
C5が二つの場合のタイムテーブル
競技カテゴリ 距離ｋｍ定員 周回数時間（分）開始～終了

1 CK＋お試し 3.9 40 3 10 18:00～18:15

※CKは小学生CK12、CK34、CK56で別表彰とします。お試しは競技初心者

2 C6＋W 6.5 40 5 10 18:20～18:35

※C6は60歳以上男性と小学校高学年男女。+Wは女性

3 C5L 10.4 40 8 17 18:40～19:02

4 C5H 10.4 40 8 17 19:07～19:29

5 C4 13 40 10 20 19:34～19:56

6 C3 15.6 40 12 22 20:01～20:28

7 C2＋C1 19.5 40 18 32 20:33～21:05

お名前 ふりがな
若林 信 わかばやしまこと FJ
中本 彰 なかもと あきら MC
竹辻伸浩 たけつじのぶひろ PA
藤野直美 ふじのなおみ アッシャー
矢野一恵 やのかずえ 受付
伊藤美智也 いとうみちや 監察：県道
駒崎 久美子 こまさきクミコ 監察：第１コーナー兼アッシャー
布目一也 ぬのめかずや 監察：第3コーナー
北山一樹 きたやま かずき 監察：第4コーナー
岩佐 重夫 いわさ しげお 監察：博物館前
荒瀬琢也 あらせたくや 関門
大西 喜代利 おおにし きよとし 関門
阿部雅弘 あべまさひろ 救護
三宅 荘介 みやけ そうすけ 救護車DR.
上田尚徳 うえだひさのり 審判長／スターター
鈴木 郁子 すずき いくこ セクレタリ
熊本彰廣 くまもとあきひろ セクレタリ
吉田豊顕 よしだ とよあき 総務
斉藤順一 さいとうじゅんいち 総務
岩崎滋文 いわさきしげふみ 総務
矢野淳 やの じゅん 総務委員長
岩佐千穂 いわさちほ ビデオ担当
足立格 あだちとおる メカニック／受付
小池 巧 こいけ たくみ モト
西川良彦 にしかわよしひこ モト
中村 恭治 ナカムラ キョウジ モト

班長 木村 文和 一人は第一コーナーで横断管理
山中 和蔵 水資源は出入りないのでパス
中井 伸次 プロムナードとみずの森二人
石原  幸一
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body event1 学年 name namef 所属チーム名 sex area
1 C1 Sandu Ionut ｻﾝﾄﾞｩ ﾖﾉﾂ TeamZenko M 京都府
2 C1 藤田 雅史 ﾌｼﾞﾀ ﾏｻﾌﾐ PRT KOSEKI 金生堂 M 京都府
3 C1 岩崎 嶺 ｲﾜｻｷ ﾚｲ TEAM CSK M 京都府
4 C1 坊 紳 ﾎﾞｳ ｼﾝ セルカリオレーシング M 兵庫県
5 C1 山本 拓海 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｸﾐ ROUTE KOBE M 兵庫県
6 C1 丹波 星那 ﾀﾝﾊﾞ ｾﾅ イナーメ信濃山形 M 東京都
7 C1 坂口 幸幹 ｻｶｸﾞﾁ ｺｳｷ 2%er M 滋賀県
8 C1 藤井 秀斗 ﾌｼﾞｲ ｼｭｳﾄ 紀北工業高校 M 和歌山県

9 C1 岡嶋 大洋 ｵｶｼﾞﾏ ﾀｲﾖｳ Team 美咲屋 M 京都府
10 C1 藤本 耀星 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾖｳｾｲ 京都市立田辺高校 M 京都府
11 C2 彦坂 拓真 ﾋｺｻｶ ﾀｸﾏ 京都府立向陽高等学校 M 大阪府
12 C2 上田 真太郎 ｳｴﾀﾞ ｼﾝﾀﾛｳ 大教大平野 M 大阪府
13 C2 福田 透 ﾌｸﾀﾞ ﾄｵﾙ チーム ボスコ S.B.R M 滋賀県
14 C2 齋木 幸太 ｻｲｷ ｺｳﾀ Team hsj  &  ENDORPHIN2 M 京都府
15 C2 藤本 和也 ﾌｼﾞﾓﾄ ｶｽﾞﾔ EURO-WORKS Racing M 奈良県
16 C2 Bennett Ash ﾍﾞﾈｯﾄ ｱｯｼｭ ＧＵＥＬＬ M 滋賀県
17 C2 谷 隆平 ﾀﾆ ﾘｭｳﾍｲ 3Stacks M 三重県
18 C2 松岡 直継 ﾏﾂｵｶ ﾅｵﾂｸﾞ M 三重県
19 C2 寺村 幸紘 ﾃﾗﾑﾗ ﾕｷﾋﾛ キノコ派！ M 滋賀県
20 C2 中尾 涼介 ﾅｶｵ ﾘｮｳｽｹ VC AVANZARE M 兵庫県
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21 C3 高橋 紘輝 ﾀｶﾊｼ ｺｳｷ M 京都府
22 C3 岡山 樹 ｵｶﾔﾏ ｲﾂｷ 北稜高校 M 京都府
23 C3 内貴 広明 ﾅｲｷ ﾋﾛｱｷ M 滋賀県
24 C3 酒井 宏典 サカイ ヒロノリ Bicycle Planner M 京都府
25 C3 渡邉 哲彦 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾃﾂﾋｺ KYB-works M 岐阜県
26 C3 田中 識章 ﾀﾅｶ ﾉﾘｱｷ TEAM SKY KYOTO M 京都府
27 C3 小亀 聡久 ｺｶﾞﾒ ｱｷﾋｻ M 滋賀県
28 C3 濱田 伸一郎 ﾊﾏﾀﾞ ｼﾝｲﾁﾛｳ M 滋賀県
29 C3 宮前 翼 ﾐﾔﾏｴ ﾂﾊﾞｻ M 大阪府
30 C3 恩田 勇輝 ｵﾝﾀﾞ ﾕｳｷ Bicycle Planner Cycle Team M 大阪府
31 C3 吉田 雄人 ﾖｼﾀﾞ ﾕｳﾄ チームダック M 大阪府
32 C3 寺岡 優一 ﾃﾗｵｶ ﾕｳｲﾁ チーム闇練 M 大阪府

139 C3 文野 一輝 ブンノ カズアキ TEAM CSK M 大阪府
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33 C4 崔 真航 ﾁｪ ﾁﾅﾝ 北稜高校 M 京都府
34 C4 八村 勇聖 ﾊﾁﾑﾗ ﾕｳｷ 兵庫工業高校 M 兵庫県
35 C4 増見 浩気 ﾏｽﾐ ﾋﾛｷ ネギトロレーシング M 兵庫県
36 C4 武藤 悠月 ﾑﾄｳ ﾕﾂﾞｷ M 愛知県
37 C4 村島 悠太 ﾑﾗｼﾏ ﾕｳﾀ LOKO RACING M 滋賀県
38 C4 各務 遼音 ｶｶﾐ ﾘｮｳﾄ M 愛知県
39 C4 小賀野 晃 ｵｶﾞﾉ ｱｷﾗ ナカガワRC M 滋賀県
40 C4 大井 憲太郎 ｵｵｲ ｹﾝﾀﾛｳ FUKADAまじりんぐ M 滋賀県
41 C4 池渕 春生 ｲｹﾌﾞﾁ ﾊﾙｵ M 兵庫県
42 C4 松木 謙吉 ﾏﾂｷ ｹﾝｷﾁ VC VELOCE Prossimo M 京都府
43 C4 中川 賢相 ﾅｶｶﾞﾜ ｹﾝｽｹ team a 孤飛° M 奈良県
44 C4 佐々木 善満 ｻｻｷ ﾖｼﾐﾂ VC VELOCE prossimo M 京都府
45 C4 河合 篤史 ｶﾜｲ ｱﾂｼ gouren M 京都府
46 C4 山本 哲男 ﾔﾏﾓﾄ ﾃﾂｵ M 滋賀県
47 C4 濱田 心 ﾊﾏﾀﾞ ｼﾝ 紀州 Mizu Tama T̀backs M 和歌山県

48 C4 中嶋 善貴 ﾅｶｼﾞﾏ ﾖｼｷ M 京都府
49 C4 志水 孝次 ｼﾐｽﾞ ｺｳｼﾞ NYN M 滋賀県
50 C4 土井 基樹 ﾄﾞｲ ﾓﾄｷ メタボ山岳部 M 滋賀県
51 C4 田村 拓也 ﾀﾑﾗ ﾀｸﾔ M 滋賀県
52 C4 加藤 康太 ｶﾄｳ ｺｳﾀ M 滋賀県
53 C4 棒引 史朗 ﾎﾞｳﾋｷ ｼﾛｳ 紀州 Mizu Tama T̀backs M 和歌山県

54 C4 古田 達 ﾌﾙﾀ ﾄｵﾙ M 兵庫県
55 C4 古田 晋 ﾌﾙﾀ ｽｽﾑ M 兵庫県
56 C4 小川 祐毅 ｵｶﾞﾜ ﾕｳｷ M 滋賀県
57 C4 松蔭 英輝 ﾏﾂｶｹﾞ ﾋﾃﾞｷ お魚チンパンジー M 東京都
58 C4 西本 直輝 ﾆｼﾓﾄ ﾅｵｷ 広島市立大学トライアスロン部 M 広島県
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86 C5H 小松 楽 ｺﾏﾂ ｶﾞｸ アームズレーシング M 滋賀県
87 C5H 鈴木 レオナルド ｽｽﾞｷ ﾚｵﾅﾙﾄﾞ チームゴーヤーアクアヴィータ M 愛知県
88 C5H 日下部 惺 ｸｻｶﾍﾞ ｾｲ M 京都府
89 C5H 福地 大和 ﾌｸﾁ ﾔﾏﾄ Team COSMIC M 大阪府
90 C5H 藤田 隼摩 ﾌｼﾞﾀ ｼｭﾝﾏ M 奈良県
91 C5H 宮木 浩 ﾐﾔｷﾞ ﾋﾛｼ Redleaflogic, C&W M 大阪府
92 C5H 村田 孝幸 ﾑﾗﾀ ﾀｶﾕｷ ベッキーシクロクロス M 大阪府
93 C5H 鷹取 健太郎 ﾀｶﾄﾘ ｹﾝﾀﾛｳ ジーアイデザインファクト M 兵庫県
94 C5H 椿原 光則 ﾂﾊﾞｷﾊﾗ ﾐﾂﾉﾘ team スクアドラ M 滋賀県
95 C5H 大森 健一 ｵｵﾓﾘ ｹﾝｲﾁ Team Kermis Cross M 愛知県
96 C5H 武山 潤 ﾀｹﾔﾏ ｼﾞｭﾝ TEAM SKY KYOTO M 京都府
97 C5H 右田 昌弘 ﾐｷﾞﾀ ﾏｻﾋﾛ H.O.P M 大阪府
98 C5H 竹内 堅太郎 ﾀｹｳﾁ ｹﾝﾀﾛｳ M 京都府
99 C5H 乙川 亮 ｵﾄｶﾞﾜ ﾘｮｳ teamスクアドラ M 滋賀県

100 C5H 村井 理利 ﾑﾗｲ ﾏｻﾄｼ TEAM☆SKY KYOTO M 大阪府
101 C5H 西浦 敬一 ﾆｼｳﾗ ｹｲｲﾁ 多武峰朝練 M 奈良県
102 C5H 川瀬 晃一 ｶﾜｾ ｺｳｲﾁ M 大阪府
103 C5H 中川 尊雄 ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｶｵ チーム大雅ーす M 大阪府
104 C5H 多田 剛士 ﾀﾀﾞ ﾂﾖｼ M 三重県
105 C5H 坂本 俊彦 ｻｶﾓﾄ ﾄｼﾋｺ M 滋賀県
106 C5H 増田 祐平 ﾏｽﾀﾞ ﾕｳﾍｲ team PR-S M 兵庫県
107 C5H 森井 康貴 ﾓﾘｲ ﾔｽﾀｶ M 兵庫県
108 C5H 深尾 将太 ﾌｶｵ ｼｮｳﾀ M 滋賀県
109 C5H 松橋 公一 ﾏﾂﾊｼ ｺｳｲﾁ M 兵庫県
110 C5H 泉水 友洋 ｾﾝｽｲ ﾄﾓﾋﾛ M 京都府
111 C5H 竹洞 裕貴 ﾀｹﾎﾗ ﾕｳｷ M 大阪府
112 C5H 酒井 健多 ｻｶｲ ｹﾝﾀ M 兵庫県
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59 C5L 近江 仁之介 ｵｳﾐ ｼﾞﾝﾉｽｹ TEAM SKY KYOTO M 京都府
60 C5L 永田 晋之助 ﾅｶﾞﾀ ｼﾝﾉｽｹ 花園高校自転車競技部 M 京都府
61 C5L 松元 皐輝 ﾏﾂﾓﾄ ｺｳｷ Team SKKT M 滋賀県
62 C5L 加藤 寛音 ｶﾄｳ ﾋﾛﾄ チーム落車DNF M 大阪府
63 C5L 岩元 優幸 ｲﾜﾓﾄ ﾏｻﾕｷ チーム落車DNF M 大阪府
64 C5L 中嶌 絆貴 ﾅｶｼﾏ ﾎﾀﾞｶ M 三重県
65 C5L 西谷 雄飛 ﾆｼﾀﾆ ﾕｳﾋ 花園 M 京都府
66 C5L 西山 ひなた ﾆｼﾔﾏ ﾋﾅﾀ 京都精華学園高校 F 滋賀県
67 C5L 福井 聖 ﾌｸｲ ﾀｶｼ 花園高等学校自転車競技部 M 滋賀県
68 C5L 山分 峻作 ﾔﾏﾜｹ ｼｭﾝｻｸ ネギトロレーシング M 大阪府
69 C5L 風本 秀明 ｶｾﾞﾓﾄ ﾋﾃﾞｱｷ 花園高校 M 京都府
70 C5L 西原夕華 にしはら ゆうか トーヨーCT F 大阪府
71 C5L 木原 玲音 ｷﾊﾗ ﾚｵﾝ M 京都府
72 C5L 羽田野 馳空 ﾊﾀﾉ ﾁｶﾗ M 岐阜県
73 C5L 岡嶋 空良 ｵｶｼﾞﾏ ｿﾗ Team 美咲屋 M 京都府
74 C5L 蔭山 風翔 ｶｹﾞﾔﾏ ﾌｳﾄ M 大阪府
75 C5L 小林 暖空 ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾙｱ M 滋賀県
76 C5L 谷 誠也 ﾀﾆ ｾｲﾔ 3Stacks M 三重県
77 C5L 八木 理椰 ﾔｷﾞ ﾐﾁﾔ M 滋賀県
78 C5L 野口 英暉 ﾉｸﾞﾁ ﾋﾃﾞｷ チームスカイ京都 M 京都府
79 C5L 原川 日向 ﾊﾗｶﾜ ﾋｭｳｶﾞ M 京都府
80 C5L 田平 弘太郎 ﾀﾋﾞﾗ ｺｳﾀﾛｳ TB-R RACING M 京都府
81 C5L 岸本 晋平 ｷｼﾓﾄ ｼﾝﾍﾟｲ M 京都府
82 C5L 西山 鏞生 ﾆｼﾔﾏ ﾕｳｷ M 大阪府
83 C5L 安部 裕嘉 ｱﾍﾞ ﾕﾀｶ M 滋賀県
84 C5L 野澤 毅留 ﾉｻﾞﾜ ﾀｹﾙ 大阪電気通信大学サイクリング部 M 大阪府
85 C5L 平石 祥汰 ﾋﾗｲｼ ｼｮｳﾀ 同志社大学体育会トライアスロン部 M 京都府
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117 C6 黒川 勝巳 ｸﾛｶﾜ ｶﾂﾐ M 京都府
118 C6 福田 晃道 ﾌｸﾀﾞ ｺｳﾄﾞｳ ファイアーボーイ M 兵庫県
119 C6 臺野 一郎 ﾀﾞｲﾉ ｲﾁﾛｳ M 京都府
120 C6 長谷 常明 ﾊｾ ﾂﾈｱｷ Free-Spirited Kobe M 兵庫県
128 C6 熊本 彰廣 ｸﾏﾓﾄｱｷﾋﾛ kyoto-cf M 京都
88 C6K 日下部 惺 ｸｻｶﾍﾞ ｾｲ M 京都府
90 C6K 藤田 隼摩 ﾌｼﾞﾀ ｼｭﾝﾏ M 奈良県

115 C6K 奥谷 ひなた ｵｸﾀﾆ ﾋﾅﾀ team axis M 大阪府
113 C6W 小学6年 堀場 愛咲 ﾎﾘﾊﾞ ｱｻｷ F 大阪府
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136 CK12 小学2年 藤田 楓 ﾌｼﾞﾀ ｶｴﾃﾞ F 奈良県
137 CK12 小学1年 大野 嶺 ｵｵﾉ ﾚｲ Limited Team 846 M 奈良県
138 CK12 小学1年 四方 弥眞冬 ｼｶﾀ ﾔﾏﾄ M 兵庫県
115 CK34 小学4年 奥谷 将全 ｵｸﾀﾆ ﾋﾅﾀ team axis M 大阪府
134 CK34 小学3年 大石 理人 ｵｵｲｼ ﾘﾋﾄ M 滋賀県
135 CK34 小学3年 渡邉 水翔 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾅﾄ THRAPPY M 京都府
113 CK56 小学6年 堀場 愛咲 ﾎﾘﾊﾞ ｱｻｷ F 大阪府
129 CK56 小学6年 乙川 煌大 ｵﾄｶﾞﾜ ｺｳﾀﾞｲ teamスクアドラ M 滋賀県
130 CK56 小学6年 村井 愛佳 ﾑﾗｲ ｱｲｶ TEAM☆SKY KYOTO F 大阪府
131 CK56 小学5年 西山 悠介 ﾆｼﾔﾏ ﾕｳｽｹ 京都向陽サイクルスポーツクラブ M 滋賀県
132 CK56 小学5年 武山 佳暖 ﾀｹﾔﾏ ｶﾉﾝ TEAM SKY KYOTO F 京都府
121 Trial 彦坂 渉 ﾋｺｻｶ ﾜﾀﾙ Team-554 M 大阪府
122 Trial 大門 直樹 ﾀﾞｲﾓﾝ ﾅｵｷ りっくんレーシング M 滋賀県
123 Trial 四方 淑祥 ｼｶﾀ ﾖｼｱｷ M 兵庫県
124 Trial 武井 亮祐 ﾀｹｲ ﾘｮｳｽｹ M 大阪府
125 Trial 別司 将滉 ﾍﾞｯｼ ﾏｻｱｷ M 福井県
126 Trial 杉原 海斗 ｽｷﾞﾊﾗ ｶｲﾄ M 福井県
127 Trial 彦坂 亮太 ﾋｺｻｶ ﾘｮｳﾀ Team-554 M 大阪府
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