
C1エリート C4ビギナー

zekken name1 yomi team zekken name1 yomi team

1 村田 憲治 むらた けんじ 59 宮本　昌洋 ミヤモト　マサヒロ

2 川村　誠 かわむら　まこと スクミズマシンワークス 60 浅田　功四郎 あさだ　こうしろう FRAT-CX

3 藤原　周司 ふじわら　しゅうじ ハシルゼシクロクロス 61 藤井一貴 ふじいかずたか

4 吉武孝二 よしたけこうじ TEAM AXIS SMBC 62 村島寛一 むらしまひろかず 五條市商工会

5 前田　充貴 マエダ ミツタカ ベッキーシクロクロス 63 前田英作 まえだえいさく 五條市商工会

6 織田　善照 オダ ゼンショウ STRADA 64 中野龍一郎 ナカノリュウイチロウACCC 

7 村山　司 ムラヤマ ツカサ チームきゃうちゃん 65 三根生 和希 みねおい かずき

8 山岡　由幸 ヤマオカ ユウキ 大阪工業大学 66 石井武史 いしいたけし 五條市商工会

9 前田　義範 マエダ ヨシノリ ベッキーシクロクロス 67 伊原康平 いはらこうへい

10 池上　徹 イケガミ トオル KINAN AACA 68 森 真崇 もり まさたか

69 有竹伸夫 ありたけのぶお

C2スポーツ 70 松本開太郎 まつもとさくたろう TEAM AXIS

zekken name1 yomi team 71 岡本　弘樹 オカモト　ヒロキ

11 佐藤貴徳 サトウ タカノリ 72 島谷　吉一 シマタニ　ヨシカズ 真月屋

12 神本　博勝 カミモト ヒロマサ BlackSheep 73 鍵野　眞一郎 カギノ　シンイチロウBICYCLE STEP

13 駒崎　洋太 コマサキ ヒロタカ 日本ろう自転車競技協会 74 太田　賢士 オオタ　ケンシ GSJ-CX

14 山口　秀朗 ヤマグチ ヒデアキ 75 石山　大樹 イシヤマ　ヒロキ BiwakoCycling

15 乾　清一 イヌイ　キヨカズ ベッキーシクロクロス 76 平井　十磨 ヒライ　トウマ

16 新　俊夫 アタラシ　トシオ Guell Bicycle Store 77 前川　一彦 マエガワ カズヒコ Team AQUA

17 大谷　玄真 オオタニ　ゲンマ 多武峰朝練 78 平野　聡一 ヒラノ　ソウイチ

19 高丸　禎浩 タカマル ヨシヒロ エキップリオン 79 阪ノ上　義朗 サカノウエ　ヨシアキGSJ-CX

20 梅澤　楽音 ウメザワ　ガクト STOKED CYCLE 80 荒井　誠 アライ マコト 回転木馬CX部

21 木下　泰一 キノシタ タイチ ヴィルベルヴィント 81 渋谷　晃也 シブタニ アキナリ 権蔵レーシング

131 塚原 政知 ツカハラ マサトモ シルクロード 82 井田　衣 イダ　ツムグ Team 闇練

134 自檀地　崇 ジダンジ タカシ 83 杉本　龍哉 スギモト タツヤ

84 岡本　裕年 オカモト　ヒロトシ

C3チャレンジ 85 林　祐希 ハヤシ　ユウキ

zekken name1 yomi team 86 藤木　龍主 フジキ　タツユキ

18 河田　武 カワタ タケシ saeco.com 87 寺田　仁 テラダ　ヒトシ シャドウワークス

22 池田　一男 いけだ　かずお 88 河地　拓巳 カワチ　タクミ

23 上西大輔 うえにしだいすけ 多武峰朝練 89 早川　祐二 ハヤカワ　ユウジ アルプス工業C.C.C

24 西孝祐 にしこうすけ 五條市商工会 90 安川　秀範 ヤスカワ　ヒデノリ アルプス工業シクロ部

25 武市秀樹 タケイチヒデキ 91 村尾　進 ムラオ ススム

26 上田泰正 うえだひろまさ 92 二宮　隆吉 ニノミヤ　タカヨシ

27 松井　宏典 マツイ　ヒロノリ ヨガスタジオ和樂 93 小田　光章 オダ ミツアキ

28 後藤　修 ゴトウ　オサム 94 西村　一樹 ニシムラ　カズキ 無所属 新人

29 佐々木　隆 ササキ　タカシ IGI CX 129 天野　光生 アマノ　ヒカリ 奈良県立大学　奈良スタディサイクリング

30 谷　敏彦 タニ　トシヒコ オガワサイクル

31 青木　拓也 アオキ　タクヤ IGI CX CL1女子

32 服部　豊土 ハットリ　トヨト zekken name1 yomi cate

33 笠島　博明 カサシマ ヒロアキ Team スクアドラ 95 室井麻里 むろいまり Y's-racing シクロクロス部

34 真銅　申一 シンドウ　シンイチ 96 奥　佳子 オク　ケイコ TEAM  NEXT STAGE

35 田伏　弘典 タブセ　ヒロノリ team SANREMO 97 平田　園子 ヒラタ ソノコ アルプス工業　シクロクロス部

36 北村　健 キタムラ　タケシ Squadra di  Lavorante 98 芳之内　奈央 ヨシノウチ　ナオ SOLD OUT

37 森本　隆寛 モリモト　タカヒロ AXIS 130 原田　悦子 ハラダ エツコ

38 服部　健一 ハットリ ケンイチ AXIS

39 松下　文彦 マツシタ　フミヒコ CL2女子

40 安藤　悟 アンドウ　サトル RTアプローズ zekken name1 yomi cate

41 山脇　勇政 ヤマワキ　タケマサチームてるぞう 99 寸田 桜 すんだ さくら

42 佐々木　信幸 ササキ ノブユキ Squadra di Lavorante 100 古田海羽 ふるたみう TEAM AXIS

43 佐川　友樹 サガワ トモキ ストラーダライダーズ 101 庄司　博恵 ショウジ　ヒロエ

44 自檀地　一 ジダンジ ハジメ 宇陀サイクルレーシング 102 山脇　輝枝 ヤマワキ テルエ

45 篁　佳太 タカムラ　ケイタ ストラーダ（重） 103 日生　麻美 ヒノセ　アサミ

46 坂本　陽介 サカモト　ヨウスケ ストラーダレーシング 127 保田まち子 やすだまちこ

47 大崎　雅信 オオザキ マサノブ ストラーダレーシング

48 西沢　頼 ニシザワ　タノム アンダー

49 小池　真一 コイケ　シンイチ zekken name1 yomi cate

50 竹之内　脩兵 タケノウチ シュウヘイBON VOYAGE BIKES 104 坂井皓亮 さかいこうｙすけ アンダー10

51 上條　昌久 カミジョウ　マサヒサ 105 久保田翔大 クボタショウダイ アンダー10

52 吉岡　秀祐 ヨシオカ　シュウスケ大阪経済大学 106 川崎利温 かわさきりぬく アンダー10

53 下方　翔 シモカタ　ショウ Bon voyage bikes 107 市平智也 いちひらともや アンダー10

54 岸本　和也 キシモト カズヤ チーム36隊 108 俵　蒼太 たわら　そうた アンダー10

55 大山　慶祐 オオヤマ　ケイスケ立命館大学 109 筒井 玲伍 ツツイ リョウゴ アンダー10

56 前田　和久 マエダ カズヒサ サイクルフラワーシクロ部

57 柚木　伸元 ユノキ シンケ゛ン お疲れメッセンジャー 110 山口 成美 やまぐち なるみ アンダー12

58 池上　徹 イケガミ トオル KINAN AACA 111 安藤 優作 あんどう ゆうさく アンダー12

132 尾前 靖 オマエ ヤスシ USM 112 石渡 寛太 いしわたり かんた アンダー12

113 小堀　康介 こほり　こうすけ アンダー12

114 藤原　琢磨 ふじわら　たくま アンダー12

115 筒井 脩太 ツツイ シュウダイ アンダー12

116 佐藤結貴乃 サトウ ユキノ アンダー12

117 安藤　優作 あんどう　ゆうさく アンダー12

133 市井凰聖 イチイコウセイ アンダー12

118 山崎ゆうだい やまざき　ゆうだいアンダー8

119 上西悠人 うえにしゆうと アンダー8

120 宮本　祥太朗 ミヤモト　ショウタロウアンダー8

121 齋藤　結陽 さいとう　ゆうひ アンダー8

122 小堀　陽平 こほり　ようへい アンダー8

123 藤原　瑳希人 ふじわら　さきと アンダー8

124 田仲辰旭 たなかたつあき アンダー8

125 俵　有生 たわら　ゆう アンダー8

126 佐藤 悠理 サトウ ユウリ アンダー8

128 荻野　幹太 おぎの　かんた アンダー8


