
check zekken name1 yomi1 team cate

1 丸山　裕子 まるやまゆうこ 平日ローディー 女子

2 喜多　智美 きたたもみ ダムダムダン 女子

3 市原　裕美 イチハラ　ヒロミ 女子

4 吉本　美紀 よしもと　みのり 女子

5 三谷　智代 ミタニ　トモヨ team sonic 女子

6 岩坪　梨乃 いわつぼりの 女子

7 楠本　鮎美 くすもと　あゆみ 女子

11 黒田　吉弘 くろだよしひろ Presto 男子C

12 吉谷　健司 よしたに　けんじ Euroworks 男子C

13 梶原　浩 カジハラヒロシ 男子C

14 三浦　茂 みうら　しげる TeamM +CycleHouseM 男子C

15 谷　幸司 タニ コウジ 男子C

16 長澤   達男 ながさわ   たつお H.O.P 男子C

17 木村大介 キムラ　ダイスケ Team KOMS 男子C

18 山田克 ヤマダカツ ももたろう 男子C

19 井上　恵庸 いのうえ　よしのぶ 男子C

20 京藤伸弘 きょうとうのぶひろ GSユアサ 男子C

21 森　泰宏 もり　やすひろ 男子C

22 圓尾　大次郎 マルオ ダイジロウ グランデパール播磨 男子C

23 大森　佳治 オオモリ　ケイジ 男子C

24 市村博志 イチムラヒロシ SAKAI★RACING 男子C

25 岡本　邦裕 おかもと　くにひろ 男子C

26 為石　昌宏 ためいしまさひろ 多武峰朝練 男子C

27 玉野井　太 タマノイ　フトシ 男子C

28 丸山　和芳 まるやまかずよし 平日ローディー 男子C

29 宇野　聖 うのひじり 男子C

30 樋口　貢 ひぐちみつぐ いちもくさん 男子C

31 田中　博之 たなか　ひろゆき Lontano宝塚 男子C

32 成岡　徹 なりおか　とおる team zozonga ZHC 男子C

33 秦　秀彦 シン　ヒデヒコ 映えカエル 男子C



34 伊藤　慎哉 いとうしんや 平日ローディー 男子B

35 松下　充男 まつした　みつお 多武峰朝練　ZNMN 男子B

36 宇野　亮 うの　りょう 男子B

37 隠田　雄一 おんだ　ゆういち 男子B

38 西岡　洋 ニシオカ ヒロシ 男子B

39 右田　昌弘 みぎた　まさひろ H.O.P 男子B

40 厚見　淳一 アツミ　ジュンイチ 男子B

41 中谷　数馬 なかたに かずま 8585マッマ 男子B

42 武分　力 たけわき　つとむ 多武峰ダイエット倶楽部 男子B

43 岸　伸司 きししんじ 男子B

44 杉谷　元 スギタニ　モト さかなR＆shiroz 男子B

45 田野　博康 たの　ひろやす 男子B

46 田中健太郎 たなか　けんたろう 平日ローディー 男子B

47 村上　友博 むらかみ　ともひろ 男子B

48 鶴海　和也 つるみかずや TEAMレーシング零 男子B

49 大西　智史 オオニシ　サトシ team スクアドラ 男子B

50 清水　尚志 しみずひさし いちもくさん 男子B

51 大野　直生 オオノ タダオ 男子B

52 西川　健一 にしかわ　けんいち 615六甲朝練 男子B

53 島　有助 しまゆうすけ 男子B

54 越川　友幸 コシカワ　トモユキ 男子B

55 下田　渉 しもだわたる ZWB 男子B

56 武田　仁宏 たけだ　よしひろ 男子B

57 岩坪　宏次 いわつぼこうじ 男子B

58 柴田　佳和 しばた　よしかず 平日ローディー 男子B

59 大賀　道博 おおが　みちひろ 輪心WHEELSOULBIKEWORKS 男子B

60 小宮山　圭 コミヤマ　ケイ 男子B

99 山副　比佐志 ヤマゾエ　ヒサシ 尾張トライアスロンクラブ 男子B

61 船町　憲市 フナマチ　ケンイチ Soleil de L'est 男子B

62 森　健太郎 もり　けんたろう イプ練×柳谷パン部 男子B

100 岩谷圭太 イワタニケイタ DOGHOUSEチャリ部 男子B

63 奥村　健一 おくむら　けんいち ビワイチ会 男子A



64 上田　秀紀 ウエダ　ヒデキ 男子A

65 大家　篤 おおやあつし オジサンズイレブン 男子A

66 辻　紘平 つじ　こうへい 8585マッマ 男子A

67 宮井良太 みやいりょうた 遊輪クラブ 男子A

68 南　和彦 ミナミ　カズヒコ 男子A

69 中田　義人 なかたよしと 遊輪クラブ 男子A

70 辻本　悠 つじもと ゆう 多武峰朝練 男子A

71 永吉　勇一 ながよしゆういち 平日ローディー 男子A

72 塚本　仁志 つかもと　ひとし 男子A

73 木村　壮太郎 キムラ　ソウタロウ あちがっ子 男子A

74 髙橋　克幸 タカハシ　カツユキ Team ELMO 男子A

75 大江健太郎 オオエケンタロウ ミトコンドリア健康法 男子A

76 橋谷　尭憲 はしや　たかのり 男子A

77 濱田伸一郎 はまだ　しんいちろう テツヲ 男子A

78 西川　和也 にしかわ　かずや H.O.P 男子A

80 深澤　励央 ふかざわれお 男子A

81 山本　竜也 やまもとたつや 8585マッマ 男子A

82 木村　孝司 キムラ　コウジ 男子A

83 遠藤　裕章 エンドウ　ヒロアキ 男子A

84 三浦　純 みうら　じゅん TeamM +CycleHouseM 男子A

85 森宏徳 モリヒロノリ バンビチャリ部 男子A

86 Glowacki Jakubグオバツキ　ヤクブ Hillclimb x Kuba 男子A

87 泰地耕太郎 たいじこうたろう 8585ママ 男子A

89 新　陵輔 アタラシ　リョウスケ ワンダーサイクリングOB 男子A

90 北川　拓弥 きたがわ　たくみ Infinty style 男子A

91 加納　彰馬 かのうしょうま 男子A

92 林 昂央 はやし たかひさ 男子A

93 岩本 翔一郎 いわもと しょういちろう615六甲朝練 男子A

94 勝　優貴 カツ　ユウキ Infinity Style 男子A

95 野間　友義 のま とものり 男子A

96 山下　智大 ヤマシタ　トモヒロ Infinity Style 男子A

97 知名　透真 チナ　トオマ ST 男子A

98 永吉　大晴 ながよしたいせい 平日ローディー 男子A


