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1 C1：U30 秋田 拓磨 アキタ タクマ ペダル 大阪府 M
2 C1：U30 Badir Kaan バディア カーン 大阪府 M
3 C1：U30 神谷 正紀 カミヤ マサノリ シマノドリンキング 大阪府 M
4 C1：U30 武藤 奎 ムトウ ケイ innocent 東京都 M
5 C1：U30 下島 将輝 シモジマ マサキ 那須ブラーゼン 兵庫県 M
6 C1：U30 徳田 鍛造 トクダ タンゾウ 鹿児島FunRide 鹿児島県 M
7 C1：U30 濱野 克悠 ハマノ カツユキ ﾊﾞﾙﾊﾞｸﾗﾌﾞﾄﾔﾏ 富山県 M
8 C1：U30 松村 長人 マツムラ ナガト 奈良県 M
9 C1：U30 早川 朋宏 ハヤカワ トモヒロ 愛三工業レーシングチーム 愛知県 M

10 C1：U30 北出 雅也 キタデ マサヤ ミルキーウェイ和歌山 和歌山県 M
11 C1：U30 久保田 航太 クボタ コウタ TRAILBLAZER(トレイルブレイザー) 大阪府 M
12 C1：U30 鉄山 智弘 テツヤマ トモヒロ エイル宮崎 滋賀県 M
13 C1：U30 秋丸 湧哉 アキマル ユウヤ ペダル 大阪府 M
14 C1：U30 糸川 典往 イトガワ ノリユキ CIERVO NARA ELITE 兵庫県 M
15 C1：U30 寺﨑 武郎 テラサキ タケロウ バルバレーシングクラブ 福井県 M
16 C1：U30 勝水 拓也 カツミズ タクヤ EURO-WORKS Racing 奈良県 M
17 C1：U30 谷 直亮 タニ ナオスケ 郡山サイクルフレンズ 福島県 M
18 C1：U30 木村 公一 キムラ コウイチ 奈良県 M
19 C1：U30 吉森 大晃 ヨシモリ ヒロアキ Hakusei Cycling Team 奈良県 M
20 C1：U30 金浜 茂人 カナハマ モト バルバクラブフクイ 福井県 M
21 C1：U30 川口 遼 カワグチ リョウ Athlete Company 大阪府 M
22 C1：U30 白崎 剛 シラサキ ツヨシ バルバクラブフクイ 福井県 M
23 C1：U30 松本 竜太朗 マツモト リュウタロウ EURO-WORKS Racing 奈良県 M
24 C1：U30 山本 大樹 ヤマモト ダイキ ﾊﾞﾙﾊﾞｸﾗﾌﾞﾄﾔﾏ 富山県 M
25 C1：U30 井清 大樹 イセイ ダイキ TRAILBLAZER 兵庫県 M
26 C1：U30 前田 充貴 マエダ ミツタカ タキイ種苗（株） 京都府 M
27 C1：U30 齋藤 友一 サイトウ ユウイチ バルバクラブフクイ 福井県 M
28 C1：U30 矢田 健太郎 ヤダ ケンタロウ MAXSPEED97 三重県 M
29 C1：U30 山名 拳太郎 ヤマナ ケンタロウ LALPE KF RACING 和歌山県 M
30 C1：U30 小林 靖幸 コバヤシ ヤスユキ バルバクラブフクイ 福井県 M
31 C1：U30 郷原 輝久 ゴウハラ テルヒサ GIANT STORE Kyoto 奈良県 M
32 C1：U30 長谷川 彰浩 ハセガワ アキヒロ Team UKYO Reve 大阪府 M
33 C1：U30 壱岐 耕平 イキ コウヘイ 大阪府 M
34 C1：U30 木田 航平 キダ コウヘイ 京都大学 京都府 M
35 C1：U30 岡本 裕太郎 オカモト ユウタロウ 京都大学 京都府 M
36 C1：U30 山科 竜一郎 ヤマシナ リュウイチロウ VC 福岡 兵庫県 M
37 C1：U23 塚本 隼 ツカモト ハヤト ZERO 大阪府 M
38 C1：U23 福原 周治 フクハラ シュウジ 京都大学 京都府 M
39 C1：U23 向井田 直 ムカイダ ナオキ 京都大学 京都府 M
40 C1：U23 中西 哲健 ナカニシ ノリカツ ナカガワASKデザイン 兵庫県 M
41 C1：U23 藤田 俊輔 フジタ シュンスケ 京都産業大学 京都府 M
42 C1：U23 溝口 智貴 ミゾクチ トモキ 京都産業大学 京都府 M
43 C1：U23 奥田 直継 オクダ ナオツグ 大阪工業大学 大阪府 M
44 C1：U23 西村 雄太 ニシムラ ユウタ 龍谷大学自転車部 京都府 M
45 C1：U23 嶋田 祥 シマダ ショウ 立命館大学 京都府 M
46 C1：U23 山岡 由幸 ヤマオカ ユウキ 大阪工業大学 大阪府 M
47 C1：U23 新谷 匡史 シンタニ マサシ 京都大学 京都府 M
48 C1：U23 辰巳 寛明 タツミ ヒロアキ 京都大学 京都府 M
49 C1：U23 村上 翔馬 ムラカミ ショウマ 大阪産業大学 大阪府 M
50 C1：U23 松山 凉 マツヤマ リョウ 京都大学 京都府 M
51 C1：U23 河野 史瑛呂 カワノ シエロ TEAM 光 愛知県 M
52 C1：U23 花田 金之介 ハナダ キンノスケ ZERO 大阪府 M
53 C1：U23 吉岡 秀祐 ヨシオカ シュウスケ 大阪経済大学 京都府 M
54 C1：U23 安井 鴻騎 ヤスイ ヒロキ 京都大学 京都府 M
55 C1：U23 今井 大悟 イマイ ダイゴ VENTOS FRECCIA 東京都 M
56 C1：U23 小出 樹 コイデ イツキ 京都産業大学 長野県 M
57 C1：U23 松本 天照 マツモト テンショウ 滋賀県 M
58 C1：U23 丹羽 優輔 ニワ ユウスケ 大阪産業大学 京都府 M
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59 C1：U23 小島 快斗 コジマ カイト 大阪産業大学 奈良県 M
60 C1：U23 内田 宇海 ウチダ タカミ 大阪産業大学 大阪府 M
61 C1：U23 加藤 功也 カトウ ヨシナリ MAX SPEED 97 三重県 M
62 C1：U23 中嶋 大稀 ナカジマ ダイキ 京都産業大学 京都府 M
63 C1：U23 祖母井 佑樹 ウバガイ ユウキ エキップUレーシング 愛媛県 M
64 C1：U23 高倉 廉太郎 京都府 M
65 C1：U23 植益 和行 ウエマス カズユキ 大阪産業大学 大阪府 M
66 C1：U45 小林 孝臣 コバヤシ タカオミ ミルキーウェイ和歌山 和歌山県 M
67 C1：U45 西尾 洋介 ニシオ ヨオスケ ﾊﾞﾙﾊﾞｸﾗﾌﾞﾄﾔﾏ 富山県 M
68 C1：U45 筧 五郎 カケイ ゴロウ 56サイクル「 愛知県 M
69 C1：U45 長妻 暁 ナガツマ アキラ 神奈川県 M
70 C1：U45 酒井 紀章 サカイ ノリアキ バルバクラブフクイ 福井県 M
71 C1：U45 中田 真琴 ナカタ マコト GRUPPO ACQUA TAMA 京都府 M
72 C1：U45 磯田 友賀 イソダ トモカズ TEAM SFIDA 京都府 M
73 C1：U45 鳥居 新也 トリイ シンヤ 竹芝サイクルレーシング 大阪府 M
74 C1：U45 大内 薫 オオウチ カオル ペダル 大阪府 M
75 C1：U45 宮田 久生 ミヤタ ヒサオ TeamUKYO Reve 広島県 M
76 C1：U45 堀井 長善 ホリイ ナガヨシ どすこいサイクリング 滋賀県 M
77 C1：U45 松木 健治 マツキ ケンジ VC福岡 埼玉県 M
78 C1：U45 磯辺 洋平 イソベ ヨウヘイ 近農サイクOB 大阪府 M
79 C1：U45 仲松 康太 ナカマツ ヤスヒロ VC 福岡 大阪府 M
80 C1：U45 兼松 大和 カネマツ ヤマト TeamGreenRoad 奈良県 M
81 C1：U45 井上 耕治 イノウエ コウジ 京都府 M
82 C1：U45 桐山 雄一 キリヤマ ユウイチ チバポンズ 兵庫県 M
83 C1：U45 一色 寛之 イッシキ ヒロユキ CIERVO NARA ELITE 奈良県 M
84 C1：U45 藤田 耕志 フジタ タカシ VC VELOCE 兵庫県 M
85 C1：U45 井上 亮 イノウエ リョウ Magellan Systems Japan 大阪府 M
86 C1：U45 伊藤 優以 イトウ ユイ Team ZERO UNO FRONTIER 兵庫県 F
87 C1：U45 藤枝 三央 フジエダ ミツオ 兵庫県 M
88 C1：U45 金子 隆亮 カネコ リュウスケ Rapha Cycling Club 大阪府 M
89 C1：U45 糸井 正樹 イトイ マサキ ITOI POWER / BLUE DRAGON 大阪府 M
90 C1：U45 背戸 貴之 セト タカシ gruppo allenamento yh 奈良県 M
91 C1：U45 森田 正徳 モリタ マサノリ ナカガワask デザイン 大阪府 M
92 C1：U45 大塚 航 オオツカ ワタル 京都府 M
93 C1：U45 田中 信行 タナカ ノブユキ ユーロワークスレーシング 奈良県 M
94 C1：U45 松谷 一範 マツタニ カズノリ シマノドリンキング 大阪府 M
95 C1：U45 植田 恒平 ウエダ コウヘイ ウオズミサイクルレーシング 兵庫県 M
96 C1：U45 守口 海 モリグチ カイ チームサイクルマインド 京都府 M
97 C1：U45 藤田 隼也 フジタ ジュンヤ ZIPPY CYCLE CLUB 大阪府 M
98 C1：U45 岩崎 庄平 イワサキ ショウヘイ きゅうべえsports 京都府 M
99 C1：U45 池川 辰哉 イケガワ タツヤ VC VELOCE 大阪府 M

100 C1：U45 茂越 龍哉 モゴエ タツヤ VC AVANZARE 兵庫県 M
101 C1：U45 井上 政貴 イノウエ マサキ DBWアタリ前田 IN THE WOODS 大阪府 M
102 C1：U45 鈴木 聖士 スズキ セイジ DESTRA 愛知県 M
103 C1：U45 石井 晋也 イシイ シンヤ EURO-works Racing 奈良県 M
104 C1：U45 岡本 康太郎 オカモト コウタロウ TEAM SANREMO 和歌山県 M
105 C1：U45 中村 弦太 ナカムラ ゲンタ 京都府 M
106 C1：O45 滝山 信行 タキヤマ ノブユキ チバポンズ 兵庫県 M
107 C1：O45 村岡 勉 ムラオカ ツトム ペダル 大阪府 M
108 C1：O45 森兼 賦 モリカネ タケシ ユニヴェール 徳島県 M
109 C1：O45 松井 久 マツイ ヒサシ ペダル 大阪府 M
110 C1：O45 山本 浩史 ヤマモト ヒロフミ ペダル 大阪府 M
111 C1：O45 阿部 良之 アベ ヨシユキ チーム・アベノバ 大阪府 M
112 C1：O45 小嶋 元 コジマ ハジメ イナーメ・スポーツアロマ 愛知県 M
113 C2：O45 河内 博行 カワチ ヒロユキ Gruppo Allenamento 大阪府 M
114 C1：O45 石井 久雄 イシイ ヒサオ soleil de l'est 兵庫県 M
115 C1：O45 島田 英樹 シマダ ヒデキ Ｓａｋａｔａｎｉ Ｒａｃｉｎｇ 大阪府 M
116 C1：CJ 山本 和瑳 ヤマモト カズサ 瀬田工業高校 滋賀県 M
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117 C1：CJ 山品 純大 ヤマシナ ジュンダイ 北桑田高等学校 京都府 M
118 C1：CJ 小野 孝弘 オノ タカヒロ 興國高等学校 大阪府 M
119 C1：CJ 岡本 友汰 オカモト ユウタ 京都府立鴨沂高等学校 京都府 M
120 C1：CJ 初川 弘浩 ハツカワ コウヒロ daddy 岐阜県 M
121 C1：CJ 坂井 翔 サカイ カケル 興國高等学校 大阪府 M
122 C1：CJ 長谷川 大悟 ハセガワ ダイゴ 興國高等学校 大阪府 M
123 C1：CJ 藤井 響流 フジイ コウル 京都府立鴨沂高等学校 京都府 M
124 C1：CJ 藤本 大吉 フジモト ダイキチ 興國高等学校 大阪府 M
125 C1：CJ 四宮 寛人 シノミヤ ヒロト 北桑田高校 京都府 M
126 C1：CJ 川村 峻輝 カワムラ シュンキ 北桑田高校 京都府 M
127 C1：CJ 向畑 和貴 ムカイハタケ カズキ Le lien de Shiga 滋賀県 M
128 C1：CJ 小池 陽斗 コイケ アキト 北桑田高校 京都府 M
129 C1：CJ 岸 央展 キシ ヒロノブ sakatani racing 大阪府 M
130 C1：CJ 逸崎 瑞喜 イツザキ ミズキ 堺市立堺高等学校 大阪府 M
131 C1：CJ 藤田 黎明 フジタ レイメイ 北桑田高校 京都府 M
132 C1：CJ 岡本 勝哉 オカモト カツヤ 北桑田高校 京都府 M
133 C1：CJ 白川 隆太 シラカワ リュウタ 北桑田高校 京都府 M
134 C1：CJ 安井 悠真 ヤスイ ユウマ 北桑田高校 京都府 M
135 C2：U35 高岸 俊幸 タカギシ トシユキ KARASU 京都府 M
136 C2：U35 能口 和久 ノグチ カズヒサ バルバクラブカナザワ 石川県 M
137 C2：U35 山上 勇次 ヤマガミ ユウジ KARASU 京都府 M
138 C2：U35 山崎 裕平 ヤマザキ ユウヘイ バルバカナザワ 石川県 M
139 C2：U35 西川 隆顕 ニシカワ タカアキ Corsa vita 香川県 M
140 C2：U35 中野 武史 ナカノ タケシ KARASU 京都府 M
141 C2：U35 松村 隆弘 マツムラ タカヒロ バルバクラブカナザワ 石川県 M
142 C2：U35 矢野 友貴 ヤノ ユウキ Altotevere 愛知県 M
143 C2：U35 Ｅｉｓｅｎｍｅｎｇｅｒ Ｊａｓｏｎ アイゼンメンガー ジェーソン sport.io 大阪府 M
144 C2：U35 伊藤 隼也 イトウ シュンヤ パナソニックレーシング 奈良県 M
145 C2：U35 川崎  亮 カワサキ リョウ soleil de l'est 兵庫県 M
146 C2：U35 高橋 潔志 タカハシ キヨシ 兵庫県 M
147 C2：U35 中者 竜三 ナカシャ リュウゾウ 福井県 M
148 C2：U35 和田 集太 ワダ シュウタ 岐阜県 M
149 C2：U35 末澤 正太郎 スエザワ ショウタロウ BREZZA-KAMIHAGI 愛知県 M
150 C2：U35 西村 一樹 ニシムラ カズキ 大阪府 M
151 C2：U35 高島 裕海 タカシマ ヒロウミ 兵庫県 M
152 C2：U35 福田 翔太 フクダ ショウタ wil 石川県 M
153 C2：U35 池浦 雄一 イケウラ ユウイチ Panasonic Racing 大阪府 M
154 C2：U35 松邨 浩樹 マツムラ ヒロキ 松邨柔道クラブ 愛知県 M
155 C2：U35 杉浦 拓哉 スギウラ タクヤ 大阪府 M
156 C2：U35 呉山 友崇 クレヤマ トモタカ GSバンビーノ 滋賀県 M
157 C2：U35 松井 大地 マツイ ダイチ ﾊﾞﾙﾊﾞｸﾗﾌﾞﾄﾔﾏ 富山県 M
158 C2：U35 河津 巧 カワズ タクミ 兵庫県 M
159 C2：U35 古田 将之 フルタ マサユキ Team-DADDY 長野県 M
160 C2：U35 南部 隆一 ナンブ リュウイチ バルバクラブフクイ 福井県 M
161 C2：U35 長畑 陽介 ナガハタ ヨウスケ KARASU 大阪府 M
162 C2：U35 川畑 勇気 カワバタ ユウキ バルバクラブ　ハクサン 石川県 M
163 C2：U35 太田 大地 オオタ ダイチ 京都府 M
164 C2：U35 松浦 耕介 マツウラ コウスケ トーヨーCT 神奈川県 M
165 C2：U35 古市 篤彦 フルイチ アツヒコ 三角ミサイル 三重県 M
166 C2：U35 大佛 直樹 オサラギ ナオキ ﾊﾞﾙﾊﾞｸﾗﾌﾞﾄﾔﾏ 富山県 M
167 C2：U35 安藤 勇貴 アンドウ ユウキ 京都府 M
168 C2：U35 北尾 知裕 キタオ トモヒロ だいたい同じくらい 兵庫県 M
169 C2：U35 柳 神二郎 ヤナギ シンジロウ バルバクラブフクイ 福井県 M
170 C2：U35 芦田 勇樹 アシダ ユウキ soleil de l'est 兵庫県 M
171 C2：U35 新国 航大 ニックニ コウタ 大阪府 M
172 C2：U35 児玉 岳史 コダマ タケシ is.net fukui 福井県 M
173 C2：U35 小田 亮汰 オダ リョウタ 愛知県 M
174 C2：U35 田辺 辰也 タナベ タツヤ 大阪府 M
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175 C2：U35 小林 卓馬 コバヤシ タクマ フレミー 大阪府 M
176 C2：U35 梶島 侑馬 カジシマ ユウマ CrucibleSendai大阪支部 大阪府 M
177 C2：U35 元山 高嶺 モトヤマ タカネ シマノドリンキング 大阪府 M
178 C2：U35 中角 直喜 ナカツノ ナオキ 黄金餅CBC 兵庫県 M
179 C2：U35 村上 純平 ムラカミ ジュンペイ Hase塾 京都府 M
180 C2：U35 科野 大蔵 シナノ ダイゾウ サンテミリオン 大阪府 M
181 C2：U35 武中 研太 タケナカ ケンタ C-WASP アタリ前田 大阪府 M
182 C2：U35 高橋 拓也 タカハシ タクヤ バルバレーシングクラブ 福井県 M
183 C2：U35 山本 大貴 ヤマモト ヒロキ 三重県 M
184 C2：U35 上田 大満 ウエタ ヒロミツ バルバクラブカナザワ 石川県 M
185 C2：U35 田河 賢治 タガワ ケンジ crucible仙台大阪支部 大阪府 M
186 C2：U35 野間田 一浩 ノマダ カズヒロ ミルキーウェイ和歌山 和歌山県 M
187 C2：U35 寺岡 優一 テラオカ ユウイチ チーム・Abenova 大阪府 M
188 C2：U35 髙 智紀 コウ トモキ Le Mont 滋賀県 M
189 C2：U35 新村 拓也 シンムラ タクヤ Panasonic Racing 大阪府 M
190 C2：U35 中島 昴平 ナカジマ コウヘイ Team Phantom 愛知県 M
191 C2：U35 栗林 哲也 クリバヤシ テツヤ ﾊﾞﾙﾊﾞｸﾗﾌﾞﾄﾔﾏ 富山県 M
192 C2：U35 岩崎 礼緒 イワサキ レオ FortunaTredici 和歌山県 M
193 C2：U35 池田 喬弥 ｉｋｅｄａ ｔａｋａｙａ バルバクラブトヤマ 富山県 M
194 C2：U35 濵窄 岳人 ハマサコ ガクト TEAM SANREMO 和歌山県 M
195 C2：U35 黄 祥悦 コウ ヨシノブ ネクストリームうどん虹や 大阪府 M
196 C2：U35 大日方 海斗 オビナタ カイト バルバクラブフクイ 福井県 M
197 C2：U35 中根 昂大 ナカネ コウダイ ゴーストシフト 大阪府 M
198 C2：U35 岡本 真治 オカモト シンジ 関西学院大学 兵庫県 M
199 C2：U35 橋元 崚馬 ハシモト リョウマ Team AXIS 大阪府 M
200 C2：U35 長谷川 晃希 ハセガワ コウキ 立命館大学 京都府 M
201 C2：U35 田村 健人 タムラ ケント Coraggio Kawanishi Cycling Team Junior Youth 大阪府 M
202 C2：U35 宮崎 健太 ミヤザキ ケンタ 兵庫県 M
203 C2：U35 川瀬 涼 カワセ リョウ バルバクラブエチゼン 福井県 M
204 C2：U35 中西 啓太 ナカニシ ケイタ Panasonic Racing 大阪府 M
205 C2：U35 福田 和晃 フクダ カズアキ せわ練 愛知県 M
206 C2：U45 南 孝久 ミナミ タカヒサ Team　Hakusei 京都府 M
207 C2：U45 坂東 克浩 バンドウ カツヒロ univers 徳島県 M
208 C2：U45 波片 鉄平 ハガタ テッペイ CR3W 愛媛県 M
209 C2：U45 真弓 力 マユミ チカラ Mt.HASE321 三重県 M
210 C2：U45 熊野 賢 クマノ サトシ BREZZA-KAMIHAGI 愛知県 M
211 C2：U45 高橋 大介 タカハシ ダイスケ TRAP 大阪府 M
212 C2：U45 亀甲 真次 キッコウ シンジ 大阪府 M
213 C2：U45 高岡 雅知 タカオカ マサトモ Rabbit Street 大阪府 M
214 C2：U45 橋本 寛記 ハシモト ヒロキ グランデパール播磨 兵庫県 M
215 C2：U45 山野井 哲実 ヤマノイ サトミ VC VELOCE 大阪府 M
216 C2：U45 安藤 賢二 アンドウ ケンジ ウオズミサイクル 兵庫県 M
217 C2：U45 藤原 聖道 フジワラ セイドウ soleil de l'est 兵庫県 M
218 C2：U45 金森 透 カナモリ トオル バルバクラブタカオカ 富山県 M
219 C2：U45 吉岡 直樹 ヨシオカ ナオキ BLUE DRAGON 京都府 M
220 C2：U45 菟田 竜一 ウダ リュウイチ TEAM SANREMO 和歌山県 M
221 C2：U45 木村 雅弥 キムラ マサヤ TEAM Wil 石川県 M
222 C2：U45 三嶋 大樹 ミシマ タイキ EURO-WORKS Racing 京都府 M
223 C2：U45 植田 良 ウエタ リョウ UNIVERS(ユニヴェール) 徳島県 M
224 C2：U45 上田 明 ウエダ アキラ 日本ろう自転車競技協会 京都府 M
225 C2：U45 坊 重輝 ボウ シゲキ Hase塾＠イプ練 京都府 M
226 C2：U45 河田 耕助 カワダ コウスケ team03 愛知県 M
227 C2：U45 迫田 宏光 サコダ ヒロミツ チームモンベル 兵庫県 M
228 C2：U45 東井 浩臣 トウイ ヒロオミ 愛知県 M
229 C2：U45 中前 元久 ナカマエ モトヒサ バルバクラブカナザワ 石川県 M
230 C2：U45 村上 穂積 ムラカミ ホヅミ 男塾名物！再苦倫愚 大阪府 M
231 C2：U45 小林 洋平 コバヤシ ヨウヘイ VC VELOCE 大阪府 M
232 C2：U45 李 延壮 イ ヨンジャン 大阪府 M
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233 C2：U45 児玉 誠治 コダマ セイジ Lumiere KOBE 兵庫県 M
234 C2：U45 長谷川 将 ハセガワ マサル hase塾 京都府 M
235 C2：U45 鍛治 功 カジ イサオ HAMMER HEAD 大阪府 M
236 C2：U45 中森 雅人 ナカモリ マサト EURO-WORKS Racing 大阪府 M
237 C2：U45 岡田 昌紀 オカダ マサキ ﾊﾞﾙﾊﾞｸﾗﾌﾞﾄﾔﾏ 富山県 M
238 C2：U45 百津 幹太 モモツ カンタ TEAM wil 石川県 M
239 C2：U45 長谷部 一朗 ハセベ イチロウ CLOUD9ers 奈良県 M
240 C2：U45 高橋 亘平 タカハシ コウヘイ グランデパール播磨 兵庫県 M
241 C2：U45 足立 岳志 アダチ タケシ Team GSJ 奈良県 M
242 C2：U45 田中 典行 タナカ ノリユキ TEAM ZERO UNO FRONTIER 兵庫県 M
243 C2：U45 中川 喜夫 ナカガワ ヨシオ 愛媛県 M
244 C2：U45 松田 健介 マツダ ケンスケ アストロ 愛知県 M
245 C2：U45 飯尾 雅之 イイオ マサユキ チームサニーサイド 大阪府 M
246 C2：U45 金川 佳樹 カナガワ ヨシキ BETENDO CYCLIN TEAM 和歌山県 M
247 C2：U45 舟守 正至 フナモリ マサシ SUNZOKU 大阪府 M
248 C2：U45 松浦 光 マツウラ ヒカル 愛知県 M
249 C2：U45 高野 洋平 コウノ ヨウヘイ VC VELOCE 大阪府 M
250 C2：U45 村田 憲治 ムラタ ケンジ Hase塾@イプ練 京都府 M
251 C2：U45 小場 健太 コバ ケンタ バルバクラブタカオカ 富山県 M
252 C2：U45 大島 博 オオシマ ヒロシ tubi & 多武峰朝練 奈良県 M
253 C2：U45 中川 正一 ナカガワ ショウイチ バルバクラブタカオカ 富山県 M
254 C2：U45 片岡 祐貴 カタオカ ユウキ チーム大永山 愛媛県 M
255 C2：U45 山口 泰司 ヤマグチ ヒロシ La Belle Equipe 大阪府 M
256 C2：U45 大槻 太介 オオツキ タイスケ 京都府 M
257 C2：U45 松尾 彰久 マツオ アキヒサ 東京都 M
258 C2：U45 斉藤 修一 サイトウ シュウイチ バルバクラブフクイ 福井県 M
259 C2：U45 若代 健 ワカシロ タケシ team　all　out 大阪府 M
260 C2：U45 久保田 寛隆 クボタ ヒロタカ DESTRA 愛知県 M
261 C2：U45 澤木 冬彦 サワキ フユヒコ RCC 大阪府 M
262 C2：U45 河合 雄一郎 カワイ ユウイチロウ 大阪府 M
263 C2：O45 小川 洸 オガワ ヒカル VC VELOCE 京都府 M
264 C2：O45 村田 孝幸 ムラタ タカユキ ベッキーシクロクロス 大阪府 M
265 C2：O45 小田 春彦 オダ ハルヒコ 愛知県 M
266 C2：O45 西口 裕久 ニシグチ ヒロヒサ 沖縄県 M
267 C2：O45 頼近 直純 ヨリチカ ナオズミ Gruppo Allenamento 滋賀県 M
268 C2：O45 山岡 秀樹 ヤマオカ ヒデキ 大阪府 M
269 C2：O45 田島 一成 タジマ カズナリ 愛知県 M
270 C2：O45 清田 真士郎 キヨタ シンシロウ 京都府 M
271 C2：O45 高野 芳映 タカノ ヨシテル 高野建具店 福井県 M
272 C2：O45 高畑 樹男 タカバタケ ミキオ KAZAMIDORI 兵庫県 M
273 C2：O45 松川 洋治 マツカワ ヨウジ バルバクラブフクイ 福井県 M
274 C2：O45 服部 享英 ハットリ タカヒラ CSヤマダ 京都府 M
275 C2：O45 有澤 広昭 アリサワ ヒロアキ グランデパール播磨 兵庫県 M
276 C2：O45 横田 隆雄 ヨコタ タカオ チームサニーサイド 大阪府 M
277 C2：O45 三股 弘明 ミマタ ヒロアキ 京都府 M
278 C2：O45 大塚 建一 オオツカ ケンイチ ウゴーレーシングクラブ 滋賀県 M
279 C2：O45 松並 俊雄 マツナミ トシオ masahikomifune.com 大阪府 M
280 C2：O45 曽根 謙一 ソネ ケンイチ エコサイクル 大阪府 M
281 C2：O45 中野 政彦 ナカノ マサヒコ masahikomifune.com 大阪府 M
282 C2：O45 南條 太郎 ナンジョウ タロウ ベッキーシクロクロス 大阪府 M
283 C2：O45 赤塚 剛司 アカツカ タケシ Mt.Hase321 三重県 M
284 C2：O45 渡邉 昭博 ワタナベ アキヒロ InspireRacingTeam 京都府 M
285 C2：O45 森 俊夫 モリ トシオ EURO-WORKS Racing 奈良県 M
286 C2：O45 西村 圭二郎 ニシムラ ケイジロウ ライドステーション神戸 兵庫県 M
287 C2：O45 前田 義範 マエダ ヨシノリ TRAP 大阪府 M
288 C2：O45 横山 裕一 ヨコヤマ ユウイチ 兵庫県 M
289 C2：O45 関戸 勝 セキド マサル Mt.Hase321 愛知県 M
290 C2：O45 市埜 吉孝 イチノ ヨシタカ 高野建具店 福井県 M
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291 C2：O45 辻 康成 ツジ ヤスナリ NASU FAN Ｃｌｕｂ 兵庫県 M
292 C2：O45 山田 隆史 ヤマダ タカシ チームオーベスト 愛知県 M
293 C2：O45 高塚 武彦 タカツカ タケヒコ Gruppo Allenamento 大阪府 M
294 C2：O45 湯浅 勉 ユアサ ツトム GIANT INTERNAL FELLOWS TEAM 大阪府 M
295 C2：O45 山本 裕明 ヤマモト ヒロアキ Ｓａｋａｔａｎｉ　Ｒａｃｉｎｇ 大阪府 M
296 C2：O45 豊留 貴幸 トヨドメ タカユキ FUKADAまじりんぐ 滋賀県 M
297 C2：O45 松村 孝一 マツムラ コウイチ Kamogawa TC 京都府 M
298 C2：O45 大枝 直之 オオエダ ナオユキ 奈良キタサイクルまほろばRC 奈良県 M
299 C2：O45 瀧山 正樹 タキヤマ マサキ KARASU 大阪府 M
300 C2：O45 橘 辰雄 タチバナ タツオ バルバクラブタカオカ 富山県 M
301 C2：O45 三股 正彦 ミマタ マサヒコ 京都府 M
302 C2：O45 井藤 正人 イトウ マサト Team-DADDY 岐阜県 M
303 C2：O45 松本 貞行 マツモト サダユキ Sakatani Gアンカーマン 大阪府 M
304 C2：O45 西村 宗徳 ニシムラ ムネノリ GS BAMBINO 滋賀県 M
305 C2：O45 谷井 年久 タニイ トシヒサ ケッヘルVCスプートニク 石川県 M
306 C2：O45 堀 浩之 ホリ ヒロユキ バルバクラブカナザワ 石川県 M
307 C2：O45 三木 利則 ミキ トシノリ 大阪府 M
308 C2：O45 冨永 敬亮 トミナガ ケイスケ まほロバＲＣ 奈良県 M
309 C2：O45 生野 耕平 イクノ コウヘイ 京都府 M
310 C2：O45 中嶋 貴 ナカジマ タカシ 愛知県 M
311 C2：O45 阪ノ上 義朗 サカノウエ ヨシアキ GSJ 大阪府 M
312 C2：O45 多田 直樹 タダ ナオキ 本沖会 大阪府 M
313 C2：O45 岡崎 由幸 オカザキ ヨシユキ TEAM SANREMO 和歌山県 M
314 C2：O45 水谷 和正 ミズタニ カズマサ ﾊﾞﾙﾊﾞｸﾗﾌﾞﾄﾔﾏ 富山県 M
315 C2：O45 嘉数 昇太郎 カカズ ショウタロウ ターミネーターRT 三重県 M
316 C2：O45 新屋 裕之 シンヤ ヒロユキ 冒険倶楽部ＺＥＲＯ 岡山県 M
317 C2：O45 元井 和彦 モトイ カズヒコ 京都府 M
318 C2：O45 芝池 伸憲 シバイケ ノブノリ 鷹組 三重県 M
319 C2：O45 池部 哲夫 イケベ テツオ FUKADAまじりんぐ 滋賀県 M
320 C2：O45 山口 忠行 ヤマグチ タダユキ ＯＴ-Ｒ 広島県 M
321 C2：U17 野田 卓稔 ノダ タクミ 北桑田高校 京都府 M
322 C2：U17 見瀬 矩慧 ミセ タダサト 向陽高校 京都府 M
323 C2：U17 山口 海翔 ヤマグチ カイト 北桑田高校 京都府 M
324 C2：U17 岩田 祥眞 イワタ ショウマ 八尾高校 大阪府 M
325 C2：U17 金田 将英 カネダ ショウエイ 向陽高校 京都府 M
326 C2：U17 福原 名月 フクハラ ナヅキ 向陽高校 京都府 M
327 C2：U17 今岡 新汰 イマオカ アラタ 北桑田高校 京都府 M
328 C2：U17 梅澤 楽音 ウメザワ ガクト STOKEDCYCLE 京都府 M
329 C2：U17 吉田 圭吾 ヨシダ ケイゴ 京都府立向陽高等学校 京都府 M
330 C2：U17 松尾 涼佑 マツオ リョウスケ 興國高等学校 大阪府 M
331 C2：U17 廣田 力 ヒロタ チカラ 北桑田高校 京都府 M
332 C2：U17 大和 恒星 ヤマト コウセイ 興國高等学校 大阪府 M
333 C2：U17 永井 笙太 ナガイ ショウタ 興國高等学校 大阪府 M
334 C2：U17 高橋 耀 タカハシ アキラ Coraggio Kawanishi Junior Youth 兵庫県 M
335 C2：U17 井上 栞太 イノウエ カンタ 北桑田高校 京都府 M
336 C2：U17 大橋 雷太 オオハシ ライタ Le lien de Shiga 滋賀県 M
337 C2：U17 平尾 優斗 ヒラオ ユウト 興國高等学校 大阪府 M
338 C2：U17 吉村 伊織 ヨシムラ イオリ 北桑田高校 京都府 M
339 C2：U17 瀧山 月斗 タキヤマ ツキト 向陽高校 京都府 M
340 C2：U17 天野 玲 アマノ レイ 興國高等学校 大阪府 M
341 C2：U17 橋本 歩久玄 ハシモト ホクゲン 北桑田高校 京都府 M
342 C2：U17 萩原 輝星 ハギハラ ヒカル LEFT RACINGTEAM 兵庫県 M
343 C2：U17 沖本 拓己 オキモト タクミ 興國高等学校 大阪府 M
344 C2：U17 高浦 太洋 タカウラ タイヨウ 北桑田高校 京都府 M
345 C2：U17 重原 優希 シゲハラ ユウキ 田辺高校/Team RingoRoad 京都府 M
346 C2：U17 岡田 宝 オカダ タカラ Coraggio Kawanishi Cycling Team Junior Youth 兵庫県 M
347 C2：U17 小久保 瑠惟 コクボ ルイ 北桑田高校 京都府 M
348 C2：U17 岡本 智哉 オカモト トモヤ 北桑田高校 京都府 M
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349 C2：U17 竹野 迅音 タケノ ハヤト 三重県 M
350 C2：U17 鎌田 晃輝 カマダ コウキ VC福岡 大阪府 M
351 C2：U17 犬伏 輝斗 イヌブセ キラト Teamスクアドラ 大阪府 M
352 C2：U17 篠島 瑠樹 ササジマ リュウキ サイクルオートサカイ 福井県 M
353 C2：U17 内田 凛 ウチダ リン 京都向陽サイクルスポーツクラブ 愛知県 M
354 C2：U17 綿貫 遙人 ワタヌキ ハルト TEAM SANREMO 和歌山県 M
355 C2：U17 児玉 誠虎 コダマ マサトラ Lumiere KOBE 兵庫県 M
356 C2：U17 奥井 達也 オクイ タツヤ ライフレーシングクラブ 滋賀県 M
357 C2：W 遠松 純子 トオマツ ジュンコ DESTRA 愛知県 F
358 C2：W 野上 ひろみ ノガミ ヒロミ ﾊﾞﾙﾊﾞｸﾗﾌﾞﾄﾔﾏ 富山県 F
359 C2：W 島橋 由美子 シマハシ ユミコ バルバクラブタカオカ 富山県 F
360 C2：W 山崎 友里 ヤマザキ ユリ バルバクラブタカオカ 富山県 F
361 C2：W 久保田 夕夏 クボタ ユカ ネクストリーム・うどん虹や 大阪府 F
362 C2：W 小林 由佳 コバヤシ ユカ バルバレーシングクラブ 福井県 F
363 C2：W 谷江 史帆 タニエ シホ バルバクラブカナザワ 石川県 F
364 C2：W 加藤 美葵 カトウ ミキ 北桑田高校 京都府 F
365 C2：W 平子 結菜 ヒラコ ユウナ Tokai Potenza 三重県 F
366 C2：W 石田 唯 イシダ ユイ 北桑田高校 京都府 F
367 C3：U35 三野 治樹 ミツノ ハルキ ひだまりの家 京都府 M
368 C3：U35 鈴木 洋介 スズキ ヨウスケ バルバクラブエチゼン 福井県 M
369 C3：U35 森 拓也 モリ タクヤ バルバクラブハクサン 石川県 M
370 C3：U35 宮崎 翔央 ミヤザキ ショウオウ バルバクラブフクイ 福井県 M
371 C3：U35 松邨 優一 マツムラ ユウイチ 松邨柔道クラブ 愛知県 M
372 C3：U35 門川 優友 カドカワ ユウスケ アルペン 愛知県 M
373 C3：U35 寺本 尚平 テラモト ショウヘイ バルバクラブエチゼン 福井県 M
374 C3：U35 福岡 智之 フクオカ トモユキ たからくじ同好会 滋賀県 M
375 C3：U35 田内 裕人 タノウチ ヒロト アヴァンギャルド 和歌山県 M
376 C3：U35 嘉村 勇佑 カムラ ユウスケ RMS JAPAN 三重県 M
377 C3：U35 大橋 宣之 オオハシ ノブユキ white jack 滋賀県 M
378 C3：U35 金澤 遊 カナザワ ユウ 3C 滋賀県 M
379 C3：U35 西村 純 ニシムラ ジュン sonorita P塾５期生 京都府 M
380 C3：U35 戸松 裕登 トマツ ヒロト 愛知県 M
381 C3：U35 田村 悟 タムラ サトル 京都府 M
382 C3：U35 篁 佳太 タカムラ ケイタ STRADA 滋賀県 M
383 C3：U35 中村 毅志 ナカムラ ツヨシ 大阪府 M
384 C3：U35 榎本 倫晃 エノモト ノリアキ 大阪府 M
385 C3：U35 坂本 恭平 サカモト キョウヘイ all out reric 大阪府 M
386 C3：U35 小川 翔平 オガワ ショウヘイ 大阪府 M
387 C3：U35 衣川 圭 キヌガワ ケイ バルバクラブ　ハクサン 石川県 M
388 C3：U35 浅野 優太 アサノ ユウタ P塾 京都府 M
389 C3：U35 寺尾 真悟 テラオ シンゴ フラムルージュ 大阪府 M
390 C3：U35 脇田 裕貴 ワキタ ユウキ サンワRT 兵庫県 M
391 C3：U35 山下 大輝 ヤマシタ ダイキ フラムルージュ 大阪府 M
392 C3：U35 中村 圭吾 ナカムラ ケイゴ バルバクラブタカオカ 富山県 M
393 C3：U35 粟野 勝 アワノ マサル バルバクラブエチゼン 福井県 M
394 C3：U35 西山 智朗 ニシヤマ トモロウ 山岳部 大阪府 M
395 C3：U35 北井 健 キタイ タケシ バルバクラブタカオカ 富山県 M
396 C3：U35 村西 史規 ムラニシ フミキ 本音建前ガラパゴス 京都府 M
397 C3：U35 小中 康平 コナカ コウヘイ バルバクラブフクイ 福井県 M
398 C3：U35 大倉 隆慈 オオクラ リュウジ EURO-WORKS Racing 奈良県 M
399 C3：U35 内藤 和嵯 ナイトウ カズサ リハビリクラブ 大阪府 M
400 C3：U35 菅井 春稀 スガイ ハルキ LeMont 滋賀県 M
401 C3：U35 新村 亮太 シンムラ リョウタ ZERO 兵庫県 M
402 C3：U35 岡村 信吾 オカムラ シンゴ 京都府 M
403 C3：U35 能戸 雄大 ノト ユウダイ Team Primavera 大阪府 M
404 C3：U35 石橋 宏介 イシバシ コウスケ 京都府 M
405 C3：U35 片岡 悠真 カタオカ ユウマ Crucible Sendai 大阪支部 大阪府 M
406 C3：U35 畑中 誠 ハタナカ マコト 兵庫県 M
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407 C3：U35 小林 万純 コバヤシ カズヨシ Giant Stride 大阪府 M
408 C3：U35 宮内 健 ミヤウチ タケル 京都府 M
409 C3：U35 奥東 亮太 オクヒガシ リョウタ バルバクラブエチゼン 福井県 M
410 C3：U35 岩村 大樹 イワムラ ダイキ きゅうべえsports 京都府 M
411 C3：U35 西川 晋広 ニシカワ クニヒロ 近大トライアスロン 大阪府 M
412 C3：U35 大西 晃平 オオニシ コウヘイ 大阪府 M
413 C3：U35 横井 廉 ヨコイ レン グランデパール播磨 兵庫県 M
414 C3：U35 和仁 璃久 ワニ リク 大阪府 M
415 C3：U35 坂本 良亮 サカモト リョウスケ TEAM闇練 大阪府 M
416 C3：U35 井手 誉人 イデ ヨシヒト 関西学院大学 兵庫県 M
417 C3：U35 大森 健史 オオモリ ケンジ 備北おはようございます 大阪府 M
418 C3：U35 伊藤 守 イトウ マモル 兵庫県 M
419 C3：U35 吉見 朋将 ヨシミ トモマサ 愛知県 M
420 C3：U35 大浦 涼雅 オオウラ リョウガ SSRT自転車部 兵庫県 M
421 C3：U35 頼富 匠吾 ヨリトミ ショウゴ OPUCT 大阪府 M
422 C3：U35 谷浦 涼太 タニウラ リョウタ 大阪府 M
423 C3：U35 山本 拓海 ヤマモト タクミ 京都府 M
424 C3：U35 渡辺 智哉 ワタナベ トモヤ 大阪府 M
425 C3：U35 辻横 康平 ツジヨコ コウヘイ hase塾 京都府 M
426 C3：U35 森 遼一 モリ リョウイチ 大阪府 M
427 C3：U35 為永 誠 タメナガ マコト バルバクラブエチゼン 福井県 M
428 C3：U35 高瀬 亮 タカセ リョウ ROUTE96 三重県 M
429 C3：U35 清水 大貴 シミズ ダイキ 愛知県 M
430 C3：U35 宮崎 歩夢 ミヤザキアユム バルバクラブ　フクイ 福井県 M
431 C3：U35 小倉 寛史 オグラヒロシ バルバクラブ　フクイ 福井県 M
432 C3：U35 塩見 龍史 シオミ リュウジ 京都府 M
433 C3：U35 森田 祐生 モリタ ヒロキ 森田家 大阪府 M
434 C3：U35 萱野 匠 カヤノ タクミ 高専サイクリング部 大阪府 M
435 C3：U35 久賀 壮大 クガ ソウタ instinct 徳島県 M
436 C3：U35 小名川 車希 コナガワ クルキ team スクアドラ 大阪府 M
437 C3：U35 近藤 仁瑛 コンドウ ジンエイ 京都府 M
438 C3：U35 岩谷 耕汰 イワタニ コウタ Coraggio kawanishi junior youth 京都府 M
439 C3：U35 森 隼人 モリ ハヤト Team daddy 岐阜県 M
440 C3：U35 小西 渉 コニシ ワタル 北桑田高校 京都府 M
441 C3：U35 天野 勇輝 アマノ ユウキ 京都府立鴨沂高等学校 京都府 M
442 C3：U35 老原 大智 オイハラ ダイチ 滋賀県 M
443 C3：U35 山口 順也 ヤマグチ ジュンヤ 興國高等学校 大阪府 M
444 C3：U35 奥田 丈翔 オクダ タケル 京都府立鴨沂高等学校 京都府 M
445 C3：U35 西原 志成 ニシハラ シナリ 興國高等学校 大阪府 M
446 C3：U35 川那辺 大喜 カワナベ ダイキ 京都府立鴨沂高等学校 京都府 M
447 C3：U35 片岡 直輝 カタオカ ナオキ 京都府立鴨沂高等学校 京都府 M
448 C3：U35 中島 康成 ナカジマ コウセイ 興國高等学校 大阪府 M
449 C3：U35 長谷川 拓海 ハセガワ タクミ 京都府立鴨沂高等学校 京都府 M
450 C3：U35 重原 尚希 シゲハラ ナオキ 木津南中学校/Team RingoRoad 京都府 M
451 C3：U35 奥田 東航 オクダ トワ 京都向陽サイクルスポーツクラブ 三重県 M
452 C3：U45 渡邉 聖一郎 ワタナベ セイイチロウ Team Hakusei 奈良県 M
453 C3：U45 犬伏 雄一 イヌブセ ユウイチ Teamスクアドラ 大阪府 M
454 C3：U45 平野 茂樹 ヒラノ シゲキ C.C.YOU 静岡県 M
455 C3：U45 長谷川 誠 ハセガワ マコト バルバクラブフクイ 福井県 M
456 C3：U45 高橋 雅彦 タカハシ マサヒコ 京都府 M
457 C3：U45 浅野 剛志 アサノ タケシ 京都府 M
458 C3：U45 大槻 誠 オオツキ マコト hase塾(イプ練17) 京都府 M
459 C3：U45 舛屋 健一 マスヤ ケンイチ ハンスグローエ 兵庫県 M
460 C3：U45 奥川 夏弥 オクガワ ナツヤ White Jack 滋賀県 M
461 C3：U45 岡本 大介 オカモト ダイスケ ベッキーシクロクロス 東京都 M
462 C3：U45 青山 真也 アオヤマ シンヤ The☆Whoo 京都府 M
463 C3：U45 高田 智貴 タカタ トモキ 本沖会 兵庫県 M
464 C3：U45 菊池 雅樹 キクチ マサキ Hase塾 京都府 M
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465 C3：U45 福井 英樹 フクイ ヒデキ TEAM PRIMAVERA 大阪府 M
466 C3：U45 毛呂 康夫 モロ ヤスオ DMG MORI 京都府 M
467 C3：U45 五百蔵 雅之 イオロイ マサユキ つうばいつうR 大阪府 M
468 C3：U45 中越 教介 ナカゴシ タカユキ H-frappe 大阪府 M
469 C3：U45 内貴 広明 ナイキ ヒロアキ 滋賀県 M
470 C3：U45 辻 利明 ツジ トシアキ Cycom 京都府 M
471 C3：U45 片岡 正也 カタオカ マサヤ csy 大阪府 M
472 C3：U45 後藤 悦一 ゴトウ ヨシカズ TEAM BigLake 滋賀県 M
473 C3：U45 佐藤 俊雄 サトウ トシオ TamagoKakeGohan 兵庫県 M
474 C3：U45 松村 喬史 マツムラ タカシ 山岳部 大阪府 M
475 C3：U45 福井 統 フクイ オサム バルバクラブフクイ 福井県 M
476 C3：U45 坂庭 稔和 サカニワ トシカズ OPENPROレーシング 京都府 M
477 C3：U45 宇井 孝爾 ウイ コウジ EURO-WORKS Racing 奈良県 M
478 C3：U45 萩隅 洋允 ハギスミ ヒロノブ 大阪府 M
479 C3：U45 牧野 雅弘 マキノ マサヒロ バルバクラブフクイ 福井県 M
480 C3：U45 陶 憲治 スエ ケンジ エアピローズ 滋賀県 M
481 C3：U45 大戸 佑樹 オオト ユウキ Team Kyocera & 3C 滋賀県 M
482 C3：U45 本田 真一 ホンダ シンイチ CC HOLSA 大阪府 M
483 C3：U45 中西 崇 ナカニシ タカシ シマノドリンキング 大阪府 M
484 C3：U45 片岡 昭智 カタオカ アキトモ Team Green Road 大阪府 M
485 C3：U45 川崎 圭介 カワサキ ケイスケ 大阪府 M
486 C3：U45 梶田 哲平 カジタ テツヘイ EURO-WORKS Racing 三重県 M
487 C3：U45 林 俊之 ハヤシ トシユキ Life  Ride 兵庫県 M
488 C3：U45 佐伯 晋也 サイキ シンヤ The☆whoo 大阪府 M
489 C3：U45 宮崎 龍治 ミヤザキ リュウジ LiFE Racing Club 滋賀県 M
490 C3：U45 高田 進也 タカダ シンヤ white　jack 滋賀県 M
491 C3：U45 松本 将吾 マツモト ショウゴ KAZAMIDORI 兵庫県 M
492 C3：U45 阿利 政徳 アリ マサノリ instinct 徳島県 M
493 C3：U45 宇野 裕介 ウノ ユウスケ Life Ride 兵庫県 M
494 C3：U45 中園 大介 ナカゾノ ダイスケ Life Ride 兵庫県 M
495 C3：U45 降矢 大資 フルヤ ダイスケ サンワCT 兵庫県 M
496 C3：U45 森田 真治 モリタ シンジ 山岳部 兵庫県 M
497 C3：U45 影平 隼一 カゲヒラ ジュンイチ OPENPRO RACING 京都府 M
498 C3：U45 関口 寛之 セキグチ ヒロユキ EURO-WORKS Racing 奈良県 M
499 C3：U45 真狩 晃生 マカリ コウセイ 兵庫県 M
500 C3：U45 今村 公俊 イマムラ タカトシ EURO-WORKS Racing 三重県 M
501 C3：U45 石崎 正紘 イシザキ マサヒロ バルバクラブタカオカ 富山県 M
502 C3：U45 藤田 哲史 フジタ サトシ violar 京都府 M
503 C3：U45 金山 貴宣 カナヤマ タカヨシ バルバクラブハクサン 石川県 M
504 C3：U45 佐藤 丞 サトウ タスク 滋賀県 M
505 C3：U45 小山 翔伍 コヤマ ショウゴ KARASU 京都府 M
506 C3：U45 橋本 健次 ハシモト ケンジ サニーサイド 大阪府 M
507 C3：U45 木村 一義 キムラ カズヨシ 3C 滋賀県 M
508 C3：U45 川西 正憲 カワニシ マサノリ velos 京都府 M
509 C3：U45 田中 嗣人 タナカ ツグヒト －Ogre－ 三重県 M
510 C3：U45 金谷 佳憲 カナヤ ヨシノリ velos 京都府 M
511 C3：U45 沼平 茂雄 ヌマヒラ シゲオ 奈良県 M
512 C3：U45 佐々木 俊景 ササキ トシカゲ The☆Whoo 京都府 M
513 C3：O45 滝波 範男 タキナミ ノリオ バルバクラブ フクイ 福井県 M
514 C3：O45 横尾 治彦 ヨコオ ハルヒコ 大阪府 M
515 C3：O45 瀬戸 紀夫 セト ノリオ バルバクラブフクイ 福井県 M
516 C3：O45 大井 憲太郎 オオイ ケンタロウ FUKADAまじりんぐ 滋賀県 M
517 C3：O45 大久保 英康 オオクボ ヒデヤス バルバクラブフクイ 福井県 M
518 C3：O45 長谷 常明 ハセ ツネアキ Companio Kobe 兵庫県 M
519 C3：O45 上原 年 ウエハラ トシ パワーキック 石川県 M
520 C3：O45 秋山 隆一 アキヤマ リュウイチ 1jyo 京都府 M
521 C3：O45 深尾 繁治 フカオ シゲハル 滋賀県 M
522 C3：O45 山藤 健二 ヤマフジ ケンジ MUUR 東京都 M
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523 C3：O45 小林 高広 コバヤシ タカヒロ BLUE DRAGON 京都府 M
524 C3：O45 前川 圭助 マエガワ ケイスケ white jack 滋賀県 M
525 C3：O45 竹田 昌弘 タケダ マサヒロ 愛知県 M
526 C3：O45 森田 人志 モリタ ヒトシ 森田家 大阪府 M
527 C3：O45 徳村 秀樹 トクムラ ヒデキ 兵庫県 M
528 C3：O45 山田 唯史 ヤマダ タダシ 大阪府 M
529 C3：O45 川辺 和広 カワベ カズヒロ サニーサイド 大阪府 M
530 C3：O45 中村 一馬 ナカムラ カズマ 京都府 M
531 C3：O45 石井 和明 イシイ カズアキ NASU FAN CLUB 兵庫県 M
532 C3：O45 寺本 史生 テラモト フミオ バルバクラブフクイ 福井県 M
533 C3：O45 木村 健児 キムラ ケンジ 大阪府 M
534 C3：O45 熊澤 伸彦 クマザワ ノブヒコ 愛知県 M
535 C3：O45 紀藤 英智 キトウ ヒデトモ 京都府 M
536 C3：O45 中村 和志 ナカムラ カズシ FORZA ALLSTARS 三重県 M
537 C3：O45 村上 一夫 ムラカミ カズオ instinct 徳島県 M
538 C3：O45 駒崎 洋太 コマサキ ヒロタカ 日本ろう自転車競技協会 京都府 M
539 C3：O45 石原 康之 イシハラ ヤスユキ TEAM PRIMAVERA 大阪府 M
540 C3：O45 三浦 敬一 ミウラ ケイイチ 兵庫県 M
541 C3：O45 木下 禎樹 キノシタ ヨシキ 遅筋ず 京都府 M
542 C3：O45 秋山 政明 アキヤマ マサアキ サンワRT 兵庫県 M
543 C3：O45 矢持 真一 ヤモチ シンイチ サンワRT 兵庫県 M
544 C3：O45 柴辻 篤史 シバツジ アツシ kazamidori 兵庫県 M
545 C3：O45 萩原 智樹 ハギワラ トモキ グランデパール播磨 兵庫県 M
546 C3：O45 矢内 克志 ヤナイ カツシ CSY 京都府 M
547 C3：O45 岩上 真也 イワカミ シンヤ ベッキーシクロクロス大原朝市Ｒ＆Ｃ 京都府 M
548 C3：O45 栗波 博行 クリナミ ヒロユキ バルバクラブフクイ 福井県 M
549 C3：O45 藤田 誠士 フジタ セイジ P塾生 多分6期生？ 滋賀県 M
550 C3：O45 西村 圭二郎 ニシムラ ケイジロウ ライドステーション神戸 兵庫県 M
551 C3：O45 森谷 忠司 モリヤ タダシ ベッキーシクロクロス 大阪府 M
552 C3：O45 横井 良成 ヨコイ ヨシナリ SSRT自転車部 兵庫県 M
553 C3：O45 米倉 敏浩 ヨネクラ トシヒロ チーム・ドバッツ 愛知県 M
554 C3：O45 久賀 正晴 クガ マサハル instinct 徳島県 M
555 C3：O45 加藤 丈博 カトウ タケヒロ OPENPRORACING 京都府 M
556 C3：O45 藤本 和昌 フジモト カズマサ CSK Racing club 大阪府 M
557 C3：O45 辰巳 裕次郎 タツミ ユウジロウ サムズスピード 滋賀県 M
558 C3：O45 多地 直樹 タチ ナオキ バルバクラブタカオカ 富山県 M
559 C3：O45 土井 寿 ドイ ヒサシ バルバクラブ　エチゼン 福井県 M
560 C3：O45 麻田 貴文 アサダ タカフミ サンワレーシング 兵庫県 M
561 C3：O45 常深 貞昌 ツネミ サダマサ 兵庫県 M
562 C3：O45 粟原 昌紀 アワハラ マサキ 滋賀県 M
563 C3：O45 中村 善宏 ナカムラ ヨシヒロ 美山サイクリングクラブ 京都府 M
564 C3：O45 真野 功 マノ イサオ CSK Racing Club 大阪府 M
565 C3：O45 大村 一良 オオムラ カズヨシ チームアカマツ 大阪府 M
566 C3：O45 大上野 宏幸 オオウエノ ヒロユキ ベッキーシクロクロス 大阪府 M
567 C3：O45 小谷 和久 オダニ カズヒサ NCBC 滋賀県 M
568 C3：O45 大久保 和典 オオクボ カズノリ 滋賀県 M
569 C3：O45 山田 博司 ヤマダ ヒロシ 奈良県 M
570 C3：O45 小林 隆彦 コバヤシ タカヒコ 大阪府 M
571 C3：O45 堀 宏明 ホリ ヒロアキ バルバクラブエチゼン 福井県 M
572 C3：O45 北村 悟 キタムラ サトル バルバクラブカナザワ 石川県 M
573 C3：O45 仲道 裕彦 ナカミチ ヤスヒコ 大阪府 M
574 C3：O45 蔭山 達也 カゲヤマ タツヤ EURO-WORKS Racing 京都府 M
575 C3：O45 杉村 英太郎 スギムラ エイタロウ きゅうべえSports 京都府 M
576 C3：O45 羽田 雅臣 ハダ マサオミ NIDONE 大阪府 M
577 C3：O45 向囿 友博 ムコウゾノ トモヒロ サニーサイド 大阪府 M
578 C3：O45 紀平 浩一 キヒラ コウイチ ちしろーど 滋賀県 M
579 C3：O45 西田 和彦 ニシダ カズヒコ Bicycle Color 奈良県 M
580 C3：O45 山口 秀朗 ヤマグチ ヒデアキ 美山サイクリングクラブ 京都府 M
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581 C3：O45 間宮 健 マミヤ タケシ タナップス 滋賀県 M
582 C3：O45 山鹿 隆史 京都府 M
583 C3：O45 中村 晃一 ナカムラ コウイチ 大阪府 M
584 C3：O45 安藤 悟 アンドウ サトル RTアプローズ 兵庫県 M
585 C3：W 宮崎 文恵 ミヤザキ フミエ 兵庫県 F
586 C3：W 豊岡 多恵 トヨオカ タエ バルバクラブフクイ 福井県 F
587 C3：W 立岩 真衣 タテイワ マイ ウオズミサイクル 兵庫県 F
588 C3：W 中里 友香 ナカザト ユカ OT-R 広島県 F
589 C3：W 今井 美和 イマイ ミワ バルバクラブハクサン 石川県 F
590 C3：W 長屋 桃子 ナガヤ モモコ バルバ ヘッドオフィス 石川県 F
591 C3：W 野崎 美里 ノザキ ミサト バルバクラブカナザワ 石川県 F
592 C3：W 小林 りょう コバヤシ リョウ VC VELOCE 京都府 F
593 C3：W 柳澤 麗絵 ヤナギサワ リエ teamTKG 京都府 F
594 C3：W 橋本 のこ ハシモト ノコ 京都向陽サイクルスポーツクラブ 愛知県 F
595 C3：W 竹中 希春 タケナカ キハル 京都府 F
596 C4：U35 新宮 勇士 シングウ ユウジ ひだまりの家 京都府 M
597 C4：U35 鈴木 洋介 スズキ ヨウスケ バルバクラブエチゼン 福井県 M
598 C4：U35 奥田 隆 オクダ タカシ Velos 京都府 M
599 C4：U35 浜崎 喬平 ハマザキ キョウヘイ はまーんチャリ部 京都府 M
600 C4：U35 嘉村 勇佑 カムラ ユウスケ RMS JAPAN 三重県 M
601 C4：U35 前田 行紀 マエダ ユキノリ バルバクラブエチゼン 福井県 M
602 C4：U35 三野 茂生 ミツノ シゲオ ひだまりの家 京都府 M
603 C4：U35 川本 直弥 カワモト ナオヤ 大阪府 M
604 C4：U35 宮野 晃寿 ミヤノ アキヒサ IRT 京都府 M
605 C4：U35 齊藤 成良 サイトウ ナルミ バルバクラブフクイ 福井県 M
606 C4：U35 坂本 拓也 サカモト タクヤ Presto 大阪府 M
607 C4：U35 増田 祐平 マスダ ユウヘイ 兵庫県 M
608 C4：U35 石坂 敦 イシザカ アツシ greed racing 兵庫県 M
609 C4：U35 前田 悦宏 マエダ ヨシヒロ バルバクラブフクイ 福井県 M
610 C4：U35 古田 達 フルタ トオル 兵庫県 M
611 C4：U35 山形 拓也 ヤマガタ タクヤ バルバクラブフクイ 福井県 M
612 C4：U35 小田原 拓也 オダワラ タクヤ ちゅうちゅう山岳部 大阪府 M
613 C4：U35 本津 雅則 ホンツ マサノリ 大阪府 M
614 C4：U35 浅野 佑介 アサノ ユウスケ こけしdi2/クズ勢 愛知県 M
615 C4：U35 三好 俊 ミヨシ シュン ﾊﾞﾙﾊﾞｸﾗﾌﾞﾄﾔﾏ 富山県 M
616 C4：U35 内賀嶋 駿 ウチガシマ シュン やる気のないうさぎ@P塾 京都府 M
617 C4：U35 大西 顕司 オオニシ ケンジ GEBAGEBA 福井県 M
618 C4：U35 會田 健太朗 アイダ ケンタロウ 大阪府 M
619 C4：U35 小畑 健太郎 オバタ ケンタロウ バルバクラブフクイ 福井県 M
620 C4：U35 嵯峨根 裕二 ザガネ ユウジ ひだまりの家 京都府 M
621 C4：U35 喜多 拓馬 キタ タクマ 滋賀県 M
622 C4：U35 川村 翔人 カワムラ ショウト バルバクラブエチゼン 福井県 M
623 C4：U35 藏重 伸彦 クラシゲ ノブヒコ 京都府 M
624 C4：U35 前野 康之 マエノ ヤスユキ ひだまりの家 京都府 M
625 C4：U35 岸本 聖也 キシモト セイヤ ユニベール 徳島県 M
626 C4：U35 藤田 修平 フジタ シュウヘイ nm7Racing 大阪府 M
627 C4：U35 平沼 太郎 ヒラヌマ タロウ 石垣島ウィンドフレンド 沖縄県 M
628 C4：U35 小嶋 健太郎 コジマ ケンタロウ 堀場製作所自転車倶楽部 滋賀県 M
629 C4：U35 土井内 雅博 ドイウチ マサヒロ バルバクラブエチゼン 福井県 M
630 C4：U35 藤田 大貴 フジタ ヒロキ バルバクラブエチゼン 福井県 M
631 C4：U35 吉田 善紀 ヨシダ ヨシノリ 堀場製作所自転車倶楽部 滋賀県 M
632 C4：U35 新橋 弥晴 シンバシ ミハル 福井県 M
633 C4：U35 向井 裕夢 ムカイ ヒロム 徳島県 M
634 C4：U35 石川 勝 イシカワ ショウ 大阪府 M
635 C4：U35 細山 翔太 ホソヤマ ショウタ 大阪府 M
636 C4：U35 増岡 雄一朗 マスオカ ユウイチロウ 大阪府 M
637 C4：U35 米田 大祐 ヨネダ ダイスケ セルカリオレーシング 兵庫県 M
638 C4：U35 清水 厚行 シミズ アツユキ 滋賀県 M
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639 C4：U35 山田 慎也 ヤマダ シンヤ バルバクラブエチゼン 福井県 M
640 C4：U35 室谷 賢二 ムロタニ ケンジ 兵庫県 M
641 C4：U35 寺村 幸紘 テラムラ ユキヒロ 滋賀県 M
642 C4：U35 小川 祐毅 オガワ ユウキ 滋賀県 M
643 C4：U35 小関 晋作 オゼキ シンサク M-TRAIL 京都府 M
644 C4：U35 林 茂樹 ハヤシ シゲキ 神奈川県 M
645 C4：U35 大久保 佑真 オオクボ ユウマ セルカリオレーシング 大阪府 M
646 C4：U35 山崎 椋太郎 ヤマザキ リョウタロウ 徳島大学自転車競技部 徳島県 M
647 C4：U35 安孫子 健 アビコ タケル 立命館サイクリングクラブ 兵庫県 M
648 C4：U35 奥山 憧吾 オクヤマ ショウゴ 立命館サイクリングクラブ 大阪府 M
649 C4：U35 西條 晴幸 サイジョウ ハルユキ 京都府 M
650 C4：U35 熊谷 和樹 クマガヤ カズキ 徳島大学自転車競技部 徳島県 M
651 C4：U35 奥田 守 オクダ マモル Mamorino Racing 兵庫県 M
652 C4：U35 宇治 俊也 ウジ トシヤ 立命館サイクリングクラブ 兵庫県 M
653 C4：U35 佐藤 大之 サトウ ヒロユキ 立命館サイクリングクラブ 大阪府 M
654 C4：U35 梶並 崚我 カジナミ リョウガ 立命館サイクリングクラブ 京都府 M
655 C4：U35 小川 倖平 オガワ コウヘイ 徳島大学自転車競技部 三重県 M
656 C4：U35 小松 秀哉 コマツ シュウヤ 立命館サイクリングクラブ 京都府 M
657 C4：U35 瀬尾 恭平 セオ キョウヘイ Giant Stride 滋賀県 M
658 C4：U35 西村 勇太 ニシムラ ユウタ 立命館サイクリングクラブ 大阪府 M
659 C4：U35 西尾 洋祐 ニシオ ヨウスケ 立命館サイクリングクラブ 大阪府 M
660 C4：U35 角島 稜哉 カクシマ リョウヤ 立命館サイクリングクラブ 京都府 M
661 C4：U35 荻上 拓大 オギウエ タクト 岐阜県 M
662 C4：U35 太田 岳志 オオタ タケシ 立命館サイクリングクラブ 大阪府 M
663 C4：U35 寺西 竜雅 テラニシ リュウガ Giant Stride 京都府 M
664 C4：U35 米徳 清志郎 ヨネトク キヨシロウ 大阪府 M
665 C4：U35 丸山 颯人 マルヤマ ハヤト 滋賀県 M
666 C4：U35 宮内 辰徳 ミヤウチ タツノリ 三菱電機UNO 兵庫県 M
667 C4：U35 上妻 卓矢 コウヅマ タクヤ AVANCE　PLUS 京都府 M
668 C4：U35 大石 剛史 オオイシ タケシ TEAM DE BOON 京都府 M
669 C4：U35 村田 竜輔 ムラタ リュウスケ 中部大学サイクリング部 愛知県 M
670 C4：U45 安部 孝紀 アベ タカノリ EURO WORKS Racing 京都府 M
671 C4：U45 米田 泰史 ヨネダ ヤスシ Bicycle Color 奈良県 M
672 C4：U45 赤松 政彦 アカマツ マサヒコ PRT KOSEKI 京都府 M
673 C4：U45 乙川 亮 オトガワ リョウ スクアドラ守山 滋賀県 M
674 C4：U45 村上 智之 ムラカミ トモユキ M-TRAIL 京都府 M
675 C4：U45 桶屋 智裕 オケヤ トモヒロ バルバクラブトヤマ 富山県 M
676 C4：U45 久保 累 クボ ルイ 堀場製作所自転車倶楽部 京都府 M
677 C4：U45 市田 智久 イチダ トモヒサ 滋賀県 M
678 C4：U45 松井 宏典 マツイ ヒロノリ ヨガスタジオ和樂 大阪府 M
679 C4：U45 塩山 栄治 シオヤマ エイジ 京都府 M
680 C4：U45 西浦 敬一 ニシウラ ケイイチ Cycom/多武峰朝練 奈良県 M
681 C4：U45 岡崎 寛之 オカザキ ヒロユキ うえだサイクルレーシング 大阪府 M
682 C4：U45 中西 峰太 ナカニシ ミネタ 大阪府 M
683 C4：U45 田中 将志 タナカ マサシ はまーんチャリ部 京都府 M
684 C4：U45 隅田 和秀 スミダ カズヒデ ユニベール 徳島県 M
685 C4：U45 山崎 拓哉 ヤマザキ タクヤ バルバクラブカナザワ 石川県 M
686 C4：U45 船水 武 フナミズ タケシ バルバクラブタカオカ 富山県 M
687 C4：U45 井上 寛之 イノウエ ヒロユキ 大阪府 M
688 C4：U45 松下 誠 マツシタ マコト ユニベール 徳島県 M
689 C4：U45 松本 昭彦 マツモト アキヒコ 大阪府 M
690 C4：U45 野竹 陽一 ノダケ ヨウイチ バルバクラブカナザワ 石川県 M
691 C4：U45 川口 薫 カワグチ カオル 大阪府 M
692 C4：U45 吉田 栄次 ヨシダ エイジ OPEN PRO RACING 大阪府 M
693 C4：U45 渡部 寛史 ワタナベ ヒロシ VC veloce prossimo 大阪府 M
694 C4：U45 大橋 政之 オオハシ マサユキ 滋賀県 M
695 C4：U45 笹岡 大悟 ササオカ ダイゴ バルバクラブフクイ 福井県 M
696 C4：U45 木村 まさひこ キムラ マサヒコ nest 京都府 M
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697 C4：U45 奥田 佳宏 オクダ ヨシヒロ 京都府 M
698 C4：U45 稲次 雅行 イナジ マサユキ 大東市サイクルロードクラブ 大阪府 M
699 C4：U45 竹村 伸宏 タケムラ ノブヒロ EURO-WORKS 奈良県 M
700 C4：U45 渡辺 旭 ワタナベ アキラ 愛知県 M
701 C4：U45 吉田 和也 ヨシダ カズヤ バルバクラブフクイ 福井県 M
702 C4：U45 市川 義一 イチカワ ヨシカズ M-TRAIL 京都府 M
703 C4：U45 佐藤 由幸 サトウ ヨシユキ 大阪府 M
704 C4：U45 日比野 謙 ヒビノ ケン ねんねこにゃー 愛知県 M
705 C4：U45 秦野 裕史 ハタノ ヒロフミ Bダッシュ 京都府 M
706 C4：U45 松本 達哉 マツモト タツヤ 京都府 M
707 C4：U45 矢野 歩 ヤノ アユム ひだまりの家 京都府 M
708 C4：U45 福岡 清 フクオカ キヨシ バルバクラブエチゼン 福井県 M
709 C4：U45 安陪 拓二 アベ タクジ バルバクラブエチゼン 滋賀県 M
710 C4：U45 田中 識章 タナカ ノリアキ 京都府 M
711 C4：U45 桜谷 拓磨 サクラダニ タクマ バルバクラブエチゼン 福井県 M
712 C4：U45 田原 将光 タハラ マサミツ ﾊﾞﾙﾊﾞｸﾗﾌﾞﾄﾔﾏ 富山県 M
713 C4：U45 高橋 拓人 タカハシ タクト チーム闇連 大阪府 M
714 C4：U45 冨樫 亮平 トガシ リョウヘイ バルバクラブエチゼン 福井県 M
715 C4：U45 齋藤 智仁 サイトウ トモノリ バルバクラブエチゼン 福井県 M
716 C4：U45 高松 和宏 タカマツ カズヒロ バルバクラブ　ハクサン 石川県 M
717 C4：U45 澤井 恵介 サワイ ケイスケ バルバクラブエチゼン 福井県 M
718 C4：U45 亀川 泰孝 カメガワ ヤスタカ SUNZOKU 京都府 M
719 C4：U45 山本 貴之 ヤマモト タカユキ project K@2 滋賀県 M
720 C4：O45 岡本 章 オカモト アキラ チームとくべえ 福井県 M
721 C4：O45 長野 寛 ｎａｇａｎｏ ｙｕｔａｋａ 大阪府 M
722 C4：O45 中西 正彦 ナカニシ マサヒコ 兵庫県 M
723 C4：O45 秦 健次 ハタ ケンジ バルバクラブエチゼン 福井県 M
724 C4：O45 大平 清 オオヒラ キヨシ ターミネーターRT 三重県 M
725 C4：O45 加藤 喜丈 カトウ ヨシタケ Team スクアドラ 大阪府 M
726 C4：O45 杜若 治彦 カキツバタ ハルヒコ トーヨーサイクリングチーム 京都府 M
727 C4：O45 君家 世嗣 オオヤ セイシ presto 大阪府 M
728 C4：O45 西金 佐智夫 ニシカネ サチオ 福井県 M
729 C4：O45 西村 裕司 ニシムラ ヒロシ PRESTO 京都府 M
730 C4：O45 吉田 典行 ヨシダ ノリユキ team60s 京都府 M
731 C4：O45 松本 真人 マツモト マコト team60s 滋賀県 M
732 C4：O45 林 秀樹 ハヤシ ヒデキ Euro-Works Racing 奈良県 M
733 C4：O45 藤野 日出海 フジノ ヒデミ MCC 京都府 M
734 C4：O45 松澤 隆 マツザワ タカシ Roadrunner440 京都府 M
735 C4：O45 杉崎 雅俊 スギサキ マサトシ CSヤマダ 京都府 M
736 C4：O45 宿院 雅広 シュクイン マサヒロ KTC 京都府 M
737 C4：O45 松田 知之 マツダ トモユキ 京都府 M
738 C4：O45 藤原 幹也 フジワラ ミキヤ あすなろＰ 大阪府 M
739 C4：O45 吾妻 健夫 アヅマ タケオ Bicycle Color 京都府 M
740 C4：O45 新井 琢磨 アライ タクマ Bike Team 回転木馬 大阪府 M
741 C4：O45 吉嶺 秀人 ヨシミネ ヒデト 大阪府 M
742 C4：O45 中瀬古 潔 ナカセコ キヨシ 大阪府 M
743 C4：O45 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 大阪府 M
744 C4：O45 森 利文 モリ トシフミ 兵庫県 M
745 C4：O45 西沢 頼 ニシザワ タノム 大阪府 M
746 C4：O45 古結 雅裕 コケツ マサヒロ サンワサイクリングクラブ 兵庫県 M
747 C4：O45 中山 宝洋 ナカヤマ タカヒロ euro-works racing 奈良県 M
748 C4：O45 石川 真広 イシカワ マサヒロ Lontano宝塚 大阪府 M
749 C4：O45 重松 忠司 シゲマツ タダシ 大阪府 M
750 C4：O45 中目 志行 ナカメ シコウ ﾊﾞﾙﾊﾞｸﾗﾌﾞﾄﾔﾏ 富山県 M
751 C4：O45 豊田 佳人 トヨダ ヨシト △ミサイル 三重県 M
752 C3：O45 巴 健至 トモエ タケヨシ ロゼ・コローレ 東京都 M
753 C4：O45 池渕 春生 イケブチ ハルオ 兵庫県 M
754 C4：O45 徳田 英彦 トクダ ヒデヒロ ひだまりの家 京都府 M
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755 C4：O45 小宅 秀明 オヤケ ヒデアキ 大阪府 M
756 C4：O45 岩田 誠 イワタ マコト 回転木馬 大阪府 M
757 C4：O45 知場 誠 チバ マコト バルバクラブエチゼン 福井県 M
758 C4：O45 上﨑 尚吾 ウエサキ ショウゴ 京都トライアスロンクラブ 京都府 M
759 C4：O45 伊豆野 貴 イズノ タカシ 大阪府 M
760 C4：O45 赤木 伸行 アカギ ノブユキ Bダッシュ 奈良県 M
761 C4：O45 平野 晋哉 ヒラノ シンヤ PRT KOSEKI  ＋  エンドルフィン 京都府 M
762 C4：O45 江草 隆志 エグサ タカシ 堀場製作所自転車倶楽部 京都府 M
763 C4：O45 岡田 和宏 オカダ カズヒロ EURO-WORKS Racing 奈良県 M
764 C4：O45 永代 功二 エイダイ コウジ 徳島県 M
765 C4：O45 林 英晴 ハヤシ ヒデハル ココRUN自転車部 京都府 M
766 C4：O45 山本 禎尚 ヤマモト ヨシヒサ Team亭主関白 大阪府 M
767 C4：O45 千 成俊 セン シゲトシ ドパドパドーパミン 京都府 M
768 C4：O45 松尾 壮八 マツオ ソウハチ 大阪府 M
769 C4：O45 三谷 賢一 ミタニ ケンイチ M-TRAIL 京都府 M
770 C4：O45 青野 純典 アオノ ヨシノリ UNVERS 徳島県 M
771 C4：O45 椿原 光則 ツバキハラ ミツノリ 滋賀県 M
772 C4：O45 足立 圭哉 アダチ ケイヤ Team Hakusei 京都府 M
773 C4：O45 宮本 義信 ミヤモト ヨシノブ バルバクラブ　エチゼン 福井県 M
774 C4：O45 中村 大介 ナカムラ ダイスケ PHOENIX CONTACT Cycling Team 滋賀県 M
775 C4：O45 前川 貴則 マエガワ タカノリ 月曜道場 京都府 M
776 C4：O45 吉田 明 ヨシダ アキラ ウオズミサイクルレーシング 兵庫県 M
777 C4：O45 青崎 謙司 アオサキ ケンジ 京都府 M
778 C4：O45 尾崎 智之 オザキ トモユキ 京都府 M
779 C4：O45 山﨑 健 ヤマザキ ケン 滋賀県 M
780 C4：O45 チョウ ジュンヒョン チョウ ジュンヒョン 滋賀県 M
781 C4：O45 井上 孝士 イノウエ タカシ At Sky 兵庫県 M
782 C4：O45 山本 敬太 ヤマモト ケイタ 京都府 M
783 C4：O45 小林 正樹 コバヤシ マサキ 回転木馬 大阪府 M
784 C4：O45 岩上 猛 イワガミ タケシ 大東市サイクルロードクラブ 大阪府 M
785 C4：O45 川添 治郎 カワゾエ ジロウ Life Racing Club 滋賀県 M
786 C4：O45 葛岡 哉 クズオカ ハジメ チーム闇練 大阪府 M
787 C4：O45 三木 和磨 ミキ カズマ EURO-WORKS Racing 奈良県 M
788 C4：O45 大橋 俊之 オオハシ トシノブ 大阪府 M
789 C4：O45 寺井 正和 テライ マサカズ 京都府 M
790 C4：O45 片山 一洋 カタヤマ カズヒロ 京都府 M
791 C4：U15 矢部 義宜 ヤベ ヨシキ 大阪府 M
792 C4：U15 井上 翔真 イノウエ ショウマ 滋賀県 M
793 C4：U15 石井 魁夢 イシイ カイム 向陽高校 京都府 M
794 C4：U15 下家 浩樹 シモヤ ヒロキ 奈良県 M
795 C4：U15 坂口 幸幹 サカグチ コウキ 滋賀県 M
796 C4：U15 室井 完太 ムロイ カンタ 兵庫県 M
797 C4：U15 麻田 拓真 アサダ タクマ 奈良県 M
798 C4：U15 中務 正心 ナカツカサ マサムネ セルカリオレーシング 兵庫県 M
799 C4：U15 吉川 瑠貴 ヨシカワ リュウキ 奈良県 M
800 C4：U15 木下 圭登 キノシタ ケイト 遅筋ず 京都府 M
801 C4：U15 江崎 柊馬 エザキ トウマ Bicycle Color 大阪府 M
802 C4：U15 木村 伊吹 キムラ イブキ 愛知県 M
803 C4：U15 阿部 響太 アベ キョウタ チーム・アベノバ 大阪府 M
804 C4：U15 李 健う リ コンウ アベノバ 大阪府 M
805 C4：U15 橋本 慎之介 ハシモト シンノスケ 京都府 M
806 C4：U15 中川 空大 ナカガワ アオ 滋賀県 M
807 C4：U15 伊吹 幸将 イブキ ユキマサ 滋賀県 M
808 C4：U15 杉本 九蔵 スギモト キュウゾウ 京都府 M
809 C4：U15 中村 光一朗 ナカムラ コウイチロウ 555 cycle racing team 滋賀県 M
810 C4：U15 岡嶋 大洋 オカジマ タイヨウ 京都府 M
811 C4：U15 八村 勇聖 ハチムラ ユウキ Coraggio Kawanishi Cycling Team Jr Youth 兵庫県 M
812 C4：U15 大石 紡己 オオイシ ツムキ 大阪府 M
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813 C4：U15 上田 真太郎 ウエダ シンタロウ Limited Team 846 大阪府 M
814 C4：U15 鈴木 智大 スズキ トモヒロ 愛知県 M
815 C4：W 山本 彩 ヤマモト アヤ 京都トライアスロンクラブ 京都府 F
816 C4：W 竹田 智子 タケダ トモコ 愛知県 F
817 C4：W 新屋 真由美 シンヤ マユミ 冒険倶楽部ＺＥＲＯ 岡山県 F
818 C4：W 高田 恭子 タカダ キョウコ 大阪府 F
819 C4：W 室崎 友紀 ムロサキ ユキ バルバクラブタカオカ 富山県 F
820 C4：W 平木 聡深 ヒラキ サトミ バルバクラブフクイ 福井県 F
821 C4：W 岡本 愛 オカモト アイ TEAM SANREMO 和歌山県 F
822 C4：W 岡本 美咲 オカモト ミサキ 京都府 F
823 W CK：22 井上 慧深 イノウエ ケイシン 大阪府 M
824 W CK：22 小堀 陽平 コホリ ヨウヘイ 奈良県 M
825 N CK：22 紀藤 蓮龍 キトウ レンリュウ 京都府 M
826 W CK：22 佐藤 悠理 サトウ ユウリ チームyyy 大阪府 M
827 N CK：22 木村 孔南 キムラ コナン Tokai Potenza 愛知県 M
828 W CK：22 鈴木 柊司 スズキ トウジ 京都府 M
829 W CK：22 瀧尻 琳太朗 タキジリ リンタロウ トーヨーサイクリングチーム 京都府 M
830 W CK：22 大竹 正真 オオタケ ショウマ sagittario 大阪府 M
831 W CK：22 岡本 悠聖 オカモト ユウト 京都府 M
832 N CK：22 阪口 竜弥 サカグチ タツヤ 京都府 M
833 W CK：22 木村 仁昆 キムラ シノブ Tokai Potenza 愛知県 M
834 W CK：22 中川 楽々 ナカガワ ララ 滋賀県 F
835 W CK：22 松本 万 マツモト マン 堺さいくるきっずクラブ 大阪府 M
836 N CK：22 橋本 ちよな ハシモト チヨナ 愛知県 F
837 N CK：22 佐々木 里桜 ササキ リオ 京都府 F
838 N CK：24 下野 尚哉 シモノ ナオヤ 京都府 M
839 W CK：24 佐藤 結貴乃 サトウ ユキノ チームyyy 大阪府 F
840 W CK：24 石渡 寛太 イシワタリ カンタ TEAM SFIDA 大阪府 M
841 N CK：24 小林 茉央 コバヤシ マオ 回転木馬 大阪府 F
842 N CK：24 白川 隼人 シラカワ ハヤト 西百舌鳥小学校 大阪府 M
843 N CK：24 青崎 晃大 アオサキ コウダイ ウィラースクール 京都府 M
844 N CK：24 奥井 佳奈子 オクイ カナコ ライフレーシングクラブ 滋賀県 F
845 N CK：24 岡嶋 空良 オカジマ ソラ 京都府 M
846 N CK：24 西出 陽登 ニシデ ハルト 福井県 M
847 N CK：24 尾崎 響 オザキ ヒビキ ウィーラースクール 京都府 M
848 N CK：24 中井 柚希 ナカイ ユズキ Corragio Kawanishi Cycling Team Kids 大阪府 M
849 N CK：24 五百蔵 賀之 イオロイ ヨシユキ つうばいつうＲ 大阪府 M
850 N CK：24 福山 幹人 フクヤマ ミキト 滋賀県 M
851 N CK：24 中川 昊大 ナカガワ コオ 滋賀県 M
852 N CK：24 山口 成美 ヤマグチ ナルミ 美山サイクリングクラブ 京都府 F
853 N CK：24 佐々木 俊輔 ササキ シュンスケ 京都府 M
854 N CK：24 竹中 珠央 タケナカ タマオ 京都府 F
855 N CK：OPEN 内田 樂 ウチダ ガク 美山サイクリングクラブ 愛知県 M
856 N CK：OPEN 西田 光汰 ニシダ コウタ Bicycle Color 奈良県 M
857 N CK：OPEN 小堀 康介 コホリ コウスケ 奈良県 M
858 N CK：OPEN 古川 リオン フルカワ リオン 滋賀県 M
859 N CK：OPEN 能戸 陽向 ノト ヒナタ Team PREMAVERA 大阪府 M
860 N CK：OPEN 福山 颯希 フクヤマ サキ 滋賀県 F
861 N CK：OPEN 小池 朝陽 コイケ アサヒ 大阪府 M
862 N CK：OPEN 樋口 颯真 ヒグチ ソウマ Rise-RT 京都府 M
863 N CK：OPEN 金澤 拓世 カナザワ タクト Coraggio Kawanishi Cycling Team kids 大阪府 M
864 N CK：OPEN 児玉 愛侍 コダマ アイジ Lumiere KOBE 兵庫県 M
865 N CK：OPEN 乙川 煌大 オトガワ コウダイ スクアドラ守山 滋賀県 M
866 N CK：OPEN 中尾 涼介 ナカオ リョウスケ フォアライン 兵庫県 M
867 N CK：OPEN 安藤 優作 アンドウ ユウサク RTアプローズ 兵庫県 M
868 N CK：OPEN 西原 夕華 ニシハラ ユウカ トーヨーCT 大阪府 F
869 N CK：OPEN 土居 時芽 ドイ ソウシ Coraggio Kawanishi Cycling Team Kids 大阪府 M
870 N CK：OPEN 松山 海司 マツヤマ カイジ 兵庫県 M
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871 N CK：OPEN 橋本 煌之介 ハシモト コウノスケ 京都府 M
872 CC 田邊 百合子 タナベ ユリコ Roadrunner440 京都府 F
873 CC 徳村 由美 トクムラ ユミ 兵庫県 F
874 CC 大浦 玲音 オオウラ レオン SSRT自転車部 兵庫県 F
875 C1：U23 堀川 滉太 ホリカワ コウタ 立命館大学 大阪府 M
876 C1：U45 向川 尚樹 ムカイガワ ナオキ MATRIX POWERTAG 大阪府 M
877 C3：O45 中村 顕生 ナカムラ アキオ 大阪府 M
878 C1：U45 アイラン　フェルナンデスアイラン　フェルナンデスMATRIX POWERTAG M
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