
ゼッケン お名前 = ふりがな = チーム名 = カテゴリ
101 山本浩史 やまもとひろふみ ペダル エリート
102 土岐　忍 ドキ　シノブ チームサニーサイド エリート
103 友利　誠一 ともとし　せいいち ドゥールース エリート
104 藤井　亮 ふじいまこと Team RSO Racing エリート
105 原田　隆 はらだ　たかし ドゥールース エリート
107 根田　裕司 ネダ ユウジ ネクストリーム・うどん棒 エリート
108 森本　隆寛 モリモト　タカヒロ エリート
109 渡部　達也 ワタナベ タツヤ エリート
110 谷口 勝 たにぐち しょう ブラウブリッツェン エリート
111 鷲尾　拓哉 ワシオ　タクヤ C-ＷＡＳＰ エリート
112 岸下　太樹 きしした　だいき エリート
113 中釜　章成 なかがま　としまさ ドゥールース エリート
114 中釜　健次 なかがま　たつひで ドゥールース エリート
115 松井久 まついひさし ドゥールース エリート
116 今西尚志 いまにしひさふみ ペダル エリート
117 大内薫 おおうちかおる ペダル エリート
225 永廣雅彦 AVANT GARDE エリート
226 金川佳樹 AVANT GARDE エリート
227 森一馬 AVANT GARDE エリート
243 山本哲哉 AVANT GARDE エリート

106 東　明宏 アズマ　アキヒロ Team α　Y's-racing スポーツ
216 園田　聖 そのだ　ひじり TEAM NEXT STAGE スポーツ
118 新崎　博雄 シンザキ ヒロオ 水曜夜連 スポーツ
119 下世古　拓見 シモセコ タクミ Excelsior スポーツ
120 榊田　裕計 さかきだ　ひろかず TEAM SANREMO スポーツ
121 天野　弘章 アマノ ヒロアキ ｽﾃﾗｼﾙﾍﾞｽﾄ／本家JS天野家 スポーツ
122 戸梶　創 とかじ　はじめ C-WASP スポーツ
123 荒口昇平 あらぐちしょうへい スポーツ
124 中西　基起 なかにしもとき TEAM SANREMO スポーツ
125 松井和人 まついかずと チームサニーサイド スポーツ
126 川嶋祐紀 かわしまゆうき MONTAGNE スポーツ
127 井上　真呂 イノウエ　マロ エキップリオン スポーツ
128 岡村　賢人 オカムラ　ケント スポーツ
129 久保田　航太 くぼた　こうた maeT tseT eparG スポーツ
130 塩野　裕一 シオノ ユウイチ C-WASP スポーツ
131 塩路　克弥 シオジ　カツヤ スポーツ
132 津森　拓也 ツモリ タクヤ KU-CTC スポーツ
133 守田　秀平 モリタ　シュウヘイ スポーツ
217 野間田　一浩 のまだ　かずひろ TEAM SANREMO スポーツ
218 渡邊　雄太 ワタナベ　ユウタ 追手門学院大学 スポーツ
134 熊谷　飛鳥 クマガイ　アスカ 鳳高等学校 スポーツ
135 三井　　海 みつい　　かい 橋本市西部中学校３年 スポーツ
136 天野　壮悠 アマノ タケハル ｽﾃﾗｼﾙﾍﾞｽﾄ／本家JS天野家 スポーツ
228 唐崎健 AVANT GARDE スポーツ
229 大谷研史 おおたにけんし AVANT GARDE スポーツ

137 高木　利勝 タカギ トシカツ ステラシルベスト ビギナー１
219 大東　典裕 オオヒガシ ノリヒロ Y's Racing ビギナー１
138 宮木　浩 ミヤギ ヒロシ redleaflogicRT ビギナー１
139 蔦　英明 つた　ひであき ビギナー１
140 大森　寛幸 おおもりひろゆき ビギナー１
141 木村　亮 きむらりょう 橿原WADO ビギナー１
142 桝見　淳 マスミ ジュン TEAM SANREMO ビギナー１
143 木村　文 きむら　ふみ 橿原輪道 ビギナー１
144 樋口　貢 ひぐち　みつぐ いちもくさん ビギナー１
145 赤井　範行 アカイ　ノリユキ ＮＴＮ金剛 ビギナー１
146 後藤修 ごとうおさむ ビギナー１
147 川添　浩司 かわぞえ　こうじ EURO-WORKS Racing ビギナー１
148 阪ノ上 義朗 さかのうえ よしあき PCサイクルクラブ松本 ビギナー１
149 和気　泰行 わけ　やすゆき TEAM SANREMO ビギナー１
150 永恵　太朗 ナガエ　タロウ ビギナー１
151 菟田竜一 うだりゅういち TEAM SANREMO ビギナー１
152 佐々木　圭 ささきけい rabbit street ビギナー１
220 稲葉 健 いなば ビギナー１
153 松下誠 まつしたまこと 東大阪KOG55 ビギナー１
154 勝元　貴良 カツモト　タカヨシ RBC.HANES ビギナー１
155 西尾　真治 ニシオ シンジ CYCLE WITCHES ビギナー１
156 中谷　泰記 ナカタニ　ヤスキ ビギナー１
157 福地　充 フクチ　ミツル TEAM SANREMO ビギナー１
158 増田　翔太 マスダ　ショウタ TEAM LINK ビギナー１
159 塩野　拓実 シオノ　タクミ SHIONO Racing ビギナー１
160 松浦　晃大 マツウラ　コウダイ ビギナー１
161 中田　北斗 ナカタ　ホクト ビギナー１
162 木下　泰博 キノシタ ヤスヒロ へんたいズ ビギナー１
163 清水智大 しみずともひろ ビギナー１
164 山西　彬友 ヤマニシ　アキトモ ビギナー１
165 岸下　実樹 きしした　みき ドゥールース ビギナー１
221 田村　健人 タムラ　ケント ビギナー１
230 川田英二 AVANT GARDE ビギナー１
231 川上隆 AVANT GARDE ビギナー１
232 今西毅 AVANT GARDE ビギナー１
233 橋爪豊 AVANT GARDE ビギナー１
234 垣内信吾 AVANT GARDE ビギナー１

222 安部　誠司 アベ セイジ Y's-racing ビギナー2H
166 長野　寛 ながのゆたか ビギナー2H
167 川瀬　孝彦 かわせたかひこ まったり走ろう会 ビギナー2H
168 今井　意晴 いまいむねはる ビギナー2H
169 的羽　透 マトバ トオル ビギナー2H
170 森下　恭行 もりした　やすゆき ビギナー2H
171 柳生　佳範 やぎゅう　よしのり ドゥールース ビギナー2H
172 宮田雄一 みやたゆういち ビギナー2H
173 山口　直人 ヤマグチ ナオト ビギナー2H
174 櫻井信孝 さくらいのぶたか ビギナー2H
223 山田　裕介 ヤマダ ユウスケ ビギナー2H



175 大森 佳治 おおもり けいじ ビギナー2H
176 吉田　孝茂 よしだ　たかしげ ビギナー2H
177 西村　昭宏 にしむら　あきひろ ビギナー2H
178 眞弓　勝志 まゆみかつゆき ビギナー2H
179 尾藤航治 びとうこうじ ビギナー2H
180 服部　義洋 はっとりよしひろ Euroworks-Racing ビギナー2H
181 水浦　靖也 みずうら やすなり ビギナー2H
182 高田一洋 たかだかずひろ 396613 ビギナー2H
183 山根　和久 ヤマネ　カズヒサ ビギナー2H
187 平川　公則 ヒラカワ キミノリ ビギナー2H
185 橋本 典彦 はしもと のりひこ ビギナー2H
186 北岡　達也 キタオカ　タツヤ ビギナー2H
188 宮澤　基樹 ミヤザワ　モトキ ビギナー2H
235 岩見大作 AVANT GARDE ビギナー2H
236 野手泰行 AVANT GARDE ビギナー2H
237 古川英和 AVANT GARDE ビギナー2H
238 山口一郎 AVANT GARDE ビギナー2H
239 萬賀善彦 AVANT GARDE ビギナー2H
240 西口隆 AVANT GARDE ビギナー2H

189 福井　一弥 福井　かずや ビギナー2L
190 池本　賢吾 いけもと　けんご ビギナー2L
191 田村公規 たむらこうき MONTAGNE ビギナー2L
192 島津　原人 しまづ　はらひと なにクマレーシング ビギナー2L
193 梅田雅士 うめだまさし ビギナー2L
194 田中　稔 タナカ ミノル ビギナー2L
195 久保　光佑 クボ　コウスケ ビギナー2L
196 増井　直亮 ますいなおすけ 東大阪KOG55 ビギナー2L
197 小鯛　彰信 コダイ　アキノブ ビギナー2L
198 石口 政一朗 イシグチ セイイチロウ ビギナー2L
199 今崎　令二 イマザキ　レイジ 京橋パンティーLINE ビギナー2L
200 清水　雄太 シミズ　ユウタ 京橋パンティーLINE ビギナー2L
201 福山　将悟 フクヤマ　ショウゴ ビギナー2L
224 福井　直希 フクイ　ナオキ ビギナー2L
202 林　伊織 ハヤシ イオリ TEAM WHITE ビギナー2L
203 石黒　俊人 イシグロ　トシヒト ビギナー2L
204 高井　晴紀 タカイ　ハルキ OSSO ビギナー2L
205 中村将哉 なからまさや ビギナー2L
206 辰巳　雄一 タツミ　ユウイチ ビギナー2L
207 西尾　芹菜 ニシオ　セリナ ビギナー2L
208 西野慎吾 ニシノシンゴ ビギナー2L
209 村井　柚紀 ムライ　ユキ #NAME? ビギナー2L
210 森元鈴也 もりもとれいや ビギナー2L
211 杉山直気 すぎやまなおき ビギナー2L
212 畑中　誠 ハタナカ マコト ビギナー2L
213 森内　稔真 もりうち　としまさ ドゥールース ビギナー2L
214 中島　国治 ナカジマ　クニハル TEAM WHITE ビギナー2L
215 原田　翔真 はらだ　しょうま ドゥールース ビギナー2L
241 三谷光輝 AVANT GARDE ビギナー2L
242 瀧口規雄 AVANT GARDE ビギナー2L
244 下村直輝 しもむら AVANT GARDE ビギナー2L
245 坂野　悠司 さかの　ゆうじ TEAM NEXT STAGE ビギナー2L

アンダークラス
270 梅田倫志 うめだりんじ アンダー6
275 梅田春志 うめだはるじ アンダー6
286 辻中志音 つじなかしおん アンダー6
297 瀧口悠斗 AVANT GARDE アンダー6

264 川添　力 かわぞえ　ちから EURO-WORKS Racing アンダー9
265 松下華姫 まつしたはな 東大阪KOG55 アンダー9
267 松井　美海 まつい　みみ ペダル アンダー9
268 川添　千瑛 かわぞえ　ちあき EURO-WORKS Racing アンダー9
269 松下月姫 まつしたるな 東大阪KOG55 アンダー9
289 木野　晃誠 きのこうせい アンダー9
294 吉田　悠祐 よしだ　ゆうすけ アンダー9
295 島津　瑞歩 しまづ　みずほ なにクマレーシング アンダー9
296 大橋　一駈 おおはし　ひるく TeamPoppo/なんちゃってバイカーズ アンダー9
298 萬賀りく AVANT GARDE アンダー9
300 鳥飼昌也 とりかい AVANT GARDE アンダー9
253 後藤悠一郎 ごとうゆういちろう アンダー9

282 和気　行輔 わけ　こうすけ TEAM SANREMO アンダー12
283 塩谷　真一郎 しおたに　しんいちろう ドゥールース アンダー12
284 紀村  裕 きむら  ゆたか アンダー12
299 大谷圭翔 AVANT GARDE アンダー12

三輪車
251 藤井　奈美 ふじい　なみ チームぴくるす 一般クラス
261 藤井　衣織 ふじいいおり チームぴくるす 一般クラス
196 増井　直亮 ますいなおすけ 東大阪KOG55 一般クラス
153 松下誠 まつしたまこと 東大阪KOG55 一般クラス
259 松下恵子 まつしたけいこ 東大阪KOG55 一般クラス
147 川添　浩司 かわぞえ　こうじ EURO-WORKS Racing 一般クラス
255 川添　心 かわぞえ　こころ EURO-WORKS Racing 一般クラス
122 戸梶　創 とかじ　はじめ C-WASP 一般クラス
252 桝見珠穂 ますみたまほ masumi 一般クラス
193 梅田雅士 うめだまさし 一般クラス
163 清水智大 しみずともひろ 一般クラス
242 瀧口規雄 AVANT GARDE 一般クラス
271 増井　杏 ますいあん 東大阪KOG55 小学生以下
265 松下華姫 まつしたはな 東大阪KOG55 小学生以下
269 松下月姫 まつしたるな 東大阪KOG55 小学生以下
274 松下輪駆 まつしたりんく 東大阪KOG55 小学生以下
264 川添　力 かわぞえ　ちから EURO-WORKS Racing 小学生以下
268 川添　千瑛 かわぞえ　ちあき EURO-WORKS Racing 小学生以下
262 桝見汐音 ますみしおね masumi 小学生以下
263 桝見風香 ますみふうか masumi 小学生以下



270 梅田倫志 うめだりんじ 小学生以下
275 梅田春志 うめだはるじ 小学生以下
267 松井美海 まついみみ ペダル 小学生以下
273 松井愛海 まついあみ ペダル 小学生以下
266 福山 咲 ふくやま さく sakusakuyukari 小学生以下
272 福山 紫 ふくやま ゆかり sakusakuyukari 小学生以下
297 瀧口悠斗 AVANT GARDE 小学生以下
288 渡邊湧心 わたなべゆうしん チーム ゆうしん 小学生以下

ママチャリ
281 加川雅彦 かがわまさひこ 一般クラス
280 紀村  正男 きむら  まさお 一般クラス
287 渡邊健司 わたなべけんじ チーム ゆうしん 一般クラス


