
event はじめて参加 AJOCC番号 name1 name2 namef1 namef2 sex area チーム名
CM3 yes ⻘⽊ 義孝 アオキ ヨシタカ M ⾹川県
CM1 CCH-000-0282 浅⽥ 知寿 アサダ トモヒサ M 愛媛県 ⼭⿃レーシング
C1 CCH-178-0055 ⿇⽣ 裕也 アソウ ヒロヤ M 広島県 TEAM THE RED
C1 KNS-000-1525 安藤 広⾏ アンドウ ヒロユキ M 兵庫県 エスキーナレーシング
U17 KNS-167-0101 安藤 優作 アンドウ ユウサク M 兵庫県 ＲＴアプローズ
CM2 KNS-167-0110 安藤 悟 アンドウ サトル M 兵庫県 ＲＴアプローズ
CK1 KNS-190-0157 安藤 潤平 アンドウ ジュンペイ M 兵庫県 ＲＴアプローズ
CM2 KNS-000-4151 井海 義久 イカイ ヨシヒサ M 京都府 エキップリオン
CK1 KNS-201-0247 池内 康晟 イケウチ コウセイ M 愛媛県 BARIST
C1 KNS-167-0002 池⽥ 剛彦 イケダ タケヒコ M 兵庫県 エスキーナレーシング
CK3 KNS-167-0327 池⽥ 虹男 イケダ ニジオ M 兵庫県 エスキーナレーシング
C2 KNS-000-4090 池⼭ 冬⾺ イケヤマ トウマ M 京都府 ジャイアントストア京都紫明
CM2 CCH-000-0762 ⽯井 敦⼤ イシイ アツヒロ M 徳島県 チーム・リ・サイクル
CM1 KNS-000-2879 ⽯井 和明 イシイ カズアキ M 兵庫県 Rapha Cycling Club
CM3 yes ⽯井 義丈 イシイ ヨシタケ M 兵庫県
C4 yes ⽯川 智裕 イシカワ トモヒロ M 愛媛県 チーム⼤永⼭
C2 KNS-000-3328 磯⽥ ⻯介 イソダ リュウスケ M ⾹川県 Team Decoja
C3 CCS-000-0200 板敷 洋輔 イタジキ ヨウスケ M 徳島県 instinct
CM2 KNS-000-4734 乾 清⼀ イヌイ キヨカズ M ⼤阪府 ベッキーシクロクロス
CM2 CCH-167-0075 井上 雅⼈ イノウエ マサト M 愛媛県 ECWRT
C4 yes 岩城 颯将 イワキ ソウスケ M 徳島県
C4 yes 岩崎 守泰 イワサキ モリヒロ M 愛媛県 3w
C3 CCH-189-0002 宇⽥ 浩 ウダ ヒロシ M 広島県 ちゅう吉
C4 KNS-201-0130 梅津 剛裕 ウメヅ タカヒロ M ⾹川県
CL2 KNS-000-4096 ⼤浦 玲⾳ オオウラ レオン F 兵庫県 姫路市⽴ 置塩中学校
CM1 KNS-000-2154 ⼤河内 ⼆郎 オオコウチ ジロウ M 奈良県 シルクロード
C4 CCH-189-0009 ⼤崎 優 オオサキ スグル M ⾼知県 KAWAKUBO COFFEE Cycling Club

C2 CCS-167-0016 ⼤⾕ 勇太 オオタニ ユウタ M ⾼知県 エロレンジャー
CM2 KNS-201-0054 ⼤⻄ 肇 オオニシ ハジメ M 滋賀県
C4 CCS-167-0062 ⼤林 敦 オオバヤシ アツシ M ⾹川県
C4 CCS-000-0201 ⼤本 純也 オオモト ジュンヤ M 愛媛県 今治造船⾃転⾞部
CM3 CCS-189-0019 ⼤本 修司 オオモト シュウジ M 愛媛県 ECWRT
C4 yes 岡崎 亮典 オカザキ リョウスケ

C1 KNS-167-0050 岡本 ⼤介 オカモト ダイスケ M ⼤阪府 and more
CM2 KNS-190-0222 奥⾕ 朋也 オクタニ トモヤ M ⼤阪府 team axis
CK2 KNS-190-0227 奥⾕ 将全 オクタニ ヒナタ M ⼤阪府 team axis



CM2 KNS-000-4372 押⾕ 修 オシタニ オサム M 滋賀県 FUNAKKY CX
C4 yes ⼩嶋 孝明 オジマ タカアキ M ⾼知県 KCTC
CM2 KNS-000-4574 ⼩⽥ 秀明 オダ ヒデアキ M ⼤阪府 ヴィルベルヴィント
CM2 KNS-000-0557 杜若 治彦 カキツバタ ハルヒコ M 京都府 チーム泥んこプロレス
C1 KNS-000-2647 柿本 哲治 カキモト テツハル M ⼤阪府 チーム36隊
CK3 KNS-000-4576 柿本 圭治郎 カキモト ケイジロウ M ⼤阪府 チーム36隊
CM3 yes 梶 拓朗 カジ タクロウ M 徳島県
CM1 KNS-000-0593 樫脇 哲也 カシワキ テツヤ M 徳島県 ナカガワ As Kデザイン
CM3 yes 梶原 勝則 カジワラ カツノリ M 福岡県
CM3 yes 家段 勝好 カダン カツヨシ M 徳島県 Nichia
C3 yes ⾨松 康浩 カドマツ ヤスヒロ M ⾼知県 henshimo
CK2 yes ⾨松 俊太 カドマツ シュンタ M ⾼知県 henshimo
C3 yes ⾦澤 功 カナザワ イサオ M 愛媛県 ECWRT
CL2 KNS-190-0385 ⾦⽥ 實代 カネダ チカヨ F 兵庫県 ISCS
C4 TCX-178-0026 ⻲⾕ 宏海 カメタニ ヒロミ M ⾹川県 DECOJA RACING TEAM
C1 CCH-156-0059 川久保 夏貴 カワクボ ナツキ M ⾼知県 KCTC
CK3 KNS-201-0047 川﨑 利温 カワサキ リヌク M 奈良県
CM1 KNS-189-0037 川畑 康武 カワバタ ヤスタケ M 兵庫県 companio kobe
CJ KNS-201-0006 川畑 有⽮ カワバタ ユウヤ M 兵庫県 companio kobe with⼩野⼯業⾼校

C1 KNS-156-0178 川辺 史朗 カワベ フミアキ M 兵庫県 ボナペティ
CM2 CCS-000-0131 河村 琢志 カワムラ タクシ M 岡⼭県 チームダックスフンド
CM1 KNS-156-0307 ⽊下 泰⼀ キノシタ タイチ M ⼤阪府 ヴィルベルヴィント
C4 CCS-167-0083 楠岡 隆史 クスオカ タカシ M 徳島県 徳島サイクルレーシング
C4 yes 窪⽥ 優樹 クボタ ユウキ M 徳島県
CL2 CCS-000-0222 熊本 有加 クマモト ユカ F 愛媛県 ハピがる
CM2 CCS-000-0232 熊本 智⾂ クマモト トシタカ M 愛媛県 無所属新⼈／おCX
C4 yes 合⽥ 修也 ゴウダ ノブヤ M 愛媛県
CL2 CCH-201-0003 神原 梨奈 コウバラ リナ F 岡⼭県 チームWAVE
CM2 KNS-189-0315 ⼦川 孝⼀郎 コガワ コウイチロウ M ⾹川県 PSR
C1 KNS-000-4537 腰⼭ 雅⼤ コシヤマ マサヒロ M 兵庫県 All-City Cycles / 662CCC
CM2 KNS-000-4538 駒崎 洋太 コマサキ ヒロタカ M 京都府 ⽇本ろう⾃転⾞競技協会
C4 CHB-212-0025 近藤 航平 コンドウ コウヘイ M 東京都 タクリン
C2 KNS-190-0302 近藤 晋 コンドウ シン M 愛媛県 チーム⼤永⼭
CM3 CCH-178-0124 齋藤 和也 サイトウ カズヤ M 岡⼭県 チームダックスフンド
C2 CCS-189-0001 齋藤 全志 サイトウ タケシ M ⾼知県 Team Shiokaze CX
C3 KNS-189-0057 坂本 恭平 サカモト キョウヘイ M ⼤阪府 ユニヴェール
C2 CCH-190-0014 柴⼭ 和樹 シバヤマ カズキ M 徳島県



CM2 KNS-201-0244 嶋村 鉄也 シマムラ テツヤ M 愛媛県 www/外環⾼校シクロクロス部

C4 KNS-000-3254 清⽔ 敬哲 シミズ ヒロノリ M ⼤阪府 AXIS
CM1 KNS-000-0831 下村 英男 シモムラ ヒデオ M ⼤阪府 ナカガワAS.K'デザイン
CM1 KNS-190-0187 城⾕ 隆宏 ジョウヤ タカヒロ M 和歌⼭県 遊輪クラブ
CM2 KNS-000-4583 真銅 申⼀ シンドウ シンイチ M ⼤阪府 Team Andoman
CK1 yes 新名 凜⼤ シンミョウ リンタ M 愛媛県
CM1 KNS-190-0041 末藤 慎⼀朗 スエトウ シンイチロウ M 和歌⼭県 遊輪クラブ
CM2 KNS-167-0364 菅野 泰典 スガノ ヤスノリ M 和歌⼭県 今⽇も押しまS
C2 CCM-156-0056 鈴⽊ 達朗 スズキ タツロウ M ⼤阪府
CM1 KNS-000-3811 鈴⽊ 徹 スズキ トオル M ⼤阪府 ナカガワRC
CM3 KNS-000-3120 千崎 真司 センザキ シンジ M 徳島県 UNI-HEN
C2 KNS-000-0662 曽我 暁男 ソガ アキオ M 愛媛県 ARAYA CX TEAM
CM3 yes ⽥頭 幸造 タガシラ コウゾウ M 愛媛県 PAINKILLER
C2 CCH-000-0178 ⾼橋 雅志 タカハシ マサシ M 愛媛県 ⼭⿃レーシング
CL2 MBS-190-0015 髙橋 恭⼦ タカハシ ヤスコ F 滋賀県 Good weekender
CL3 yes ⾼原 しのぶ タカハラ シノブ F 徳島県
CM3 KNS-201-0245 ⽵熊 ⼒三 タケクマ リキゾウ M 愛媛県 ECWRT
C1 KNS-000-4658 ⽵本 将⼈ タケモト マサト M ⼤阪府 SAUCE CX
CM3 KNS-000-4897 ⾠⼰ 信広 タツミ ノブヒロ M ⼤阪府 ヴィルベルヴィント
CM3 yes ⽴⽬ 剛 タツメ ゴウ M 愛媛県 Limit-Vertex
CM2 KNS-189-0335 丹下 靖夫 タンゲ ヤスオ M ⾹川県 おっさんシクロクロス部 with PSR

CM2 CCS-178-0035 ⻑者 耕⼆ チョウジャ コウジ M 愛媛県 東温MTB
CM2 KNS-178-0200 塚本 典也 ツカモト ミチヤ M 兵庫県 ウオズミサイクルシクロクロス

CM2 KNS-0003585 出⼝ 将之 デグチ マサユキ

CM1 KNS-156-0212 冨澤 健三 トミザワ ケンゾウ M ⼤阪府 ヴィルベルヴィント
CM2 CCS-000-0076 冨久 健太郎 トミヒサ ケンタロウ M 岡⼭県 オカヤマシクロクロス
C1 CCM-000-0162 ⼾⾕ 亮司 トヤ リョウジ M ⻑野県 京都岩井商会レーシング
C1 KNS-000-4349 仲川 整 ナカガワ タダシ M ⼤阪府
CM2 KNS-190-0392 中川 裕⼈ ナカガワ ヒロト M ⼤阪府 ⽴売堀
CM3 KNS-201-0241 仲⽥ 誉 ナカタ ホマレ M ⾹川県 ２年⽬おじさん
CM3 KNS-189-0260 ⻑町 ⼀彦 ナガマチ カズヒコ M ⾹川県
CK3 KNS-190-0357 ⻑町 ⼀秀 ナガマチ カズヒデ M ⾹川県 寒川⼩学校
CM2 KNS-189-0041 中村 顕⽣ ナカムラ アキオ M 和歌⼭県 TEAM RINGOROAD
CM2 KNS-190-0181 中村 琢也 ナカムラ タクヤ
C4 yes ⻄尾 年弘 ニシオ トシヒロ M 徳島県
C3 KNS-178-0268 ⻄岡 ⼤樹 ニシオカ ヒロキ M 京都府 CycleJustice
CM3 yes ⻄岡 幸治 ニシオカ コウジ M 愛媛県 PAINKILLER



CC yes ⻄岡 柊 ニシオカ シュウ M 愛媛県 PAINKILLER
C1 CCH-178-0114 ⻄⼭ 靖晃 ニシヤマ ヤスアキ M 愛媛県 ⼭⿃レーシング
CM2 KNS-190-0314 丹⽣⾕ 光章 ニュウノヤ ミツアキ M 愛媛県 らくりんサイクル
CM2 KNS-000-3268 服部 和成 ハットリ カズナリ

C3 CCS-167-0001 林 慎⼆ ハヤシ シンジ M ⾹川県 ＣＶ
CK2 KNS-189-0247 林 展⼀郎 ハヤシ テンイチロウ M ⾹川県 ＣＶ
CK1 KNS-190-0356 林 舜⼆郎 ハヤシ シュンジロウ M ⾹川県 ＣＶ
C4 CCS-167-0010 原⽥ ⿓⼀ ハラダ リュウイチ M ⾼知県
C3 KNS-000-0513 樋⼝ 準⼈ ヒグチ ハヤト M 兵庫県 bikintv バイキンティービー
C1 KNS-167-0021 福井 英太 フクイ エイタ M ⼤阪府 ヴィルベルヴィント
C1 KNS-000-0026 福⽥ 透 フクダ トオル M 滋賀県 ナカガワAS・Kʼデザイン
CM2 KNS-000-3063 福中 健⼆ フクナカ ケンジ M 兵庫県 ベッキーシクロクロス
CM1 KNS-167-0060 福本 真也 フクモト シンヤ M 徳島県 Teamインコ
CM3 KNS-000-2695 藤⽥ 隆久 フジタ タカヒサ M ⼤阪府 Team宝塚線 Pigmon Channel

CM3 MBS-167-0022 藤⽥ ⼤輔 フジタ ダイスケ M ⾹川県 Team Flying Penguins 
CM2 KNS-000-3862 船⽊ 和智晋 フナキ カチユキ M 滋賀県 FUNAKKY  CX
CK3 CCS-167-0068 古井 鉄⼈ フルイ テツト M 兵庫県 輪⼼WHEELSOULBIKEWORKS

CM1 KNS-156-0445 古井 秀⼈ フルイ ヒデト M 兵庫県 輪⼼WHEELSOULBIKEWORKS

CM3 yes 北條 博崇 ホウジョウ ヒロタカ M ⾹川県 HOJOH1961
CM2 KNS-201-0056 前川 裕之 マエガワ ヒロユキ M 京都府
CK1 yes 正⽊ 蒼⾺ マサキ ソウマ M 徳島県
CM1 CCH-190-0004 増⽥ 拓三 マスダ タクミ M ⾹川県 おっさんシクロクロス部
CM2 TKI-178-0001 松井 克多 マツイ ヨシカズ M 兵庫県 ボナペティ
CM3 KNS-190-0301 松尾 曉 マツオ アキラ M ⾹川県 MARKS CAFE&BIKE;
CM3 KNS-156-0336 松下 ⽂彦 マツシタ フミヒコ M 兵庫県
CM3 KNS-000-1999 松本 満 マツモト ミツル M ⾹川県
CM1 KNS-156-0017 松本 学 マツモト マナブ M ⼤阪府 Hutte 8to8
C1 KNS-000-0635 丸畑 明彦 マルハタ アキヒコ M ⼤阪府 カシャロ⽔曜夜練
CM2 CCS-167-0032 ⽔崎 和盛 ミズサキ カズモリ M 愛媛県 OVER TAKE
CM1 KNS-000-0624 三⽥ 雅之 ミタ マサユキ

CM1 KNS-000-0142 ⺒波 ⼀郎 ミナミ イチロウ M 奈良県 ユーロワークス
CM1 KNS-000-2522 三家丸 健太郎 ミヤマル ケンタロウ M 愛知県 masahikomifune.com
CM3 KNS-189-0257 六⾞ 透 ムグルマ トオル M ⾹川県
C3 KNS-000-3639 村上 敦志 ムラカミ アツシ M ⼤阪府 京都ＭＴＢ朝ライド
CM1 KNS-000-4204 村⽥ 孝幸 ムラタ タカユキ M ⼤阪府 ベッキーシクロクロス
C4 yes 村⽥ 俊樹 ムラタ トシキ M ⾹川県
CM1 KNS-000-2233 元井 和彦 モトイ カズヒコ M 京都府 シャカリキ⾃転⾞部



CM3 CCS-000-0109 森 秀司 モリ シュウジ M 愛媛県 無し
C2 CCH-189-0034 森井 浩明 モリイ ヒロアキ M 岡⼭県 チーム グランプッチ 
CK1 KNS-201-0024 森村 望 モリムラ ノゾム M 京都府 巨匠ワークアウト
CM1 KNS-000-2902 守屋 慶⼀ モリヤ ケイイチ M 兵庫県 salatabiancakobe
C4 yes ⼋⽊ 健太 ヤギ ケンタ M ⾹川県 エロレンジャー
CM3 CCS-167-0031 安岡 利⽂ ヤスオカ トシフミ M ⾼知県 ⾼知CTC
CM1 KNS-000-4268 ⼭⼝ ⾼弘 ヤマグチ タカヒロ M ⼤阪府 チームガチャピン
CM1 KNS-156-0195 ⼭⼝ 秀朗 ヤマグチ ヒデアキ M 京都府
CL2 KNS-167-0132 ⼭⼝ 成美 ヤマグチ ナルミ F 京都府
CM3 KNS-000-0168 ⼭⽥ 和宏 ヤマダ カズヒロ

CM1 KNS-190-0241 ⼭⽥ 伸浩 ヤマダ ノブヒロ M ⾹川県 おっさんシクロクロス部
C4 yes ⼭⽥ 裕美 ヤマダ ヒロミ M 徳島県
C3 CCS-000-0053 ⼭根 ⼤輔 ヤマネ ダイスケ M ⾼知県 ⾼知CTC
CM3 KNS-000-1458 ⼭本 雅⼀ ヤマモト マサカズ M 愛媛県 onmac
CM2 KNS-189-0168 ⼭本 貴之 ヤマモト タカユキ M 滋賀県 ストラーダバイシクル
CM2 KNS-000-0084 横尾 治彦 ヨコオ ハルヒコ M ⼤阪府 チーム泥んこプロレス
CM2 KNS-000-0068 吉⽥ 勝⼀ ヨシダ ショウイチ M ⼤阪府 ペダル
CM3 KNS-189-0316 吉本 博⾏ ヨシモト ヒロユキ M ⾹川県
C3 KNS-000-3870 若林 信 ワカバヤシ マコト M ⼤阪府 チーム泥んこプロレス


