
3hソロ男子

zekken name1 yomi team zekken name1 yomi team

1 柚山 光大 ゆやま こうだい dai-dream Japan 71 呉　民守 オ　ミンス

2 金戸 佑治 かねと ゆうじ 72 亀井　浩史 カメイ ヒロシ

3 竹村俊哉 たけむらとしや チームレモン 73 岡野　秀之 オカノ ヒデユキ overoad'76

4 小川　雅志 おがわ　まさし 74 山上　勇次 ヤマガミ　ユウジ カラス

5 若代健 わかしろたけし 75 高岸　俊幸 タカギシ トシユキ カラス

6 藤田貴浩 ふじたたかひろ クロセ　スパイラルH．E自転車部 76 国政　武史 クニマサ タケシ あしゅらけん

7 瀧 竜太 たき りょうた 77 石田　吉宏 イシダ　ヨシヒロ weedy

8 木村　亮 きむら りょう 78 楠本　将平 クスモト　ショウヘイ もりさいくる

9 鳥澤元気 とりざわげんき トリトリマックス 79 堅名　潔 ケンナ　キヨシ D-RACING

10 梅川 陸 うめかわ りく 80 高田　謙一 タカダ　ケンイチ AZ

11 岡谷　亮宏 おかたに　あきひろ 81 鎌田　勉 カマダ ツトム

12 松尾茂男 まつお しげお 82 阿部　秀智 アベ　ヒデトモ Team all out

13 宮坂周 みやさかしゅう 83 榊田　裕計 サカキダ　ヒロカズ TEAM SANREMO

14 渡邉 智貴 わたなべ ともき 84 森本　丈士 モリモト　タケシ AFD-Racing

15 吉田 嘉彦 よしだ よしひこ 85 高橋　了 タカハシ リョウ

16 梅川 弘治 うめかわ こうじ 86 田中　慶哉 タナカ　ケイヤ

17 玉手誠也 たまてせいや 87 角田　光隆 スミダ ミツタカ EURO−WORKS

18 御栗　直人 みくり　なおと 88 秋岡　顕介 アキオカ ケンスケ ちゃりん娘サポーターズ

19 中岡　明 なかおかあきら 89 隅　智亮 スミ トモアキ

20 山野 元暉 やまの げんき 90 根田　裕司 ネダ ユウジ ネクストリーム・うどん棒

21 黄 祥悦 こう よしのぶ 91 柳田　吉範 ヤナギダ ヨシノリ

22 熊谷飛鳥 くまがいあすか 92 池谷　彰 イケタニ　ショウ team cycle therapy

23 木場　剛司 こば　つよし 93 下農　健治 シモノ　ケンジ

24 奥 良英 おく よしひで Y’s racing 94 奥田　堅二 オクダ　ケンジ EURO-WORKS Racing

25 山名 拳太郎 やまな けんたろう LALPE KF RACING 95 榎原　克治 エノハラ カツジ

26 松兼輝明 まつかねてるあき 96 島　興太 シマ コウタ TEAM-KOG

27 樋口　貢 ひぐちみつぐ いちもくさん 97 土井　敏司 ドイ サトシ Team M

28 西浦 敬一 にしうらけいいち Cycom 98 増井　直亮 マスイ　ナオスケ TEAM-KOG

29 大森 佳治 おおもりけいじ 99 屋嘉比　潔 ヤカビ　キヨシ 大阪市立大学

30 榎本一代 えのもと�かずしろ 土地家屋調査士 堺支部 SRB 100 西塔　大輔 サイトウ　ダイスケ

31 吉田知弘 よしだともひろ 橿原wado 101 村尾　智 ムラオ　サトシ TEAM−KOG

32 檜室建斗 ひむろけんと TEAM WHITE 102 秋岡　亮介 アキオカ リョウスケ All For Beer

33 涌本幸志 わくもと  こうし スクアドラ 103 竹内　ヤスシ タケウチ ヤスシ Team UP!UP!

34 松下誠 まつしたまこと TEAM-ＫＯＧ 104 三浦　茂 ミウラ シゲル Team M

35 伊丹　誠人 イタミ　マサト TEAM WHITE 105 松田　信太郎 マツダ　シンタロウ CYCLE CAT

36 岩本　昌志 イワモト　マサシ csy 106 宮村　隆志 ミヤムラ　タカシ CYCLE CAT

37 辻　康成 ツジ ヤスナリ NRS 107 後藤　東洋士 ゴトウ ヒロシ ネクストリーム・うどん棒

38 山田　貴志 ヤマダ タカシ アベル 108 宮田　隆一 ミヤタ　リュウイチ くるま旅

39 塩塚　誠 シオツカ　マコト いちもくさん 109 太田　尚都 オオタ　ナオト

40 那須　博 ナス　ヒロシ ひろしです 110 小田原　道人 オダワラ　ミチヒト

41 山崎　岳志 ヤマザキ　タカシ O.H.C.大阪ヒルクライム同好会 111 寺西　恵夢 テラニシ　エム

42 中川　和也 ナカガワ　カズヤ 112 前原　敦史 マエハラ　アツシ 来月プロポーズします！

43 石山　正樹 イシヤマ　マサキ Cycom/多武峰朝練 113 前田　潤 マエダ　ジュン Y's Racing

44 松本　健司 マツモト　ケンジ Team Sakatani 114 大東　典裕 オオヒガシ ノリヒロ Y's Racing

45 辻　利明 ツジ トシアキ Cycom 115 国本勝彦 くにもとかつひこ

46 今井　意晴 イマイ ムネハル 116 大塚　拓海 オオツカ タクミ

47 北崎　信也 キタザキ　シンヤ 117 吉村　一夫 ヨシムラ　カズオ

48 松村　長人 マツムラ　ナガト team cycle therapy 118 細田　聡 ホソダ　サトル Dancing Drunkers

49 中野　健二 ナカノ　ケンジ NAKA 119

50 阿部　希右 アベ　マレスケ Team Sakatani_YCC 120 米倉　聖人 ヨネクラ マサト ＣＹＣＬＥ　ＣＡＴ

51 中森　雅人 ナカモリ　マサト EURO-WORKS Racing 121 福原　大希 フクハラ ヒロキ ＣＹＣＬＥ　ＣＡＴ

52 中野　智弘 ナカノ　トモヒロ YCC 122 吉光　修三 ヨシミツ シュウゾウ ＣＹＣＬＥ　ＣＡＴ

53 門永　健一 カドナガ　ケンイチ ＹＣＣ 123 宮越　智也 ミヤコシ トモヤ Team FDM

54 丸谷　知広 マルタニ　トモヒロ Cycom+多武峰朝練 124 我妻　裕樹 ワガツマ ユウキ Team FDM

55 掛川　貴 カケガワ　タカシ YCC 125 仲松　康太 ナカマツ ヤスヒロ キッコウカイ・サニーサイドCC

56 志田　寿男 シダ ヒサオ CT.いちもくさん 126 雑賀　大輔 サイガダイスケ 雑なネコ家族

57 藤原　幸春 フジワラ ユキハル TEAM TOPFIELD

58 濱子　高志 ハマコ タカシ overoad76

59 真弓　勝志 マユミ カツユキ 3hソロ女子

60 清水　尚志 シミズ ヒサシ CTいちもくさん 151 上山 瞳 うえやま ひとみ

61 高田　智貴 タカタ　トモキ 播州はまころライダー 152 藤原　三和子 フジワラ ミワコ TEAM TOPFIELD

62 一色　寛之 イッシキ ヒロユキ 153 国政　摩耶 クニマサ マヤ 高野建具店チーム

63 梅川　住友 ウメカワ スミトモ Overoad'76 154 寺本　麻衣 テラモト　マイ

64 田山　秀嗣 タヤマ ヒデシ SAKAI★RACING 155 山口　明美 ヤマグチ　アケミ Team all out

65 向囿　友博 ムコウゾノ　トモヒロ サニーサイド 156 三浦　愛 ミウラ アイ Team M

66 竹村　伸宏 タケムラ　ノブヒロ EURO-WORKS RACING 157 雑賀　敬子 サイガケイコ 雑なネコ家族

67 中野　武史 ナカノ タケシ カラス 158 今園　沙緒梨 イマゾノ サオリ ＣＹＣＬＥ　ＣＡＴ

68 鳥元　厚志 トリモト　アツシ D-RACING

69 中村　将也 ナカムラ マサヤ 水曜どうでしょう吹田支部

70 田中　宏和 タナカ ヒロカズ マジほんと



5hチーム男子

zekken name1 yomi name2 name3 name4 team

201 水口　晃一 みずぐち　こういち 中村篤人 庫内篤 チームニチダイ

202 深瀬　敦士 ふかせ　あつし 宮本　貴之 team娘はやらんっ

203 道野　径 みちの　わたる 高尾　歩 秋山　詳太 秋山　剛宏 St.Andrew’s 自転車部

204 米倉 真大 よねくら まさひろ 蓮尾 旬平 吉田 友紀 橋本市パン工房アークティック

205 宮田雄一 みやたゆういち 緒方弘一 吉田剛 ミヤタサイクルス

206 森田　真治 もりた　しんじ 西山　智朗 松村　喬史 山岳部　A

207 喜多山　隆之 きたやま　たかゆき 北川　佳靖 濱本　勇介 プリキュア3

208 坂口　経 さかぐち　けい 龍神　翔太 浅川　裕一郎 山岳部B

209 大森　寛幸 おおもりひろゆき 寺脇　嗣悦 早川　愼一 とことこくらぶ

210 清水淳史 しみずあつし 天野 祥顕 山口 敏行 池側 秀俊 Team KIKYO−

211 尾野田 慧 オノダ サトシ 赤山達也 秋山陽太 藤本 琢磨

212 宮向将吾 みやむかいしょうご 梶田明宏 大阪市立大学サイクリング部

213 森田譲治 もりたじょうじ 黒田敬也 山下恭平 矢幡洸希 KAITO

214 若月拓哉 わかつきたくや 八代田純一 坂口裕芳 川村貴広 NYLレーシングfeat.二代目

215 門築　篤史 かどちく　あつし 西山　健太郎 坂口　大宙 だんしんぐどらんか〜ずA

216 宮口　広志 ミヤグチ ヒロシ 大槻　充 下方　翔 TEAM WHITE

217 森山　紘行 モリヤマ　ヒロユキ 白井　達也 TEAM WHITE-初号機

218 津田　剛 ツダ　ツヨシ 宮下　幸一 角谷　成次 釜口　耀二郎 鬼踏會A

219 内山　充浩 ウチヤマ　ミツヒロ 上仲　康貴 田中　雅人 鬼踏會 C

220 青山　晃大 アオヤマ　アキヒロ 角村　明則 藤原　洋 鬼踏會B

221 齋藤　真 サイトウ　シン 石川　壮太 野中　健吾 栗みかんの唐揚げ

222 森　裕仁 モリ ヒロト 多間田　成 辻　高弘 Rain

223 小松原　健史 コマツバラ　タケフミ 渋谷　友暉 南條　嘉暉 酒井　啓佑 ASCチームガチ

224 西村　元理 ニシムラ モトミチ 磯山　隆 田島　浩詞 Cool Velo

225 福島　司 フクシマ ツカサ 河村　篤始 八内　剛志 中島　泰臣 EcoginisT

226 石田　拓也 イシダ　タクヤ 魚谷　朋寛 山田　峻輝 島本　洋佑 MEST

227 矢内　克志 ヤナイ　カツシ 加舎　高志 チームホワイトウィング

228 内田　龍一 ウチダ　リュウイチ 山口　佳孝 寺尾　浩平 TEAM WHITE

229 坂口　翔太 サカグチ　ショウタ 池上　晋平 アイマス×ラブライブ

230 形岡　航 カタオカ　ワタル 高月　英作 鈴木　洋信 RINGOROAD

231 大村　陸斗 オオムラ　リクト 滝川　和雅 森田　弘一朗 小路　寛太 早稲田摂陵高校

232 中井　幸司 ナカイ コウジ 巻木　順一 西川　史一 北野　健治 Aパワーズ

233 池田　紀章 イケダ ノリアキ 岸野　靖弘 野村　正 中山　貴文 TEAM OJIMAX POWER ZERO

234 森本英亮 もりもとひであき 武田慎也 盛将純 円藤正吾 だんしんぐどらんか〜ずB

5hチーム女子

zekken name1 yomi name2 name3 name4 team

251 里舘　麻理子 サトダテ　マリコ 坂口　麻美 加茂　郁恵 立石　沙織 TEAM WHITE

252 野村　知子 ノムラ トモコ 岸野　理恵 渡辺　佳織 ゆるゆるシスターズ

5h男女混合

zekken name1 yomi name2 name3 name4 team

261 早川良 はやかわりょう 南 智彦 浜崎 聡志 浜崎 香苗 ハマ長を囲む会

262 成田 吉宣 なりたよしのぶ 本多 左久勝 帰山 いづみ 大石 靖奈 moca＆nakota 01

263 松本 秀浩 まつもとひでひろ 片岡 大豪 平 海渡 菅谷 知子 moca＆nakota 02

264 田中 宏 たなかひろし 正田 勝之 榊原 杏美 藤崎 さち moca＆nakota 03

265 吉田 真太郎 よしだしんたろう 菊田 航弘 河津 庸子 塩谷 裕美 moca＆nakota 04

266 三浦 穂高 みうらほだか 三浦 和美 峯 康典 小川 碧 moca＆nakota 05

267 近藤 寛直 こんどう ひろなお 貫名 達也 久津輪 まどか 濱出 広大 松しげなんでやねん2016

268 中嶋　康裕 ナカシマ　ヤスヒロ 前橋　宏記 小林　恵美子 小野　朱美 TEAM WHITE ぽたぶ。

269 久保　治男 クボ ハルオ 森田　由香 yuka

270 清永　吏江子 キヨナガ　リエコ 中野　勝美 清吾　徹 坂田　愛 ゆるちゃりサポーター

5hファミリー

zekken name1 yomi name2 name3 name4 team

281 高良　昌史 たから　まさし 高良　彩明 乾井　紀英 けいはんなスタート前に偶然再会！？勢いでエントリー

282 鈴木　毅典 スズキ タケノリ 鈴木　洋子 鈴木　爽馬 鈴木　逞馬 チーム炒飯

283 奥本　隆広 オクモト　タカヒロ 奥本　眞智子 奥本　颯輝 奥本　眞裕 team HAYABUSA

284 野口　博史 ノグチ ヒロシ 野口　麻奈美 野口　翔矢 野口　遥貴 野口家

285 谷口　敦史 タニグチ アツシ 谷口　しゅんご ぼらC.C


