
吉野⼤峯ヒルクライム 20020/10/25

JPNO check zekken yomi name1 term cate スタート

1 うめかわ りく 梅川 陸 ⼤泉愛輪会 チャンピオンクラス 1

2 キドコロ コウスケ 城所 皐輔 イナーメ信濃⼭形 チャンピオンクラス 1

3 クスモト ショウヘイ 楠本 将平 もりさいくる チャンピオンクラス 1

4 タカダ ユキオ ⾼⽥ 幸朗 ALL OUT reric チャンピオンクラス 1

5 イタコ ユウジ 板⼦ 佑⼠ Life Ride チャンピオンクラス 1
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6 イシイ ヒロマサ ⽯井 弘雅 チーム・サイクルショップイワ井 男⼦ロードA 1

7 テラダ ヒロト 寺⽥ 洋⼤ 男⼦ロードA 1

8 はせべかなと ⻑⾕部叶⼈ 男⼦ロードA 1

9 ヤマグチ ジュンヤ ⼭⼝ 順也 興國⾼校 男⼦ロードA 1

10 ほり たかみつ 堀 貴光 男⼦ロードA 1

11 フクアリ マサト 福有 聖⽃ Orange's FLAT0% PT 男⼦ロードA 1

12 ナカヤマ ヒロト 中⼭ 弘登 RC:shirahama 男⼦ロードA 1

13 スミヤ トシキ ⾓⾕ 俊樹 男⼦ロードA 1

14 フク ハヤト 福 隼⼈ GSJ 男⼦ロードA 1

15 テラオカ ユウイチ 寺岡 優⼀ 男⼦ロードA 1

16 ハヤシ タカヒサ 林 昂央 LALPE RACING 男⼦ロードA 1

17 ミズタニ フミヤ ⽔⾕ ⽂哉 ⽇本農薬⾃転⾞部 男⼦ロードA 1

18 マルヤマ ヨシタカ 丸⼭ 善貴 男⼦ロードA 1

19 クリシタ トモヤ 栗下 朋也 茨⼟サイクリング部 男⼦ロードA 1

20 イソノ ショウタ 礒野 将太 CORSA VITA 男⼦ロードA 1

21 カマグチ ヨウジロウ 釜⼝ 耀⼆朗 シクロとクロカンがしたい今⽇この頃/Rabbit Street 男⼦ロードA 1

22 マツイ コウ 松井 洸 男⼦ロードA 1

23 イシダ マサト ⽯⽥ ⼤⼈ 男⼦ロードA 1

24 たなか まさと ⽥中 雅⼈ TUS racing 男⼦ロードA 1

25 トミサワ ツヨシ 冨澤 豪志 ピーナッツ 男⼦ロードA 1

26 まえがきうち けんた 前垣内 健太 男⼦ロードA 2

27 ヨコフジタ トシユキ 横藤⽥ 敏之 住化友輪会 男⼦ロードA 2

28 ニックニ コウタ 新国 航⼤ 男⼦ロードA 2

29 アキオカ ヒロシ 秋岡 宏志 男⼦ロードA 2

30 カワタ カズキ 河⽥ ⼀樹 男⼦ロードA 2

31 マナベ ユウスケ 真鍋 友輔 GSユアサ⾃転⾞競技？部 笑 男⼦ロードA 2

32 ヨシオカ タクヤ 吉岡 拓哉 男⼦ロードA 2

33 ミツキ ケンイチロウ ⾒⽉ 健⼀郎 Team EMIC 男⼦ロードA 2

34 ササウチ ヒデノリ 笹内 秀法 MCW×NAKAGAWA 男⼦ロードA 2

35 クラシゲ ノブヒコ 藏重 伸彦 男⼦ロードA 2

46 グオバツキ ヤクブ ボイチェフ Jakub Glowacki 男⼦ロードA 2

199 カワチノタクミ 川内野 巧実 team AXIS 男⼦ロードA 8
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36 カバタ マサユキ 蒲⽥ 真幸 渡辺曜とヨーソロー 男⼦ロードB 2

37 ヤナギサワ ユウタ 柳沢 勇太 男⼦ロードB 2

38 ヨシムラ ムネヒロ 吉村 宗⼤ SAKAI★RACING 男⼦ロードB 2

39 ドウホリ ユウスケ 道堀 裕介 男⼦ロードB 2

40 タシロ ワタル ⽥代 亘 シマノドリンキング 男⼦ロードB 2

41 ヒガシヤマ コウスケ 東⼭ 晃典 AXIS 男⼦ロードB 2

42 カワバタ ヒロシ 川端 寛司 かーひーさいくる 男⼦ロードB 2

43 オカジマ シュンスケ 岡島 隼輔 男⼦ロードB 2

44 ミキ ユウタ 三⽊ 佑太 男⼦ロードB 2



45 ツジ ケント 辻 健⽃ ORCA INFINITY 男⼦ロードB 2

47 ワタナベ サトシ 渡辺 聡 男⼦ロードB 2

48 フクトミ タクマ 福富 拓真 男⼦ロードB 2

49 アンドウ ヨシノリ 安藤 嘉規 男⼦ロードB 2

50 モリモト マサヒロ 森本 真博 SAKAZUKI 男⼦ロードB 2

51 ヨコイ タツヤ 横井 ⾠也 盃 男⼦ロードB 3

52 オトカワ ユウキ ⾳川 祐輝 Sunny Side 男⼦ロードB 3 吉川裕暉

53 スギウラ タクヤ 杉浦 拓哉 男⼦ロードB 3

54 ウブカタ ヤスミツ ⽣⽅ 泰光 男⼦ロードB 3

55 フクザワ ケイスケ 福澤 京介 だいたい同じくらい 男⼦ロードB 3

56 タムラ ヒトシ ⽥村 仁志 GSJ 男⼦ロードB 3

57 マスダ ケンイチ 益⽥ 憲⼀ zozonga 男⼦ロードB 3

58 フルミチ ケンタ 古道 健太 男⼦ロードB 3

59 オオツボ タカユキ ⼤坪 孝⾏ オヤマクラブ 男⼦ロードB 3

60 タカシマ ヒロウミ ⾼島 裕海 男⼦ロードB 3

61 モリヤマ ノブヒロ 森⼭ 伸弘 Team-RSO Racing 男⼦ロードB 3

62 シミズ タカシ 清⽔ 隆司 岡⼭村⽥製作所⾃転⾞同好会 男⼦ロードB 3

63 カマヤマ タイキ 釜⼭ ⼤樹 ⾃⾃会 男⼦ロードB 3

64 エンドウ ヒロアキ 遠藤 裕章 GSユアサ⾃転⾞競技？部 笑 男⼦ロードB 3

65 フルタカ ヒロアキ 古⾼ 宏明 男⼦ロードB 3

66 ヤマモト マサユキ ⼭本 将之 男⼦ロードB 3

67 イフク ダイスケ 井福 ⼤輔 男⼦ロードB 3

68 ヨコタ ケイイチ 横⽥ 慧⼀ 男⼦ロードB 3

69 イトウ タカシ 伊東 隆 男⼦ロードB 3

70 ナカタ ユウスケ 中⽥ 裕介 男⼦ロードB 3

71 タケノウチ ケンジ ⽵之内 謙次 男⼦ロードB 3

72 ウエダ カオル 上⽥ 薫 男⼦ロードB 3

73 セイオウ タカフミ 清王 尊史 MJC 男⼦ロードB 3

74 タケダ コウイチ 武⽥ 晃⼀ 遊輪クラブ 男⼦ロードB 3

75 カワタ ジュンイチ 川⽥ 純⼀ 男⼦ロードB 3

76 ヒラタ ユウキ 平⽥ 雄基 SAKAZUKI 男⼦ロードB 4

77 みやざき のぶゆき 宮崎 信⾏ AVEL 男⼦ロードB 4

78 キムラ カズヨシ ⽊村 ⼀義 3C 男⼦ロードB 4

79 ヨシムラ カズマ 芳村 和真 EURO-WORKS Racing 男⼦ロードB 4

80 エトウ ナルヒト 江藤 成仁 Ｐ塾 切腹担当 男⼦ロードB 4

81 ムラカミ ヨシカズ 村上 禎⼀ ⼤泉愛輪会 男⼦ロードB 4

82 くろさわたかみつ ⿊澤貴光 男⼦ロードB 4

83 ヒグチ カズヒコ ⾶⼝ 和彦 FCT-PantanR 男⼦ロードB 4

84 オカジマ シンイチロウ 岡嶋 慎⼀郎 男⼦ロードB 4

85 アンザイ ユウスケ 安⻄ 雄佑 男⼦ロードB 4

86 ハヤキ セイゴ 早⽊ 清吾 男⼦ロードB 4

87 ツボタ シュンスケ 坪⽥ 俊祐 TEAM AXIS 男⼦ロードB 4

88 ミタニ ケンジ 三⾕ 健治 男⼦ロードB 4

89 とくやま ゆうや 徳⼭ 雄也 NTN株式会社 ⾦剛製作所 男⼦ロードB 4

90 キムラ ソウタロウ ⽊村 壮太郎 あちがっ⼦ 男⼦ロードB 4

91 ハシモト ケン 橋本 憲 TEAM DEVILTEAD 男⼦ロードB 4

92 マツサカ タカシ 松坂 崇司 茨⼟サイクリング部 男⼦ロードB 4

93 いわくら みのる 岩倉 稔 男⼦ロードB 4

94 ナベタ ムネアキ 鍋⽥ 宗明 男⼦ロードB 4

95 モリ トシキ 森 俊樹 ＢＬＡＳＴ 男⼦ロードB 4

97 ヨシミ コウヘイ 吉⾒ 恒平 男⼦ロードB 4

98 フジタ タクミ 藤⽥ 匠 P塾 男⼦ロードB 4



99 ナガタ マサト 永⽥ 正⼈ 男⼦ロードB 4

100 ウエニシ タカヒサ 上⻄ ⽣剛 男⼦ロードB 4

101 アシダヤスシ 蘆⽥ 康 紙パックさんを倒します 男⼦ロードB 5

102 つじもとゆう 辻本悠 多武峰朝練 男⼦ロードB 5

103 カワサキ タカシ 川崎 隆嗣 男⼦ロードB 5

104 マツダ ヨシノリ 松⽥ 良則 ZOZONGA 男⼦ロードB 5

105 ナカオ キヨヒコ 中尾 清彦 P塾/バイシクルカラー 男⼦ロードB 5

106 ノノムラ カズマサ 野々村 和政 男⼦ロードB 5

107 オオタニ カズオ ⼤⾕ 和⽣ cannondale⼼斎橋 男⼦ロードB 5

108 オオタ ケンシ 太⽥ 賢⼠ FRAT 男⼦ロードB 5

109 ヨシムラ ナオキ 吉村 七百喜 team zozonga 男⼦ロードB 5

110 サトウ ダイキ 佐藤 ⼤哉 男⼦ロードB 5

111 イシグロ ヒロキ ⽯⿊ 博紀 TEAM AXIS 男⼦ロードB 5

112 オオヤ アツシ ⼤家 篤 ストラーダライダーズ 男⼦ロードB 5
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113 ヨシダ ヒロユキ 吉⽥ 裕之 AVANT GARDE 男⼦ロードC 5

114 オオシロ ヒロユキ ⼤城 広之 男⼦ロードC 5

115 とみやままなぶ 冨⼭学 男⼦ロードC 5

116 サクライ サトル 櫻井 悟 MJC 男⼦ロードC 5

117 ナガタ ショウジ 永⽥ 将司 Bicicorsa AVEL 男⼦ロードC 5

118 ヤマシタ カズヤ ⼭下 和也 男⼦ロードC 5

119 カトウ トモヒロ 加藤 友浩 男⼦ロードC 5

120 オカモト ヒロヒト 岡本 浩仁 男⼦ロードC 5

121 モリ ケンタロウ 森 健太郎 イプ練×柳⾕パン部 男⼦ロードC 5

122 ムラカミ ヒロユキ 村上 裕之 男⼦ロードC 5

123 ドウモト ケンスケ 銅本 健亮 男⼦ロードC 5

124 ミヤザキ ユウスケ 宮崎 裕介 男⼦ロードC 5

125 チバ タカシ 千葉 貴⼠ 男⼦ロードC 5

126 おかだあつし 岡⽥敦 ⽇本農薬⾃転⾞部 男⼦ロードC 5

127 カトウ ノボル 加藤 昇 男⼦ロードC 6

128 ナガイワ テツミ 永岩 哲美 花道 男⼦ロードC 6

129 イケダ ミツヒロ 池⽥ 充広 ⼤泉愛輪会・Cycling Gym 男⼦ロードC 6

130 ヨシカワ ユウイチロウ 吉川 雄⼀郎 多武峰朝練/フィットネス倶楽部 男⼦ロードC 6

131 ゴトウ ユタカ 後藤 豊 チーム clover 男⼦ロードC 6

132 おおが みちひろ ⼤賀 道博 チーム輪⼼（わごころ） 男⼦ロードC 6

133 マエダ カツユキ 前⽥ 勝之 男⼦ロードC 6

134 ハヤシ ヨウヘイ 林 洋平 男⼦ロードC 6

135 ツユグチ ダイスケ 露⼝ ⼤輔 BLUE HEARTS 男⼦ロードC 6

136 ナカタ マサシ 中⽥ 政⼠ NKK 男⼦ロードC 6

137 ノブオタカヒロ 延尾多嘉裕 P 塾 男⼦ロードC 6

138 イシイ ダイスケ ⽯井 ⼤資 チーム・サイクルショップイワ井 男⼦ロードC 6

139 イノウエ ヒロトシ 井上 浩利 Cycling Gym 男⼦ロードC 6

140 ワカマツ マサツグ 若松 正嗣 男⼦ロードC 6

141 ウチヤマ ミツヒロ 内⼭ 充浩 RSレーシング 男⼦ロードC 6

142 はせがわ ゆたか ⻑⾕川 豊 チームシリウスジャパン 男⼦ロードC 6

143 アシダ サトシ 芦⽥ 智 男⼦ロードC 6

144 イワタ トシヒサ 岩⽥ 敏尚 La.sista 男⼦ロードC 6

145 ソラ ショウヘイ 空 正平 Ａ．Ｔ．Ｃ．Ｔ． 男⼦ロードC 6

146 ヨシダ ナオキ 吉⽥ 直樹 Ａ．Ｔ．Ｃ．Ｔ． 男⼦ロードC 6

147 アオキ タケシ ⻘⽊ 健志 Ａ．Ｔ．Ｃ．Ｔ． 男⼦ロードC 6

148 ニシザワ カズヒロ ⻄澤 和浩 男⼦ロードC 6



149 ニシ コウスケ ⻄ 孝祐 NTN⾃転⾞部 男⼦ロードC 6

150 フジオ ダイスケ 藤尾 ⼤輔 TeamAXIS 男⼦ロードC 6

151 マエダナオヤ 前⽥ 直哉 男⼦ロードC 7

152 ヒロタ シンイチ 広⽥ 真⼀ Ａ．Ｔ．Ｃ．Ｔ． 男⼦ロードC 7

153 なかおかあきら 中岡明 419プレスト 男⼦ロードC 7

154 ニシカワ ケンイチ ⻄川 健⼀ 男⼦ロードC 7

155 ヤマダ ケンジ ⼭⽥ 賢⼆ 男⼦ロードC 7

156 ムラカミ ヨシヒコ 村上 良彦 P塾6期⽣ 男⼦ロードC 7

157 ノシ マサカズ 熨⽃ 正和 男⼦ロードC 7

158 ナカイチ マサキ 中市 昌樹 gonbetchant 男⼦ロードC 7

159 オダ ヤスフミ 織⽥ 泰史 ⾃転⾞⼯房エコー 男⼦ロードC 7

160 クリヤマ カズユキ 栗⼭ 和之 soleil de l'est 男⼦ロードC 7

161 ウエムラ アキト 上村 章⼈ 419プレスト 男⼦ロードC 7

162 ヤマナカ ヒロノブ ⼭中 宏修 男⼦ロードC 7

163 カトウ カツミ 加藤 勝⺒ ありちゃり 男⼦ロードC 7

164 ツルミ カズヤ 鶴海 和也 TEAMレーシング零 男⼦ロードC 7

165 ヨシハラ マナブ 吉原 学 男⼦ロードC 7

166 ムラカミ トモヒロ 村上 友博 男⼦ロードC 7

167 フルカワ トシオ 古川 敏雄 男⼦ロードC 7

168 イシイ トモ ⽯井 智 VC VELOCE 男⼦ロードC 7

169 ヨシモト タツヒロ 吉本 達弘 男⼦ロードC 7

170 オオシロ ムネオ ⼤城 宗⽣ P塾O⽯校4期⽣ 男⼦ロードC 7

171 サワダ マサトシ 澤⽥ 雅俊 TEAM AXIS 男⼦ロードC 7

172 オオハシ ヤスフミ ⼤橋 泰⽂ TeamAK-y 男⼦ロードC 7

173 ナカツカ シン 中塚 新 男⼦ロードC 7

174 タニ ユウスケ ⾕ 雄介 ありちゃり 男⼦ロードC 7

175 やました とも ⼭下 智 男⼦ロードC 7

176 ドイ ノブタカ ⼟井 伸孝 男⼦ロードC 8

177 ヤタニ ヤスユキ ⽮⾕ 泰之 スコ丸RACING 男⼦ロードC 8

178 ナガエ タロウ 永恵 太朗 男⼦ロードC 8

179 やまさき くにひろ ⼭崎 国寛 ポンパドール 男⼦ロードC 8

180 いとう けい 伊藤 佳 男⼦ロードC 8

181 ヤノ トモアキ ⽮野 知章 ＫＴＣ 男⼦ロードC 8

182 モリモト ナオキ 森本 直樹 男⼦ロードC 8

183 ハヤシダ ノリヤ 林⽥ 訓也 ⼤泉愛輪会 男⼦ロードC 8

184 ニシノ シゲトシ ⻄野 成利 男⼦ロードC 8

185 クサノ アツシ 草野 篤 男⼦ロードC 8

186 カワイ アツシ 河合 篤史 ⼤正池倶楽部 男⼦ロードC 8

187 なかの たつや 中野 達也 ポンパドール 男⼦ロードC 8

188 わたせ まさる 渡瀬 勝 男⼦ロードC 8

189 マキ トモオ 牧 友雄 zozonga 男⼦ロードC 8

190 イケダ ノリアキ 池⽥ 紀章 TEAM AXIS 男⼦ロードC 8

192 マツオカ ヒロシ 松岡 洋史 男⼦ロードC 8

193 カナイ シンタロウ ⾦井 晋太郎 男⼦ロードC 8

194 みぎたまさひろ 右⽥昌弘 H.O.P 男⼦ロードC 8

195 ノナカ ミノル 野中 稔 男⼦ロードC 8

196 サカノウエ ヨシアキ 阪ノ上 義朗 GSJ 男⼦ロードC 8

197 いぐち よしたか 井⼝ 良隆 ポンパドール 男⼦ロードC 8

198 イワキ カス゛ヒロ 岩城 和宏 男⼦ロードC 8

200 トウドウ タクヤ 藤堂 卓也 男⼦ロードC 8

201 オクノ シゲキ 奥野 成樹 男⼦ロードC 9

202 オオガ コウイチロウ ⼤賀 興⼀郎 AXIS 男⼦ロードC 9



203 イワイ マサユキ 岩井 正⾏ FRAT 男⼦ロードC 9

204 アカサカ ヨウイチ ⾚坂 陽⼀ 男⼦ロードC 9

205 イワキ カツヒロ 岩城 勝弘 TEAM AXIS 男⼦ロードC 9

206 イワイ ヤスジ 岩井 保⼆ 北摂LOOPERS 男⼦ロードC 9

207 カトウ タカズミ 加藤 充純 グランペール 男⼦ロードC 9

208 チグサ マコト 千草 誠 AXIS 男⼦ロードC 9

209 モリシタ オサム 森下 収 男⼦ロードC 9

210 ミヤザキ ノリヒコ 宮崎 典彦 男⼦ロードC 9

211 ウノ リョウ 宇野 亮 男⼦ロードC 9

212 タマイ ノリユキ ⽟井 宣⾏ 男⼦ロードC 9

213 マツシタ ミツオ 松下  充男 多武峰朝練 男⼦ロードC 9

214 ふくはら たかとも 福原 貴知 Team Nidoneの懲りないおじさん 男⼦ロードC 9

215 さかい つよし 堺 剛 男⼦ロードC 9

216 ナリオカ トオル 成岡 徹 team ZOZONGA 男⼦ロードC 9

217 ニシダ トモヤ ⻄⽥ 智也 Cycling Gym 男⼦ロードC 9

218 ナカガワ ケンスケ 中川 賢相 ⼤成サイクルクラブ 男⼦ロードC 9

219 ユウキ カズヒサ 結城 和央 男⼦ロードC 9

220 ふじい まこと 藤井 亮 チーム RSOれ〜しん具 男⼦ロードC 9

221 クスミ カツノリ 久住 克宜 男⼦ロードC 9

222 キダ ユウイチロウ ⽊⽥ 雄⼀郎 おやま倶楽部 男⼦ロードC 9

223 モチヅキ タカシ 望⽉ 敬志 ぷーさんオールスターズ 男⼦ロードC 9

224 キムラ タカシ ⽊村 崇 Cycling Gym 男⼦ロードC 9

225 あかいのりゆき ⾚井範⾏ NTN⾦剛⾃転⾞クラブ 男⼦ロードC 9

226 ミナミダ サトシ 南⽥ 哲 男⼦ロードC 10

227 タニグチ マサト ⾕⼝ 雅⼈ 男⼦ロードC 10

228 ヤマモト ノリマサ ⼭本 典正 男⼦ロードC 10

229 ヨシダ ジュン 吉⽥ 純 男⼦ロードC 10

230 キクモト マサヒロ 菊本 正広 男⼦ロードC 10

231 ミタテ トシハル ⾒舘 俊治 男⼦ロードC 10

232 サカモト ヒデキ 坂本 秀規  Excursion 男⼦ロードC 10

233 クボ ヒトシ 久保 仁 京都ARU 男⼦ロードC 10

JPNO check zekken yomi name1 term cate スタート

234 クロズミ コウイチ ⿊住 浩⼀ 男⼦ロードD 10

235 ひらまつじろう 平松⼆郎 男⼦ロードD 10

236 ムラオ マサヒコ 村尾 政彦 チーム⾷いしん坊 男⼦ロードD 10

237 ニシウエ ミツオ ⻄上 光夫 男⼦ロードD 10

238 ミヤガワ ケンジ 宮川 健⼠ 男⼦ロードD 10

239 うめざわ としゆき 梅澤  俊之 FRAT練 男⼦ロードD 10

240 クラハシ コウタロウ 倉橋 孝太郎 ベッキーシクロクロス 男⼦ロードD 10

241 マエカワ ショウイチ 前川 正⼀ 男⼦ロードD 10

242 カワバタ マサユキ 川畑 雅之 男⼦ロードD 10

243 ヤシキ ケイジ ⽮鋪 恵司 excurtion 男⼦ロードD 10

244 イシダ カツトシ ⽯⽥ 克敏 男⼦ロードD 10

245 アラキ コウジ 荒⽊ 晃治 男⼦ロードD 10

246 タケウチ ヤスシ ⽵内 ヤスシ ZEONマットアングラー隊 男⼦ロードD 10

247 マセ ヒロシ 間瀬 啓史 男⼦ロードD 10

248 しまむらひでお 嶋村秀雄 excursion 男⼦ロードD 10

249 シバタ カツミ 柴⽥ 勝⼰ GSJ 男⼦ロードD 10

250 タメイシ マサヒロ 為⽯ 昌宏 多武峰朝練 男⼦ロードD 10

251 オカモト クニヒロ 岡本 邦裕 男⼦ロードD 11

252 ヨシムラ ノブヒト 吉村 暢仁 よしむら医院 男⼦ロードD 11



253 マスダ コウジ 増⽥ 浩⼆ 男⼦ロードD 11

254 タケダ コウスケ 武⽥ 浩介 男⼦ロードD 11

255 タツミ コウジ ⾠⺒ 公司 ニッタ⾃動⾞部/多武峰朝練 男⼦ロードD 11

256 いちむらひろし 市村博志 SAKAI★RACING 男⼦ロードD 11

257 ヨシダ タクフミ 吉⽥ 拓史 VCソレイユ 男⼦ロードD 11

258 マスダ ユキヤ 増⽥ 幸哉 ⼀緒に⾛ろう関⻄リカンベント 男⼦ロードD 11

259 オオモリ ケイジ ⼤森 佳治 男⼦ロードD 11

260 コシバ アキラ ⼩柴 晃 thingsting 男⼦ロードD 11

261 マツモト イサオ 松本 勲 男⼦ロードD 11

262 オカダ マサヒロ 岡⽥ 正博 NTN⾦剛⾃転⾞部 男⼦ロードD 11

263 マツタニ アキラ 松⾕ 亮 男⼦ロードD 11

264 みやがわ けん 宮河 健 男⼦ロードD 11

265 オオタ タケシ 太⽥ 毅 男⼦ロードD 11

266 モリモト シンヤ 森本 信也 男⼦ロードD 11

267 ヤマグチ ケンジ ⼭⼝ 健児 男⼦ロードD 11

268 ウエダ シンイチロウ 上⽥ 慎⼀郎 男⼦ロードD 11

269 ワタナベケンジ 渡辺健司 エンドルフィン2 男⼦ロードD 11

270 キムラ コウジロウ ⽊村 浩⼆郎 男⼦ロードD 11

271 ツジイ タカシ 辻井 崇 男⼦ロードD 11

272 きょうとうのぶひろ 京藤伸弘 GSユアサ 男⼦ロードD 11

273 ハラ テツヤ 原 哲也 男⼦ロードD 11

274 イシブシ ツヨシ ⽯伏 強 茨⼟サイクリング部 男⼦ロードD 11

275 ふじむらしゅうじ 藤村修次 EURO-WORKS Racing 男⼦ロードD 11

276 サカモト コウイチ 阪本 晃⼀ まったり 男⼦ロードD 12

277 ササキ ノブユキ 佐々⽊ 信幸 Squadra di Lavorante 男⼦ロードD 12

278 みやざきひろひさ 宮﨑博久 ⾼齢者の会 男⼦ロードD 12

279 アサノ ヒデオ 浅野 英⽣ 男⼦ロードD 12

280 ヨシダ ユウジ 吉⽥ 裕児 Squadra di Lavorante 男⼦ロードD 12

281 スナハシリ タケヒロ 砂⾛ 雄丈 茨⼟サイクリング部 男⼦ロードD 12

282 タケナカ アツシ ⽵中 篤史 和歌⼭森林管理署 男⼦ロードD 12

283 ノグチ テツオ 野⼝ 哲⽣ ニッタ⾃転⾞部 男⼦ロードD 12

284 モリイ ヒロユキ 森井 浩之 男⼦ロードD 12

285 ヤマダ タカシ ⼭⽥ 貴志 男⼦ロードD 12

286 ハシモト ハルオ 橋本 晴男 ⼤泉愛輪会 男⼦ロードD 12

287 コクリョウ コウジ 國領 弘治 CWWレーシング 男⼦ロードD 12

288 フジワラ ミキヤ 藤原 幹也 あすなろP 男⼦ロードD 12

289 オガワ ミツアキ ⼩川 光章 ⼤産⼤A.C.OB 男⼦ロードD 12

290 ニシムラ ケンジ ⻄村 健治 男⼦ロードD 12

291 おおぎたけのぶ おおぎたけのぶ 男⼦ロードD 12

292 オオノ マサシ ⼤野 匡司 男⼦ロードD 12

293 おおつき かずお ⼤⽉ 和夫 ナカガワRC 男⼦ロードD 12

294 キド タケシ  ⽊⼾ 毅  本町クラブ 男⼦ロードD 12

295 カワシマ ヒロアキ 河島 弘明 ヒロンボ 男⼦ロードD 12

296 ヨシダ タカシ 吉⽥ 隆司 サイクルガレージ kcs 男⼦ロードD 12

297 ヤスダ カツミ 安⽥ 克⼰ 男⼦ロードD 12

298 カゲタ カント 蔭⽥ 幹⽃ サイクリングジム 男⼦ロードD 12

299 オダ ハルヒコ ⼩⽥ 春彦 男⼦ロードD 12

300 しんどう まさたか 新堂 雅隆 男⼦ロードD 12

301 ミヤシタ ヒロシ 宮下 裕史 オトコマエ倶楽部 男⼦ロードD 13

302 モリ ヒロシ 森 廣司 thingsting 男⼦ロードD 13

303 タカダ カズヒコ ⾼⽥ 和彦 男⼦ロードD 13

304 タカギ タカヒロ ⾼⽊ 隆弘 Endorphin2 男⼦ロードD 13



305 マツイ マサノブ 松井 政信 男⼦ロードD 13

306 タナカ マサノリ ⽥中 雅則 男⼦ロードD 13

307 ヒノ アキヒロ 樋野 明宏 Team Allegro Vivace 男⼦ロードD 13

308 キシノ ヤスヒロ 岸野 靖弘 Team AXIS 男⼦ロードD 13

309 かどわき たけし ⾨脇 猛 多武峰朝練年⻑組 男⼦ロードD 13

310 オオハシ タツミ ⼤橋 ⿓美 男⼦ロードD 13

311 オオノ ケイスケ ⼤野 啓介 男⼦ロードD 13

312 あさだかつみ 浅⽥勝実 男⼦ロードD 13

313 カワグチ イチロウ 川⼝ 伊智朗 RC:shirahama 男⼦ロードD 13

314 ニエダ タダシ 贄⽥ 正 UPwings 男⼦ロードD 13

315 よしだ かなめ 吉⽥ 要 Team k 男⼦ロードD 13

316 ヤマイ シゲキ ⼭井 茂樹 男⼦ロードD 13

317 ムラキ トシフミ 村⽊ 俊⽂ プーさんオールスターズ 男⼦ロードD 13

191 きむらりょう ⽊村 亮 橿原輪道 男⼦ロードD 8

JPNO check zekken yomi name1 term cate スタート

318 オカダ タカシ 岡⽥ 隆司 男⼦ロードE 13

319 スギオカ マサヒロ 杉岡 正浩 MS企画 男⼦ロードE 13

320 タカムラ ユウジ 篁 雄⺒ スペリアーモ・イワイ＆多武峰朝練 男⼦ロードE 13

321 ノセ ヨシキ 野瀬 良樹 &MORE; 男⼦ロードE 13

322 ニシカワ ケンジ ⻄川 賢⼆ 男⼦ロードE 13

323 コクボ マサヒコ ⼩久保 正彦 まほロバgouren 男⼦ロードE 13

324 サカイ ヤスヒコ 堺 泰彦 男⼦ロードE 13

325 サキハマ タカシ 﨑濱 卓司 強⼒⾺⼒⾃転⾞屋 男⼦ロードE 13

326 ヒラオカ フミオ 平岡 ⽂男 まほロバＲＣ 男⼦ロードE 14

327 フクダ コウドウ 福⽥ 晃道 ファイアーボーイ 男⼦ロードE 14

328 ホンジョウ シゲオ 本城 茂男 ⼤泉愛輪会 男⼦ロードE 14

329 キタムラ ヨシカズ 北村 慶和 男⼦ロードE 14

330 タマイシ ヨシオ ⽟⽯ 与志雄 男⼦ロードE 14

331 サカキ テルアキ 榊 輝明 男⼦ロードE 14

332 フルタニ ハルシゲ 古⾕ 治茂 男⼦ロードE 14

333 アサノ ヒロシ 浅野 博 トップギア 男⼦ロードE 14

JPNO check zekken yomi name1 term cate スタート

334 セノオ タダシ 妹尾 唯史 服部倶楽部 男⼦MTB 14

335 ハシモト リュウジ 橋本 隆⼆ 服部倶楽部 男⼦MTB 14

336 キムラ ダイスケ ⽊村 ⼤介 男⼦MTB 14

337 こだま ひろし 児⽟ 洋 ⽇本農薬⾃転⾞部 男⼦MTB 14

338 カジハラ ヒロシ 梶原 浩 チームNR 男⼦MTB 14

96 ヤノ ジュンジ ⽮野 淳⼆ ビワイチ会/クルミヤサイクル 男⼦MTB 14

JPNO check zekken yomi name1 term cate スタート

339 フジモト アカリ 藤本 朱⾥ cyclife ⼥⼦ 14

340 Lee Patrice Lee Patrice cyclife ⼥⼦ 14

341 ゴトウ イクエ 後藤 郁恵 おはみの ⼥⼦ 14

342 カマヤマ アヤ 釜⼭ 彩 ⾃⾃会 ⼥⼦ 14

343 ナカガワ ユミ 中川 由美 ナカガワAS・Kʼデザイン ⼥⼦ 14

344 ナリタ タキ 成⽥ 多喜 多武峰朝練 ⼥⼦ 14

345 イワキ リエコ 岩城 理恵⼦ TEAM AXIS ⼥⼦ 14

346 カツキ アキラ ⾹⽉ 晶 cycling gym ⼥⼦ 14

347 カトウ トモコ 加藤 知⼦ グランペール ⼥⼦ 14

348 ハヤシ マユミ 林 真由美 ⼥⼦ 14

349 アマツ ミナコ 天津 美奈⼦ ⼥⼦ 14



350 キシノ リエ 岸野 理恵 Team AXIS ⼥⼦ 14


