
未就学

130 伊達　大陽 : ﾀﾞﾃ　ﾀｲﾖｳ

131 吉本　諒斗 : ﾖｼﾓﾄ　ﾘｮｳﾄ 329アスリートクラブ

132 森村　望 : ﾓﾘﾑﾗ　ﾉｿﾞﾑ 大井保育園

133 本多　悠起 : ﾎﾝﾀﾞ　ﾊﾙｷ

134 小笹　愛実 : ｵｻﾞｻ　ｱｲﾐ FLAP

135 湊　洸夏 : ﾐﾅﾄ　ﾋﾅﾂ minato

小学１・２年

150 松田　壮佑 : ﾏﾂﾀﾞ ｿｳ小学1年

151 宮谷　治音 : ﾐﾔﾀﾆ ﾊﾙﾈ SSPC-アスリート小学2年

152 池田　航士郎 : ｲｹﾀﾞ　ｺｳｼﾛｳ TEAM Principiante小学2年

153 中本　匠 : ﾅｶﾓﾄ　ﾀｸﾐ ELEVEN小学2年

154 湊　真帆稀 : ﾐﾅﾄ　ﾏﾎｷ minato小学2年

小学３・４年

155 櫻井　新士 : ｻｸﾗｲ　ｼﾝｼﾞ ブラッド小学3年

156 吉本　なつみ : ﾖｼﾓﾄ　ﾅﾂﾐ 329アスリートクラブ小学3年

157 北村　進次郎 : ｷﾀﾑﾗ ｼﾝｼﾞﾛｳ Team まんま小学3年

158 浅野　愛 : ｱｻﾉ ﾏﾅ小学3年

159 松田　睦久 : ﾏﾂﾀﾞ ﾑｸ小学3年

160 林　歩優翔 : ﾊﾔｼ ｱﾕﾄ小学3年

161 皆木　海音 : ﾐﾅｷﾞ ｶﾉﾝ AVENTURA CYCLING ESTRELLA小学3年

162 宮谷　文吾 : ﾐﾔﾀﾆ　ﾌﾞﾝｺﾞ SSPC-アスリート小学4年

小学５・６年

163 吉本　俊平 : ﾖｼﾓﾄ　ｼｭﾝﾍﾟｲ 329アスリートクラブ小学5年

164 香川　諒輔 : ｶｶﾞﾜ　ﾘｮｳｽｹ 高松市サイクルスポーツ少年団小学6年

165 本多　功興 : ﾎﾝﾀﾞ　ｺｳｷ小学6年

166 有山　怜恩 : ｱﾘﾔﾏ ﾚｵﾝ Team ZERO UNO FRONTIER小学6年



ウ-マン・中学生

120 立岩　真衣 : ﾀﾃｲﾜ　ﾏｲ ハピネスチャージぱんしーウ-マン

121 大浦　玲音 : ｵｵｳﾗ ﾚｵﾝ SSRT自転車部ウ-マン

122 岡田　香織 : ｵｶﾀﾞ　ｶｵﾘ でゅぽんたんウ-マン

123 皆木　海音 : ﾐﾅｷﾞ ｶﾉﾝ AVENTURA CYCLING ESTRELLAウ-マン

125 本田　祐己 : ﾎﾝﾀﾞ　ﾕｳｷ中学生

126 香西　玲良 : ｺｳｻﾞｲ ｱｷﾗ 高松市サイクルスポーツ少年団中学生

127 村瀬　琶音 : ﾑﾗｾ　ﾊｵﾄ中学生

128 原　幸太 : ﾊﾗ　ｺｳﾀ中学生

O５０

101 香西　庸寿 : ｺｳｻﾞｲ ﾔｽﾋｻ 桜町2丁目with東山崎町

102 日笠　英明 : ﾋｶｻ　ﾋﾃﾞｱｷ ソレイユ

103 永瀬　泉 : ﾅｶﾞｾ ｲｽﾞﾐ カヤマレーシング

104 山本　一成 : ﾔﾏﾓﾄ ｲｯｾｲ

105 谷口　啓一 : ﾀﾆｸﾞﾁ ｹｲｲﾁ おきゃーま

106 大園　司 : ｵｵｿﾞﾉ　ﾂｶｻ Team THS

107 深尾　繁治 : ﾌｶｵ ｼｹﾞﾊﾙ

108 前家　正起 : ﾏｴﾔ　ﾏｻｷ 兵庫県姫路農業改良普及センター

109 田中　道永 : ﾀﾅｶ ﾐﾁｴｲ Team 西大寺

110 山岡　幹司 : ﾔﾏｵｶ ｶﾝｼﾞ ＦＯＲＥＳＴ

111 吉田　光徳 : ﾖｼﾀﾞ　ﾐﾂﾉﾘ

U５０

61 高田　智貴 : ﾀｶﾀ　ﾄﾓｷ 本沖会

62 西村　圭二郎 : ﾆｼﾑﾗ　ｹｲｼﾞﾛｳ ライドステーション神戸

63 秦野　裕史 : ﾊﾀﾉ ﾋﾛﾌﾐ Bダッシュ

64 村上　淳 : ﾑﾗｶﾐ　ｼﾞｭﾝ ダックス

65 濱本　直秀 : ﾊﾏﾓﾄ　ﾅｵﾋﾃﾞ

66 森江　康貴 : ﾓﾘｴ　 ﾔｽﾀｶ カヤマレーシング

67 駒田　貴則 : ｺﾏﾀﾞ　ﾀｶﾉﾘ チームYK

68 河藤　慎二 : ｶﾜﾄｳ ｼﾝｼﾞ チーム・グランプッチ

69 赤木　伸行 : ｱｶｷﾞ ﾉﾌﾞﾕｷ Bダッシュ

70 小川　泰弘 : ｵｶﾞﾜ ﾔｽﾋﾛ

71 松本　将吾 : ﾏﾂﾓﾄ　ｼｮｳｺﾞ KAZAMIDORI

72 中村　典生 : ﾅｶﾑﾗ　ﾉﾘｵ チーム ダックスフンド

73 浅野　純 : ｱｻﾉ　ｼﾞｭﾝ YCSC

74 白川　真人 : ｼﾗｶﾜ　ﾏｻﾄ 鷲羽レーシング

75 宰田　敬一 : ｻｲﾀﾞ ｹｲｲﾁ ダックスフント

76 夛田　賢児 : ﾀﾀﾞ　ｹﾝｼﾞ

77 岩間　康 : ｲﾜﾏ　ﾔｽｼ

78 森井　優 : ﾓﾘｲ　ﾏｻﾙ トータレーシング

79 瀬尾　明繁 : ｾｵ　ｱｷｼｹﾞ

80 宮尾　康明 : ﾐﾔｵ ﾔｽｱｷ Team WiLLs

81 中上　一幸 : ﾅｶｳｴ ｶｽﾞﾕｷ Team WiLLs

82 丸山　幸展 : ﾏﾙﾔﾏ ﾕｷﾉﾌﾞ Team WiLLs

83 片田　政光 : ｶﾀﾀﾞ　ﾏｻﾐﾂ

84 鈴木　晋平 : ｽｽﾞｷ　ｼﾝﾍﾟｲ 超弱レーシング

U３５

41 岡　宰功 : ｵｶ ｻｲｾ チーム リンク

42 山川　勝也 : ﾔﾏｶﾜ　ｶﾂﾔ

43 亀谷　宏海 : ｶﾒﾀﾆ　ﾋﾛﾐ 高松市サイクルスポーツ青年団

44 岩本　勝 : ｲﾜﾓﾄ　ﾏｻﾙ

45 寺尾　優太 : ﾃﾗｵ　ﾕｳﾀ SECOND WIND

46 築山　颯汰 : ﾂｷﾔﾏ ﾊﾔﾀ FREE SPEED

47 松岡　直継 : ﾏﾂｵｶ　ﾅｵﾂｸﾞ

48 河合　良成 : ｶﾜｲ　ﾖｼﾅﾘ

49 田村　悟 : ﾀﾑﾗ　ｻﾄﾙ

50 川井　翔吾 : ｶﾜｲ　ｼｮｳｺﾞ 漆黒のしこく

51 岩藤　真生 : ｲﾜﾄﾞｳ　ﾏｻｷ 山口大学医学部自転車同好会

52 今村　ﾙｶｽ : ｲﾏﾑﾗ　ﾙｶｽ 山口大学医学部自転車同好会

53 橋本　圭司 : ﾊｼﾓﾄ　ｹｲｼﾞ early bird

54 吾郷　貴大 : ｱｺﾞｳ　ﾀｶﾋﾛ

55 若山　和明 : ﾜｶﾔﾏ　ｶｽﾞｱｷ 島根大学医学部自転車サークル



エリ-ト

1 福留　康介 : ﾌｸﾄﾞﾒ ｺｳｽｹ イナーメ信濃山形

2 藤田　浩 : ﾌｼﾞﾀ ﾋﾛｼ TEAM LUPPI

3 森榮　晃彦 : ﾓﾘｻｶ　ｱｷﾋｺ

4 加藤　滉大 : ｶﾄｳ　ｺｳﾀ 岡山大学自転車競技部

5 林　宏明 : ﾊﾔｼ　ﾋﾛｱｷ ちーむのざき

6 野津本　尚也 : ﾉﾂﾓﾄ　ﾅｵﾔ Forum racing

7 阿部　源 : ｱﾍﾞ ｹﾞﾝ 愛媛県自転車競技連盟ジュニアクラブ

8 池太　信也 : ｲｹﾀﾞ　ﾉﾌﾞﾔ 鷲羽レーシング

9 中尾　敦司 : ﾅｶｵ ｱﾂｼ チーム・グランプッチ

10 高山　雅史 : ﾀｶﾔﾏ　ﾏｻﾌﾐ サイファアスリートクラブ

11 夛田　裕樹 : ﾀﾀﾞ　ﾕｳｷ team Grandi Petit

12 松浦　正己 : ﾏﾂｳﾗ　ﾏｻｷ エキップティラン

13 竹内　勇輝 : ﾀｹｳﾁ　ﾕｳｷ 岡山大学 自転車競技部

14 築山　元樹 : ﾂｷﾔﾏ　ｹﾞﾝｷ チーム・グランプッチ

15 難波　大輔 : ﾅﾝﾊﾞ　ﾀﾞｲｽｹ サイファアスリートクラブ

16 藤井　伸昌 : ﾌｼﾞｲ ﾉﾌﾞﾏｻ チーム岡山

17 武智　光 : ﾀｹﾁ　ﾋｶﾘ 松山東高等学校

18 白川　幸希 : ｼﾗｶﾜ　ｺｳｷ VICTOIRE広島

19 森井　浩明 : ﾓﾘｲ　ﾋﾛｱｷ チーム・グランプッチ

20 松村　有倫 : ﾏﾂﾑﾗ　ﾄﾓﾐﾁ Gimme Shelter

21 皿谷　宏人 : ｻﾗｶﾞｲ　ﾋﾛﾄ エキップティラン

22 今井　章雄 : ｲﾏｲ　ｱｷｵ チーム グランプッチ

23 西本　泰己 : ﾆｼﾓﾄ　ﾀｲｷ 岡山大学自転車競技部

24 宇賀　悠人 : ｳｶﾞ　ﾕｳﾄ 岡山大学自転車競技部

25 奥村　祐希 : ｵｸﾑﾗ　ﾕｳｷ サイファアスリートクラブ

26 辻川　涼兵 : ﾂｼﾞｶﾜ　ﾘｮｳﾍｲ サイファアスリートクラブ

27 細川　貴弘 : ﾎｿｶﾜ　ﾀｶﾋﾛ code 33

28 赤澤　和徳 : ｱｶｻﾞﾜ ｶｽﾞﾉﾘ team grandi petit

29 中村　一登 : ﾅｶﾑﾗ　ｶｽﾞﾄ Team Grandi Petit

30 新居　志信 : ﾆｲ ﾕｷﾉﾌﾞ Team Grandi Petit

31 太田　海也 : ｵｵﾀ　ｶｲﾔ フリースピード



３時間耐久

200 板野　友哉 : ｲﾀﾉ　ﾄﾓﾔソロ

201 岡本　敏之 : ｵｶﾓﾄ ﾄｼﾕｷソロ

202 香西　祥次 : ｺｳｻﾞｲ　ｼｮｳｼﾞ 三原山アフロソロ

203 大島　泰儀 : ｵｵｼﾏ　ﾔｽﾖｼソロ

204 竹内　暢孝 : ﾀｹｳﾁ　ﾉﾌﾞﾀｶ ISnet fukui cycling teamソロ

205 浅野　優太 : ｱｻﾉ　ﾕｳﾀ P塾/YOUR NAME HEREソロ

206 蘆田　康 : ｱｼﾀﾞ ﾔｽｼ P塾 モッズ系猛禽類ソロ

207 鶴川　和人 : ﾂﾙｶﾜ ｶｽﾞﾄ TEAM Naturalソロ

208 山本　貴之 : ﾔﾏﾓﾄ　ﾀｶﾕｷ project k@2ソロ

209 児玉　誠治 : ｺﾀﾞﾏ ｾｲｼﾞ Lumiere KOBEソロ

210 児玉　誠虎 : ｺﾀﾞﾏ ﾏｻﾄﾗ Lumiere KOBEソロ

211 堀　英雄 : ﾎﾘ　ﾋﾃﾞｵ サイファACソロ

212 大野　雅之 : ｵｵﾉ　ﾏｻﾕｷ 日本食研サイクリングクラブソロ

213 山根　泰道 : ﾔﾏﾈ ﾔｽﾐﾁ DREAM WORKSソロ

214 寺岡　研二 : ﾃﾗｵｶ ｹﾝｼﾞ DREAM WORKSソロ

215 田門　広樹 : ﾀﾓﾝ　ﾋﾛｷ レッツイシイサイクルソロ

216 中島　俊一 : ﾅｶｼﾞﾏ　ｼｭﾝｲﾁソロ

217 矢吹　勇雄 : ﾔﾌﾞｷ ｲｻｵ レッツイシイサイクル やぶきソロ

218 山口　真史 : ﾔﾏｸﾞﾁ　ﾏｻｼ Kura-kuraソロ

219 山口　夢叶 : ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳﾄ Kura-kuraソロ

220 高石　元 : ﾀｶｲｼ ｹﾞﾝ しこちゅうサイクリングソロ

221 財田　佳昭 : ｻｲﾀ　ﾖｼｱｷソロ

222 山口　隆 : ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｶｼ チームケンズソロ

223 村岡　祐志 : ﾑﾗｵｶ　ﾕｳｼ DREAM WORKSソロ

224 久安　伸二 : ﾋｻﾔｽ　ｼﾝｼﾞ DREAM WORKSソロ

225 倉田　賢一 : ｸﾗﾀ ｹﾝｲﾁ Nomber~ 小林診療所ソロ

226 尾崎　光正 : ｵｻﾞｷ　ﾐﾂﾏｻ GREEN GROOVEソロ

227 伊藤　真一 : ｲﾄｳ　ｼﾝｲﾁソロ

228 正木　浩史 : ﾏｻｷ ﾋﾛｼソロ

229 原田　悦子 : ﾊﾗﾀﾞ ｴﾂｺソロ

230 竹谷　博昭 : ﾀｹﾀﾆ ﾋﾛｱｷソロ

231 山内　浩二 : ﾔﾏｳﾁ　ｺｳｼﾞ TEAM‐Naturalソロ

232 岸本　敦也 : ｷｼﾓﾄ　ｱﾂﾔソロ

233 青島　一欽 : ｱｵｼﾏ　ｶｽﾞﾖｼソロ

234 網　優作 : ｱﾐ　ﾕｳｻｸ COWCOWレーシングソロ

235 石谷　純一 : ｲｼﾀﾆ ｼﾞｭﾝｲﾁ ナカガワAS'Kデザインソロ

236 高田　智貴 : ﾀｶﾀ　ﾄﾓｷ 本沖会ソロ

237 西村　圭二郎 : ﾆｼﾑﾗ　ｹｲｼﾞﾛｳ ライドステーション神戸ソロ

238 森榮　晃彦 : ﾓﾘｻｶ　ｱｷﾋｺソロ

239 香西　庸寿 : ｺｳｻﾞｲ ﾔｽﾋｻ 桜町2丁目with東山崎町ソロ

240 山川　勝也 : ﾔﾏｶﾜ　ｶﾂﾔソロ

241 岩本　勝 : ｲﾜﾓﾄ　ﾏｻﾙソロ

242 谷口　啓一 : ﾀﾆｸﾞﾁ ｹｲｲﾁ おきゃーまソロ

243 赤木　伸行 : ｱｶｷﾞ ﾉﾌﾞﾕｷ Bダッシュソロ

244 深尾　繁治 : ﾌｶｵ ｼｹﾞﾊﾙソロ

245 宰田　敬一 : ｻｲﾀﾞ ｹｲｲﾁ ダックスフントソロ

246 松岡　直継 : ﾏﾂｵｶ　ﾅｵﾂｸﾞソロ

247 夛田　賢児 : ﾀﾀﾞ　ｹﾝｼﾞソロ

248 岩間　康 : ｲﾜﾏ　ﾔｽｼソロ

249 瀬尾　明繁 : ｾｵ　ｱｷｼｹﾞソロ

250 鈴木　晋平 : ｽｽﾞｷ　ｼﾝﾍﾟｲ 超弱レーシングソロ

300 ｻｲﾌｧｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 豊岡 利行・辻川 圭2人組

301 高松市ｻｲｸﾙｽﾎﾟｰﾂ青年団 亀谷 宏海・香西 玲良2人組

302 児島AC－team natural連合 藤原 英之・長谷川 敏二・花房 邦行3人組

303 西日本ちゃりんこ本舗 荻原 宏俊・妹尾 浩志・山本 光洋3人組

304 ＦＯＲＥＳＴ 山岡 幹司・山本 ツトム・吉田 光徳3人組

305 Team WiLLs 宮尾 康明・中上 一幸・丸山 幸展3人組

306 ﾀﾞｯｸｽ 村上 淳・岸本 博子MIX

307 ﾊﾋﾟﾈｽﾁｬｰｼﾞぱんしｰ 立岩 真衣・福田 真也MIX

308 ｶﾔﾏﾚｰｼﾝｸﾞ 森江 康貴・永瀬 泉・福岡 ゆみMIX

309 ﾁｰﾑYK 駒田 貴則・駒田 喜美子・山本 一成MIX

310 Team まんま 北村 友・北村 進次郎ファミリ-


