
event1 所属チーム名 name namef sex
CK56 中嶋 ⼤誠 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｲｾｲ M
CK56 澤村 航 ｻﾜﾑﾗ ｺｳ M
CK56 ⼤⽯ 沙奈 ｵｵｲｼ ｻﾅ F
CK34 藤⽥ 隼摩 ﾌｼﾞﾀ ｼｭﾝﾏ M
CK34 齋藤 結陽 ｻｲﾄｳ ﾕｳﾋ F
CK34 Limited team846 中川 聖⽃ ﾅｶｶﾞﾜ ﾏｻﾄ M
CK34 LOKO Racing ⻄野 凌平 ﾆｼﾉ ﾘｮｳﾍｲ M
CK34 吉⽥ ⼀優 ﾖｼﾀﾞ ｶｽﾞﾏ M
CK34 AS京都 伊藤 輝聖 ｲﾄｳ ｺｳｾｲ M
CK12 ⼤⽯ 理⼈ ｵｵｲｼ ﾘﾋﾄ M
CK12 渡邉 ⽔翔 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾅﾄ M
CK12 森村 望 ﾓﾘﾑﾗ ﾉｿﾞﾑ M
CK12 Limited Team846 中川 朋珈 ﾅｶｶﾞﾜ ﾄﾓｶ F
CK12 ⽯垣 敦登 ｲｼｶﾞｷ ｱﾂﾄ M
C6 ⼭荘 隆 ﾔﾏｼﾞｮｳ ﾀｶｼ M
C6 ナカガワRC 鈴⽊ 徹 ｽｽﾞｷ ﾄｵﾙ M
C6 ソレイユ ⽇笠 英明 ﾋｶｻ ﾋﾃﾞｱｷ M
C6 ターミネーターRT 酒井 研⼆ ｻｶｲ ｹﾝｼﾞ M
C6 VBA 熊野 雄介 ｸﾏﾉ ﾕｳｽｹ M
C6 RedLeafLogic, C&W 宮⽊ 浩 ﾐﾔｷﾞ ﾋﾛｼ M
C6⼩学⽣ TEAM 美咲屋 岡嶋 空良 ｵｶｼﾞﾏ ｿﾗ M
C6⼩学⽣ ⼩阪 琉碧 ｺｻｶ ﾘｭｳｾｲ M
C6⼩学⽣ team 3stacks ⾕ 誠也 ﾀﾆ ｾｲﾔ M
C6⼩学⽣ KRSM ARMS ⼩松 楽 ｺﾏﾂ ｶﾞｸ M
C6⼩学⽣ AS京都 伊藤 隆聖 ｲﾄｳ ﾘｭｳｾｲ M
C6⼩学⽣ Teamスクアドラ ⼄川 煌⼤ ｵﾄｶﾞﾜ ｺｳﾀﾞｲ M
C6W LOKO RACING 宮⽥ 直美 ﾐﾔﾀ ﾅｵﾐ F
C6W スクアドラ滋賀守⼭ 宮川 美和 ﾐﾔｶﾞﾜ ﾐﾜ F
C5L中⾼⽣ 福井 慎 ﾌｸｲ ｼﾝ M
C5L中⾼⽣ 逸崎 来友 ｲﾂｻｷ ﾗｲﾄ M
C5L中⾼⽣Life Racing Club 川分 琉楓 ｶﾜｹ ﾘｲﾌ M
C5L中⾼⽣ライフレーシングクラブ 川分 琉楓 ｶﾜｹ ﾘｲﾌ M
C5L中⾼⽣LOKO RACING 村島 悠太 ﾑﾗｼﾏ ﾕｳﾀ M
C5L中⾼⽣LOKO RACING TEAM ⽥之上 航汰 ﾀﾉｳｴ ｺｳﾀ M
C5L中⾼⽣LOKO Racing 松本 ⼤和 ﾏﾂﾓﾄ ﾔﾏﾄ M
C5L中⾼⽣ ⽻⽥野 馳空 ﾊﾀﾉ ﾁｶﾗ M
C5L中⾼⽣ 秋⼭ 志々⼤ ｱｷﾔﾏ ｼｼｵ M
C5L中⾼⽣DOSHISHA BBC 板倉 昴星 ｲﾀｸﾗ ｽﾊﾞﾙ M



C5L中⾼⽣ 北島 弘道 ｷﾀｼﾞﾏ ﾋﾛﾐﾁ M
C5L中⾼⽣バイシクルストラーダ 今井 蒼空 ｲﾏｲ ｿﾗ M
C5L ⽴命⼤学⾃転⾞競技部 堅名 敦伎 ｹﾝﾅ ｱﾂｷ M
C5L 雪井 隆⾂ ﾕｷｲ ﾀｶｵﾐ M
C5L ⽴命館⼤学 森内 勇輔 ﾓﾘｳﾁ ﾕｳｽｹ M
C5L ⾃転⾞村R 星野 光紀 ﾎｼﾉ ﾐﾂｷ M
C5L LEFT RACINGTEAM ⾕⼝ ⼤翔 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾋﾛﾄ M
C5L 松本 ⼀真 ﾏﾂﾓﾄ ｶｽﾞﾏ M
C5L アールズサイクル ⽊下 裕吏 キノシタ ユウリ M
C5L ⽴命館⼤学 天野 裕稀 ｱﾏﾉ ﾕｳｷ M
C5L KYB Racing ⽂元 裕也 ﾌﾐﾓﾄ ﾕｳﾔ M
C5L きのこ防衛軍 寺村 幸紘 ﾃﾗﾑﾗ ﾕｷﾋﾛ M
C5L ⿊⽥ 貴稔 ｸﾛﾀﾞ ﾀｶﾄｼ M
C5L 梶原 佳祥 ｶｼﾞﾊﾗ ｹｲｼｮｳ M
C5L 松橋 公⼀ ﾏﾂﾊｼ ｺｳｲﾁ M
C5L KRSM ⽩崎 芙美⼦ ｼﾗｻｷ ﾌﾐｺ F
C5L ちゃんりあチャレンジ ⼤嶋 ⼀輝 ｵｵｼﾏ ｶｽﾞｱｷ M
C5L Team Kermis Cross 梅⽵ 伸弥 ｳﾒﾀｹ ｼﾝﾔ M
C5L ストラーダ ⼭崎 克 ﾔﾏｻﾞｷ ｶﾂ M
C5L ⽔野 広治 ﾐｽﾞﾉ ｺｳｼﾞ M
C5H 柴⽥ 知和 ｼﾊﾞﾀ ﾄﾓｶｽﾞ M
C5H ㈱パシフィックワールド ⿅嶋 泰孝 ｶｼﾏ ﾔｽﾀｶ M
C5H ⼩塚 昌弘 ｺﾂﾞｶ ﾏｻﾋﾛ M
C5H Hakuレーシング 松本 達哉 ﾏﾂﾓﾄ ﾀﾂﾔ M
C5H KRSM 雉⿃ 孝太 ｷｼﾞﾄﾘ ｺｳﾀ M
C5H KRSM ⼩⽥ 真史 ｵﾀﾞ ｼﾝｼﾞ M
C5H CC HOLSA 本⽥ 真⼀ ﾎﾝﾀﾞ ｼﾝｲﾁ M
C5H Loko Racing ⾶⽥ 晋太郎 ﾋﾀﾞ ｼﾝﾀﾛｳ M
C5H nest ⽊村 まさひこ ｷﾑﾗ ﾏｻﾋｺ M
C5H KYBレーシング 渡邉 哲彦 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾃﾂﾋｺ M
C5H エアピローズ 陶 憲治 ｽｴ ｹﾝｼﾞ M
C5H メタボ⼭岳部 ⼟井 基樹 ﾄﾞｲ ﾓﾄｷ M
C5H チーム⼤雅ーす 中川 尊雄 ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｶｵ M
C5H ⾼橋 望 ﾀｶﾊｼ ﾉｿﾞﾑ M
C5H 中嶋 善貴 ﾅｶｼﾞﾏ ﾖｼｷ M
C5H 逸崎 ⼯ ｲﾂｻｷ ﾀｸﾐ M
C5H ⼭本 哲男 ﾔﾏﾓﾄ ﾃﾂｵ M
C5H Teamスクアドラ ⼄川 亮 ｵﾄｶﾞﾜ ﾘｮｳ M
C5H 依⽥ 治夫 ｲﾀﾞ ﾊﾙｵ M



C5H ⼭﨑 健 ﾔﾏｻﾞｷ ｹﾝ M
C5H Team Kermis Cross ⼤森 健⼀ ｵｵﾓﾘ ｹﾝｲﾁ M
C5H KRMS ARMS ⼩松 宏哉 ｺﾏﾂ ﾋﾛﾔ M
C5H 椿原 光則 ﾂﾊﾞｷﾊﾗ ﾐﾂﾉﾘ M
C5H ジーアイデザインファクト 鷹取 健太郎 ﾀｶﾄﾘ ｹﾝﾀﾛｳ M
C5H ほんまちくらぶ 村⽥ 孝幸 ﾑﾗﾀ ﾀｶﾕｷ M
C5H Companio Kobe ⻑⾕ 常明 ﾊｾ ﾂﾈｱｷ M
C5H⼩学⽣Team Cosmic 福地 ⼤和 ﾌｸﾁ ﾔﾏﾄ M
C5H⼩学⽣ 柴⽥ 兼志 ｼﾊﾞﾀ ｹﾝｼ M
C5H⼩学⽣ 各務 遼⾳ ｶｶﾐ ﾘｮｳﾄ M
C4 GSユアサ 京藤 伸弘 ｷｮｳﾄｳ ﾉﾌﾞﾋﾛ M
C4 Fukadaまじりんぐ ⼤井 憲太郎 ｵｵｲ ｹﾝﾀﾛｳ M
C4 Bicycle Color 吾妻 健夫 ｱﾂﾞﾏ ﾀｹｵ M
C4 Lontano宝塚 ⽯川 真広 ｲｼｶﾜ ﾏｻﾋﾛ M
C4 ドパドパドーパミン 千 成俊 ｾﾝ ｼｹﾞﾄｼ M
C4 TOYO-CT 岡⽥ 修⼀ ｵｶﾀﾞ ｼｭｳｲﾁ M
C4 ストラーダバイシクルズ ⼭本 貴之 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶﾕｷ M
C4 浅野 剛志 ｱｻﾉ ﾀｹｼ M
C4 toyo CT 藤⽥ 雅史 ﾌｼﾞﾀ ﾏｻﾌﾐ M
C4 浜⾒ 佳樹 ﾊﾏﾐ ﾖｼｷ M
C4 古⽥ 達 ﾌﾙﾀ ﾄｵﾙ M
C4 古⽥ 晋 ﾌﾙﾀ ｽｽﾑ M
C4 Team Sasanqua ⼭村 悠介 ﾔﾏﾑﾗ ﾕｳｽｹ M
C4 G.S.POSITIVO 杉⼭ ⼤地 ｽｷﾞﾔﾏ ﾀﾞｲﾁ M
C4 チーム闇練 寺岡 優⼀ ﾃﾗｵｶ ﾕｳｲﾁ M
C4 ⼩川 祐毅 ｵｶﾞﾜ ﾕｳｷ M
C4 ⾼瀬 亮 ﾀｶｾ ﾘｮｳ M
C4 ⽵内 勇輝 ﾀｹｳﾁ ﾕｳｷ M
C4 メリダ⼤好き野郎 上⽥ 凌央 ｳｴﾀﾞ ﾘｮｵ M
C4中⾼⽣ 橋本 勝央 ﾊｼﾓﾄ ｼｮｳｵ M
C4中⾼⽣ ⼭本 優⼀ ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｲﾁ M
C4中⾼⽣ 瀬⽥⼯業⾼校 中江 真也 ﾅｶｴ ｼﾝﾔ M
C4中⾼⽣ TEAM 美咲屋 岡嶋 ⼤洋 ｵｶｼﾞﾏ ﾀｲﾖｳ M
C3⼥⼦ ⽴命館⼤学 荒⽊ 杏樹 ｱﾗｷ ｱﾝｼﾞｭ F
C3 中井 康博 ﾅｶｲ ﾔｽﾋﾛ M
C3 VC VELOCE  Prossimo 松⽊ 謙吉 ﾏﾂｷ ｹﾝｷﾁ M
C3 チーム ボスコ S.B.R 福⽥ 透 ﾌｸﾀﾞ ﾄｵﾙ M
C3 VC VELOCE Prossimo 佐々⽊ 善満 ｻｻｷ ﾖｼﾐﾂ M
C3 池部 哲夫 ｲｹﾍﾞ ﾃﾂｵ M



C3 服部 豊⼟ ﾊｯﾄﾘ ﾄﾖﾄ M
C3 bicycle planner cycle team 酒井 宏典 ｻｶｲ ﾋﾛﾉﾘ M
C3 秦野 裕史 ﾊﾀﾉ ﾋﾛﾌﾐ M
C3 team 3stacks ⾕ 隆平 ﾀﾆ ﾘｭｳﾍｲ M
C3 松岡 直継 ﾏﾂｵｶ ﾅｵﾂｸﾞ M
C3 BicycleColor 宮前 翼 ﾐﾔﾏｴ ﾂﾊﾞｻ M
C3 Bicycle Planner Cycle Team 恩⽥ 勇輝 ｵﾝﾀﾞ ﾕｳｷ M
C3 Soleil de l'est 柿原 和貴 ｶｷﾊﾗ ｶｽﾞｷ M
C3 多武峰朝練 ⽔本 賢太 ﾐｽﾞﾓﾄ ｹﾝﾀ M
C3 宇都 将敬 ｳﾄ ﾏｻﾀｶ M
C3 清⽔ ⼤貴 ｼﾐｽﾞ ﾀﾞｲｷ M
C3 福⽥ 博紀 ﾌｸﾀﾞ ﾋﾛｷ M
C3 森⽥家 森⽥ 祐⽣ ﾓﾘﾀ ﾋﾛｷ M
C3 宮脇 陸徳 ﾐﾔﾜｷ ﾘｸﾄ M
C3 ⽴命館⼤学 ⼭本 丈留 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｹﾙ M
C3 ⿓⾕⼤学⾃転⾞部 ⼤塚 明 ｵｵﾂｶ ｱｷﾗ M
C3 NEWINDS 吉⽥ 晴登 ﾖｼﾀﾞ ﾊﾙﾄ M
C3中⾼⽣ アールズサイクル 村⽥ ⿇弦 ﾑﾗﾀ ﾏｲﾄ M
C3中⾼⽣ Team Kermis Cross 平野 慎太郎 ﾋﾗﾉ ｼﾝﾀﾛｳ M
C3中⾼⽣ 奥⽥ 和⼈ ｵｸﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾄ M
C3中⾼⽣ ⼭瀬 ⿓⾳ ﾔﾏｾ ﾘｮｳﾄ M
C3中⾼⽣ 北桑⽥⾼校 辻 陸翔 ﾂｼﾞ ﾘｸﾄ M
C3中⾼⽣ Limied Team 846 上⽥ 真太郎 ｳｴﾀﾞ ｼﾝﾀﾛｳ M
C3中⾼⽣ フォアライン 中尾 涼介 ﾅｶｵ ﾘｮｳｽｹ M
C2 masahikomifune.com 松並 俊雄 ﾏﾂﾅﾐ ﾄｼｵ M
C2 ⼤泉愛輪会 ⼩⼭ 幸次 ｺﾔﾏ ｺｳｼﾞ M
C2 KRSM 菅井 春稀 ｽｶﾞｲ ﾊﾙｷ M
C2 南條 翔也 ﾅﾝｼﾞｮｳ ｼｮｳﾔ M
C2 弥村 皆⽃ ﾔﾑﾗ ﾐﾅﾄ M
C2 チームセクシーダイナマイト 前⽥ 雄⼤ ﾏｴﾀﾞ ﾕｳﾀﾞｲ M
C2 花⾹ ⻯⿇ ﾊﾅｶ ﾘｭｳﾏ M
C2 ⼤⽥ 郁 ｵｵﾀ ｶｵﾙ M
C2 ⽴命館⼤学 榎⽊ 啓樹 ｴﾉｷ ｹｲｼﾞｭ M
C2 ⽴命館⼤学 川内野 巧実 ｶﾜﾁﾉ ﾀｸﾐ M
C2 ⽴命館⼤学 沖本 拓⼰ ｵｷﾓﾄ ﾀｸﾐ M
C1 TeamZenko 川崎 嘉久 ｶﾜｻｷ ﾖｼﾋｻ M
C1 TeamZenko Sandu Ionut ｻﾝﾄﾞｩ ﾖﾉﾂ M
C1 TeamZenko 辻 善光 ﾂｼﾞ ﾖｼﾐﾂ M
C1 VC VELOCE 井上 ⼈志 ｲﾉｳｴ ﾋﾄｼ M



C1 岩井商会レーシング 岩井 和也 ｲﾜｲ ｶｽﾞﾔ M
C1 PRT KOSEKI ⾦⽣堂 中野 雄太 ﾅｶﾉ ﾕｳﾀ M
C1 EURO WORKS racing 吉岡 衛 ﾖｼｵｶ ﾏﾓﾙ M
C1 TSJ ⽯井 雄悟 ｲｼｲ ﾕｳｺﾞ M
C1 team hsj 丹⽻ 優輔 ﾆﾜ ﾕｳｽｹ M
C1 ⼤阪⼯業⼤学 吉村 光也 ﾖｼﾑﾗ ｺｳﾔ M
C1 ZERO BIKE FACTORY 梶塚 ⼒⽃ ｶｼﾞﾂｶ ﾘｷﾄ M
C1 ZERO BIKE FACTORY 吉⽥ 壮良 ﾖｼﾀﾞ ｿﾗ M
C1⾼校⽣ RingoRoad 重原 優希 ｼｹﾞﾊﾗ ﾕｳｷ M


