オガワ カツノリ

黄 12 谷口 敦史 タニグチ アツシ ぼらC.C

黄 13 藤村 俊之 フジムラ トシユキ

黄 14 和田 敬平 ワダ ヒロム 特殊刑事課

カテゴリー

ゼッケン チーム（所属）名

カテゴリー

ゼッケン チーム（所属）名



JCFエリート スタート 4/5（土） 15:00～ 周回数 45周

参加者名 フリガナ JCF登録番号

桃 1 服部 健一 ハットリ ケンイチ 27ME0000310

桃 2 一色 寛之 イッシキ ヒロユキ 26ME0300357

桃 3 中西 重智 ナカニシ シゲトモ 25MU0600869

桃 4 澤田 賢匠 サワダ ケンショウ  GALANTE NARA 26ME0500778

桃 5 大倉 勇夢 オオクラ イサム 27MU0800944

桃 6 布施 啓富 フセ ヒロトミ  クラブシルベスト 28MM9702064

桃 7 内田 大貴 ウチダ ヒロタカ  追手門学院大学 28MU1100113

桃 8 木村 吉秀 キムラ ヨシヒデ 25MU1000859

桃 9 中田 尚志 ナカタ タカシ  Tacurino.net 26MM9701214

桃 10 河合 智一 カワイ トモカズ 38MU1101864

桃 11 大永 剛志 オオナガ ツヨシ  トラクターRC 28MM0400053

桃 12 北邨 雄介 キタムラ ユウスケ  FAZZY RACING 申請中

桃 13 織田 智陽 オリタ トモハル  大阪工業大学 27MU1301552

桃 14 中野 宏二郎 ナカノ コウジロウ  大阪工業大学 27MU0900531

桃 15 小西 優大 コニシ ユウダイ  大阪工業大学 27MU1001504

桃 16 菅野 匠大 スガノ ショウタ  大阪工業大学 27MU1301551

桃 17 磯崎 祥吾 イソザキ ショウゴ  大阪工業大学 27MU1300068

桃 18 森 俊文 モリ トシフミ  クラブセンセーション 22MM0100251

桃 19 根井 さとる ネイ サトル 29MU1000618

桃 20 元山 高嶺 モトヤマ タカネ  神戸大学 26MU1101605

桃 21 小渡 健悟 コワタリ ケンゴ 29ME0100293

桃 22 田 典幸 タ ノリユキ 43MU1101917

桃 23 長野 耕治 ナガノ コウジ  斑鳩Astifo 38MM9702465

桃 24 今野 勝博 コンノ カツヒロ  ウォークライドシクロアカデミア 08MM1100079

桃 25 和田山 尚史 ワダヤマ タカフミ  侵略！！！ 27MM0800023

桃 26 井上 人志 イノウエ ヒトシ 27ME0500349

桃 27 堂薗 雄次郎 ドウゾノ ユウジロウ  C-WASP 27MM1301408

桃 28 豊田 勝徳 トヨダカツノリ 27ME1200215

桃 29 今井 雄輝 イマイユウキ  斑鳩Astifo 28MM1001921

 シエルヴォ奈良MIYATA-MERIDAサイクリングチーム

 シエルヴォ奈良MIYATA-MERIDAサイクリングチーム

 シエルヴォ奈良MIYATA-MERIDAサイクリングチーム

 KOMATSUサイクリングクラブ

 JP SPORT TEST TEAM-MASSA-ANDEX

 JP SPORT TEST TEAM-MASSA-ANDEX

 シエルヴォ奈良MIYATA-MERIDAサイクリングチーム

 シエルヴォ奈良MIYATA-MERIDAサイクリングチーム

カテゴリー

ゼッケン チーム（所属）名

 JP SPORT TEST TEAM-MASSA-ANDEX

 JP SPORTS TEST TEAM-MASSA-ANDEX



シニア40 スタート 4/6（日） 9:00～ 周回数 15周

参加者名 フリガナ

緑 1 木下 泰一 キノシタ タイチ 北摂すからと～れ

緑 2 三木 昌三 ミキ ショウゾウ リブロング神戸

緑 3 岩上 真也 イワカミ シンヤ 大原朝市Ｒ＆Ｃゾルゲ隊

緑 4 松尾 忠昭 マツオ タダアキ リブロング神戸

緑 5 大島 健裕 オオシマ タケヒロ CSヤマダ

緑 6 飯塚 健二 イイヅカ ケンジ Salata Bianca Kobe

緑 7 古川　 英治 フルカワ エイジ Teamまんま

緑 8 那須 慶太郎 ナス ケイタロウ リブロング神戸

緑 9 前田 義範 マエダ ヨシノリ TRAP

緑 10 松井 克多 マツイ ヨシカズ 山栗レーシング

緑 11 田尾 茂郎 タオ シゲオ リブロング神戸

緑 12 赤井 宏充 アカイ ヒロミツ masahikomifune.com

緑 13 木村 薫敏 キムラ シゲトシ チームミニットマン

緑 14 豊嶋 直樹 トヨシマ ナオキ FREESTYLE

緑 15 新名 隆 ニイナ タカシ チームミニットマン

緑 16 知場 誠 チバ マコト バルバツルガ

緑 17 山田 和弘 ヤマダ カズヒロ 268wedo

緑 18 岩田 誠 イワタ マコト チーム回転木馬

緑 19 中林 昭雄 ナカバヤシ アキオ ステラシルベスト

緑 20 宮本 邦寛 ミヤモト クニヒロ Team スクアドラ

緑 21 佐藤 貴徳 サトウ タカノリ ㈱三協製作所　　チームｙｙｙ

緑 22 太田 隆博 オオタ タカヒロ トーヨーレーシング

緑 23 中谷 尚吾 ナカタニ ショウゴ ステラシルベスト

緑 24 石井 和明 イシイ カズアキ NASU FAN CLUB

緑 25 山口 功 ヤマグチ イサオ

緑 26 西代 伸造 ニシンダイ シンゾウ トラクターRC

緑 27 池田 知広 イケダ チヒロ 北摂すからと～れ

緑 28 岸田 哲治 キシダ テツジ NorthBeach KITAHAMA

緑 29 阿部 和司 アベ カズシ TBC Racing

緑 30 南薗 正一 ミナミゾノ ショウイチ チーム泥んこプロレス

シニア50 スタート 4/6（日） 9:00～ 周回数 15周

参加者名 フリガナ

桃 70 村田 孝幸 ムラタ タカユキ パン工房　バビロン

桃 71 横手 宏彰 ヨコテ ヒロアキ 北摂すからと～れ

桃 72 西嶋 喜継 ニシジマ ヨシツグ 怪速ゾルゲ隊

桃 73 濱中 康志 ハマナカ ヤスシ R2 SPORTS CYCLING TEAM

桃 74 富永 義弘 トミナガ ヨシヒロ チーム　ミニットマン

桃 75 吉塚 計司 ヨシヅカ ケイジ EVERWINレーシング

桃 76 永井 博之 ナガイ ヒロユキ TRAP

桃 77 東 明宏 アズマ アキヒロ Team α  Y's-racing

桃 78 横尾 治彦 ヨコオ ハルヒコ NASU FAN CLUB

桃 79 藤岡 英景 フジオカ ヒデアキ クラブシルベスト

桃 80 三宅 尚幸 ミヤケ ナオユキ チームとび丸

桃 81 臼澤 隆史 ウスザワ タカシ トラクターRC

桃 82 大永 徳彦 オオナガ ノリヒコ TRACTOR RC

桃 83 相良 晶一 サガラ ショウイチ C-WASP

桃 84 井上 長作 イノウエ チョウサク 本町クラブ堺

カテゴリー

ゼッケン チーム（所属）名

カテゴリー

ゼッケン チーム（所属）名



桃 85 宮村 優 ミヤムラ マサル ONE/WD



中学生 スタート 4/6（日） 9:23～ 周回数 10周

参加者名 フリガナ

白 26 天野 颯太 アマノ ソウタ CSヤマダ

白 27 石川 輝 イシカワ テル Cycle Racing Team ALLEZ

白 28 佐合 真大 サゴウ マサト Team-DADDY

白 29 佐合 海大 サゴウ ヒロト Team-DADDY

白 30 西原 裕太郎 ニシハラ ユウタロウ 三笠中学校

白 31 武智 光 タケチ ヒカリ 愛媛県ジュニア

白 32 岩田 祥眞 イワタ ショウマ チーム　ロックオン

白 33 細田 悠太 ホソダ ユウタ

白 34 下山 美寿々 シモヤマ ミスズ

白 35 下山 美咲 シモヤマ ミサキ

白 36 尾崎 祐司 オザキ ユウジ

白 37 川口 幸之助 カワグチ コウノスケ Sonic-Racing

白 38 天野 壮悠 アマノ タケハル ステラシルベスト

白 39 田村 幸四郎 タムラ コウシロウ 大久保中学校

レディース スタート 4/6（日） 9:23～ 周回数 10周

参加者名 フリガナ

桃 51 田村ひろみ タムラ ヒロミ 城東工科

桃 52 松田玲夏 マツダ レイカ 城東工科

桃 53 大島 雅紀 オオシマ マサキ CSヤマダ

桃 54 原田 悦子 ハラダ エツコ team minuteman

桃 55 松井 優佳 マツイ ユウカ You-yu

桃 56 吉岡 麻里代 ヨシオカ マリヨ バルバクラブ　フクイ

桃 57 墨谷 ゆう子 スミヤ ユウコ バルバクラブ　フクイ

桃 58 平田 千枝 ヒラタ チエ まほロバRC

桃 59 鹿取 裕子 カトリ ユウコ

桃 60 奥平 厚子 オクダイラ アツコ Diavoletto

桃 61 三宅 美峰 ミヤケ ミミネ チームとび丸

桃 62 近藤 由美 コンドウ ユミ バルバ　タカオカ

桃 63 島橋 由美子 シマハシ ユミコ バルバ　タカオカ

桃 64 水野 奈緒美 ミズノ ナオミ バルバクラブ　カナザワ

桃 65 中西 知恵子 ナカニシ チエコ ステラシルベスト

桃 66 高橋 百合 タカハシ ユリ バルバクラブ　カナザワ

桃 67 駒口 雅子 コマグチ マサコ バルバクラブ　カナザワ

桃 68 荻田 亜紀子 オギタ アキコ

カテゴリー

ゼッケン チーム（所属）名

カテゴリー

ゼッケン チーム（所属）名



日曜ビギナー スタート 4/6（日） 9:41～ 周回数 12周

参加者名 フリガナ

黄 51 鎌苅 康生 カマカリ ヤスキ ドゥールース

黄 52 蔭山 達也 カゲヤマ タツヤ EURO-WORKS Racing

黄 53 布野 将伍 フノ ショウゴ TRAP

黄 54 藤田 隼也 フジタ ジュンヤ

黄 55 本同 駿介 ホンドウ シュンスケ チーム倉敷

黄 56 佐藤 暁洋 サトウ アキヒロ AKK 5

黄 57 高須賀 敏宏 タカスガ トシヒロ

黄 58 角崎 博之 カドサキ ヒロユキ バルバクラブ　フクイ

黄 59 秦 幸宏 ハタ ユキヒロ

黄 60 田中 契 タナカ ヒサシ チュービ（tubi）

黄 61 安本 直朗 ヤスモト ナオアキ KU-CTC

黄 62 山本 博文 ヤマモト ヒロフミ

黄 63 大西 智史 オオニシ サトシ ちぃむ　スクアドラ

黄 64 甲斐 一平 カイ イッペイ

黄 65 堀田 陽平 ホッタ ヨウヘイ シャンテ

黄 66 西尾 真治 ニシオ シンジ E.T.T

黄 67 安冨 一嗣 ヤストミ ヒトシ

黄 68 斉藤 譲 サイトウ ユズル

黄 69 是枝 勇輝 コレエダ ユウキ

黄 70 田中 靖 タナカ ヤスシ Team RSO Racing

黄 71 三宅 大春 ミヤケ タイシュン チームとび丸

黄 72 浅原 弘輝 アサハラ ヒロキ

黄 73 南崎 嘉英 ナンザキ ヨシヒデ Ｔｅａｍスクアドラ

黄 74 横川 大輔 ヨコガワ ダイスケ

黄 75 森 邦博 モリ クニヒロ バルバクラブ　トヤマ

黄 76 柴辻 篤史 シバツジ アツシ kazamidori

黄 77 西浦 徹 ニシウラ トオル ZIPPY　CYCLE　CLUB

黄 78 田中 理人 タナカ ミチト

黄 79 池条 年弘 イケジョウ トシヒロ 芦屋浜アスリートクラブ

黄 80 山上 賢志郎 ヤマカミ ケンシロウ 関西大学 CTC

黄 81 川原 倫太郎 カワハラ リンタロウ KUCTC-PTT

黄 82 津森 拓也 ツモリ タクヤ KU-CTC

黄 83 塩野 裕一 シオノ ユウイチ

黄 84 中西 基起 ナカニシ モトキ

黄 85 白江 颯聖 シラエ ハヤセ

黄 86 末広 光貴 スエヒロ ミツタカ とんこつローディー

黄 87 吉文字 雅樹 キチモンジ マサキ Le Poisson Rouge

黄 88 高木 駿一 タカギ シュンイチ 初芝立命館高校自転車部

黄 89 南方 広貴 ミナカタ ヒロキ 初芝立命館高校自転車部

黄 90 古賀 善行 コガ ヨシユキ

黄 91 中原 由志貴 ナカハラ ヨシタカ LePoissonRouge

黄 92 吉田 稔 ヨシダ ミノル Le Poisson Rouge

黄 93 中谷 拓海 ナカタニ タクミ Cycle Team SCM

黄 94 田中 賢司 タナカ ケンジ ステラ シルベスト

カテゴリー

ゼッケン チーム（所属）名



スポーツ スタート 4/6（日） 10:00～ 周回数 18周

参加者名 フリガナ

白 51 深松 雄一 フカマツ ユウイチ

白 52 進 雄大 シン タケヒロ salata bianca kobe

白 53 大塚 昇平 オオツカ ショウヘイ

白 54 徳村 秀樹 トクムラ ヒデキ

白 55 辻 康成 ツジ ヤスナリ ニュートラルレーシングサービス

白 56 深田 純平 フカタ ジュンペイ シャンテ

白 57 吉谷 健司 ヨシタニ ケンジ Euro Works Racing

白 58 西田 拓未 ニシダ タクミ SBK

白 59 科野 大蔵 シナノ ダイゾウ チームシャンテ

白 60 大上野 宏幸 オオウエノ ヒロユキ teamSONIC

白 61 竹内 和城 タケウチ カズキ

白 62 野口 博史 ノグチ ヒロシ Team Sakatani

白 63 斉藤 陽介 サイトウ ヨウスケ バルバクラブ　フクイ

白 64 藤澤 岬平 フジサワ コウヘイ バルバクラブ　フクイ

白 65 高岸 優樹 タカギシ ユウキ バルバクラブ　フクイ

白 66 柳 神二郎 ヤナギ シンジロウ バルバクラブ　フクイ

白 67 山川 陽輔 ヤマカワ ヨウスケ バルバクラブ　フクイ

白 68 渋谷 英法 シブヤ ヒデノリ バルバクラブ　フクイ

白 69 久保田 航太 クボタ コウタ 葡萄坂においでよ

白 70 辻 健人 ツジ ケント

白 71 西 真也 ニシ シンヤ チームBSB

白 72 小坂 悟 コサカ サトル バルバタカオカ

白 73 横山 雄一朗 ヨコヤマ ユウイチロウ Team RCC

白 74 西田 誉 ニシダ ホマレ Team-RSO Racing

白 75 服部 優樹 ハットリ ユウキ TRAP

白 76 北川 滉士 キタガワ ヒロト

白 77 東 宣誓 アズマ ノリチカ まほロバRC

白 78 武智 大地 タケチ ダイチ 愛媛大学

白 79 林 貴朗 ハヤシ タカオ ダムダム団

白 80 為永 誠 タメナガ マコト バルバツルガ

白 81 田中 涼太 タナカ リョウタ

白 82 中山 晋太郎 ナカヤマ シンタロウ バルバクラブ　フクイ

白 83 國重 公嗣 クニシゲ コウジ

白 84 藤田 正治 フジタ マサハル Euro Works

白 85 吉田 克英 ヨシダ カツヒデ バルバ　タカオカ

白 86 辻井 理 ツジイ オサム バルバクラブ　カナザワ

白 87 奥井 将 オクイ マサシ バルバクラブ　トヤマ

白 88 廣澤 利浩 ヒロサワ トシヒロ バルバクラブ　トヤマ

白 89 松井 大地 マツイ ダイチ バルバクラブ　トヤマ

白 90 竹村 伸宏 タケムラ ノブヒロ EURO-WORKS　RACING

白 91 中村 洋 ナカムラ ヒロシ バルバ　タカオカ

白 92 山岸 秀幸 ヤマギシ ヒデユキ バルバクラブ　カナザワ

白 93 渡辺 竜哉 ワタナベ タツヤ バルバクラブ　カナザワ

白 94 西村 俊宏 ニシムラ トシヒロ バルバクラブ　カナザワ

白 95 水谷 和正 ミズタニ カズマサ バルバクラブ　トヤマ

白 96 長田 拓也 ナガタ タクヤ

白 97 河合 大輔 カワイ ダイスケ

白 98 佐野 真義 サノ　ナオヨシ 城東輪業社

カテゴリー

ゼッケン チーム（所属）名



小学生　高学年 スタート 4/6（日） 10:28～ 周回数 8周

参加者名 フリガナ 学年

黄 15 吉谷 颯太 ヨシタニ ソウタ Euro Works Racing 6年生

黄 16 天野 玲 アマノ レイ CSヤマダ 6年生

黄 17 森田 朋之 モリタ トモユキ SQUADRE CORSE cicli HIDE 5年生

黄 18 白川 隆太 シラカワ リュウタ 堺市立西百舌鳥小学校 6年生

黄 19 浦島 海斗 ウラシマ カイト 6年生

黄 20 守屋 洸希 モリヤ ヒロキ Salata bian kobe 6年生

黄 21 岩田 聖矢 イワタ セイヤ チーム回転木馬 6年生

黄 22 宮本 奏穂 ミヤモト カナホ Team スクアドラ 4年生

黄 23 佐藤 雄大 サトウ ユウタ チームｙｙｙ 4年生

黄 24 水田 弘樹 ミズタ ヒロキ 高松市サイクル少年団 5年生

黄 25 下山 美晴 シモヤマ ミハル 5年生

黄 26 久田 朔 ヒサダ ハジメ 5年生

黄 27 北村 丈一郎 キタムラ ジョウイチロウ Team-まんま 4年生

黄 28 横野 甫 ヨコノ ハジメ SONIC RACING 6年生

小学生　低学年 スタート 4/6（日） 10:45～ 周回数 5周

参加者名 フリガナ 学年

青 31 松井 一矢 マツイ カズヤ You-yu 3年生

青 32 浦島 瑛人 ウラシマ エイト 3年生

青 33 守屋 柚希 モリヤ ユズキ Salata bianca kobe 3年生

青 34 藤井 章宏 フジイ アキヒロ ツクバネ香輪 3年生

青 35 細渓 晃成 ホソタニ コウセイ SalataBiancaKobe 3年生

青 36 片山 国拓 カタヤマ クニヒロ EURO-WORKS Racing 3年生

青 37 鳴尾 匠 ナルオ タクミ MAY-Be NARUO 3年生

青 38 藤本 智仁 フジモト トモヒト 藤本家自転車部 3年生

カテゴリー

ゼッケン チーム（所属）名

カテゴリー

ゼッケン チーム（所属）名



オープン スタート 4/6（日） 10:58～ 周回数 36周

参加者名 フリガナ

緑 51 川本 憲一 カワモト ケンイチ 愛しのウリ坊

緑 52 山田 良人 ヤマダ ヨシト ＣＬＵＢ　ＳＩＬＢＥＳＴ

緑 53 斉藤 伸哉 サイトウ シンヤ バルバクラブ　フクイ

緑 54 田中 芳宏 タナカ ヨシヒロ バルバクラブ　フクイ

緑 55 牧野 雅弘 マキノ マサヒロ バルバクラブ　フクイ

緑 56 大久保 勝平 オオクボ ショウヘイ バルバクラブ　フクイ

緑 57 吉岡 学 ヨシオカ マナブ EURO-WORKS Racing

緑 58 吉岡 衛 ヨシオカ マモル EURO-WORKS Racing

緑 59 今西 尚志 イマニシ ヒサフミ チームペダル

緑 60 大内 薫 オオウチ カオル チームペダル

緑 61 島田 真琴 シマダ マコト チームペダル

緑 62 谷 和也 タニ カズヤ

緑 63 武智 気吹 タケチ イブキ 松山中央高校

緑 64 渡邊 雄太 ワタナベ ユウタ 追手門学院大学

緑 65 松井 久 マツイ ヒサシ ペダル

緑 66 堀 浩之 ホリ ヒロユキ バルバクラブ　カナザワ

緑 67 中田 尚志 ナカタ タカシ Tacurino.net

緑 68 樋口 稔彦 ヒグチ ナルヒコ ビチコルサ アヴェル

緑 69 北邨 雄介 キタムラ ユウスケ FAZZY RACING

緑 70 川原 寛之 カワハラ ヨシユキ バルバクラブ　トヤマ

緑 71 友利 誠一 トモトシ セイイチ ドゥールース

緑 72 追鳥 貴亨 オイトリ タカミチ ふぇあぷり

緑 73 今野 勝博 コンノ カツヒロ

緑 74 中野 宏二郎 ナカノ コウジロウ 大阪工業大学

緑 75 磯崎 祥吾 イソザキ ショウゴ 大阪工業大学

緑 76 大永 剛志 オオナガ ツヨシ トラクターRC

緑 77 　　野間 優太 　　ノマ ユウタ 　　ノマ

カテゴリー

ゼッケン チーム（所属）名


