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zekken name1 yomi1 team cate

1 山口　順也 やまぐち　じゅんや 興國高校 男子A

2 山下　智大 やました　ともひろ Infinity Style 男子A

3 武本 直樹 たけもと なおき GSJ 寝坊部 男子A

4 船越 冬馬 ふなこし かずま H.O.P 男子A

5 根本悠司 ねもとゆうじ グラベル第4帝国 男子A

6 山名拳太郎 やまなけんたろう チーム右京reve 男子A

7 岩本 翔一郎 いわもと しょういちろう 男子A

8 岡野広樹 おかのひろき 上神谷夜練部 男子A

9 寺岡 優一 てらおか ゆういち チーム闇練 男子A

10 神谷　正紀 かみやまさのり 紫野染植工房CX班 男子A

11 田中　雅人 たなか　まさと 三味線レーシング 男子A

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

13 内田　淳 うちだじゅん 男子A

14 刀根　亮 とねりょう 男子A

15 松岡　弘晃 まつおか　ひろあき 男子A

16 遠藤 正律 えんどう　まさのり ZWC 男子A

17 はま　たかゆき はま　たかゆき H.O.P 男子A

18 兵藤　保善 ひょうどう　もりよし 男子A

19 川田　純一 かわた　じゅんいち 男子A

20 西川和也 にしかわ　かずや H.O.P 男子A

21 田中　保旭 たなか　やすあき 男子A

22 辻本 　悠 つじもとゆう 多武峰朝練 男子A

23 桑原　亨 くわはら　とおる KAZAMIDORI 男子A

24 中川　晴嗣 なかがわ　はるつぐ 男子A

25 小野　雅寛 おの　まさひろ 男子A

26 平井 武士 ひらい たけし 多武峰赤ヘル軍団 男子A
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27 森　健太郎 もり　けんたろう イプ練×柳谷パン部 男子B

28 船町憲市 ふなまちけんいち 男子B

29 大賀　道博 おおがみちひろ チーム輪心（わごころ） 男子B

30 宮本　隆司 みやもと　たかし Lontano宝塚 男子B

31 武田　仁宏 たけだ　よしひろ 男子B



32 西川　健一 にしかわ　けんいち 和大サイクリング部OB 男子B

33 水竹晋一郎 みずたけしんいちろう 男子B

34 清水　尚志 しみずひさし いちもくさん 男子B

35 倉本　稔久 くらもと　としひさ 男子B

36 大西　智史 おおにしさとし 男子B

37 鶴海　和也 つるみかずや TEAMレーシング零 男子B

38 西澤弘一郎 にしざわこういちろうさいくる同好会 男子B

39 村上　友博 むらかみ　ともひろ Team0615 男子B

40 石井智之 いしいともゆき 三味線レーシング 男子B

41 林　恭平 はやし　きょうへい アバンギャルド 男子B

42 杉谷　元 すぎたに　もと さかなくらぶ 男子B

43 森澤　勝信 もりさわかつのぶ 男子B

44 武分　力 たけわき　つとむ 多武峰ダイエット倶楽部 男子B

45 河合　篤史 かわいあつし 大正池倶楽部 男子B

46 右田　昌弘 みぎたまさひろ H.O.P 男子B

47 黒原 寛 くろはら ひろし TEAM レーシング零 男子B

48 田井　正仁 タイ　マサヒト サイクルガレージKCS 男子B

49 平田　泰大 ひらた　やすひろ チームニガヨモギ 男子B

50 宇野　亮 うの　りょう 男子B

51 松下　充男 まつした　みつお 多武峰朝練（ZNMN) 男子B

52 福原　貴知 ふくはら　たかとも Team ニドーネ 男子B
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53 秦　秀彦 しん　ひでひこ あなたの生活応援隊 男子C

54 成岡　徹 なりおか　とおる team zozonga ZHC 男子C

55 田中　博之 たなか　ひろゆき 男子C

56 岡本　純一 おかもとじゅんいち 男子C

57 平松　一人 ひらまつ　かずと 男子C

58 槌田　雄三 ツチダ　　ユウゾウ 男子C

59 樋口　貢 ひぐち　みつぐ いちもくさん 男子C

60 吉尾　卓也 よしお　たくや チーム　Ｋ 男子C

61 橋本博文 はしもとひろふみ JS+K 男子C

62 岡本　邦裕 おかもと　くにひろ 男子C

63 石田　雅史 いしだまさし 男子C

64 市村　博志 いちむらひろし SAKAI★RACING 男子C

65 大森　佳治 おおもり　けいじ 男子C



66 三股　弘明 みまた　ひろあき 男子C

67 水田  陽三 みずたようぞう LONTANO 宝塚 男子C

68 石川　真広 いしかわ まさひろ Lontano宝塚 男子C

69 京藤　伸弘 きょうとうのぶひろ GSユアサ 男子C

70 寺川　信一 てらかわ　しんいち プレスト北野塾 男子C

71 いのうえよしみつ いのうえよしみつ 男子C

72 小原　英夫 おはらひでお 男子C

73 重永　雅行 しげなが　まさゆき 男子C

74 中津　信二 なかつ　しんじ 男子C

75 山田　克 やまだかつ ももたろう 男子C

76 梶谷 大 かじたに　まさる D-WORKS 男子C

77 木村　大介 きむら　だいすけ KOMS 男子C

78 長澤　達男 ながさわ   たつお H.O.P 男子C

79 谷 幸司 たに こうじ 男子C

80 梶原  浩 カジハラ   ヒロシ チームＫＯＭＳ 男子C

84 泉 隆久 いずみ たかひさ Team Nakazawa 男子C
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81 藤井　裕子 ふじい　ひろこ 女子

82 吉本　美紀 よしもと　みのり 女子

83 喜多智美 きたともみ ダムダムダン 女子


