
未就学

151 正富　天馬 : ﾏｻﾄﾐ　ﾃﾝﾏ 邑久保育園

152 船岡　浬 : ﾌﾅｵｶ　ｶｲﾘ

153 佐藤　莉々花 : ｻﾄｳ　ﾘﾘｶ

154 恒次　亮太 : ﾂﾈﾂｸﾞ　ﾘｮｳﾀ FREESPEED

155 青山　さつき : ｱｵﾔﾏ　ｻﾂｷ

小学１・２年

161 正富　飛馬 : ﾏｻﾄﾐ　ﾋｭｳﾏ 邑久小学校小学1年

162 三宅　万結 : ﾐﾔｹ　ﾏﾕ 329アスリート小学1年

163 永尾　明寛 : ﾅｶﾞｵ　ｱｷﾋﾛ ジェンツーペンギンズ小学1年

164 伊達　大陽 : ﾀﾞﾃ　ﾀｲﾖｳ小学1年

165 繁　心結 : ｼｹﾞ　ﾐﾕ小学2年

166 吉本　諒斗 : ﾖｼﾓﾄ　ﾘｮｳﾄ 329アスリートクラブ小学2年

小学３・４年

167 松永　勘太 : ﾏﾂﾅｶﾞ　ｶﾝﾀ小学3年

168 西野　凌平 : ﾆｼﾉ　ﾘｮｳﾍｲ LOKO Racing小学3年

169 木村　仁毘 : ｷﾑﾗ　ｼﾉﾌﾞ fu-jin racing小学3年

170 船岡　湊 : ﾌﾅｵｶ　ﾐﾅﾄ小学3年

171 永尾　郁寛 : ﾅｶﾞｵ　ｲｸﾋﾛ ジェンツーペンギンズ小学3年

172 佐藤　尊 : ｻﾄｳ ﾀｹﾙ小学3年

173 山本　一太 : ﾔﾏﾓﾄ　ｲﾁﾀ 愛媛県自転車競技連盟ジュニアクラブ小学3年

174 堤　大雅 : ﾂﾂﾐ　ﾀｲｶﾞ Leo小学4年

175 湊　真帆稀 : ﾐﾅﾄ　ﾏﾎｷ minato小学4年

176 繁　大和斗 : ｼｹﾞ　ﾔﾏﾄ小学4年

177 柴田　太治 : ｼﾊﾞﾀ　ﾀｲｼﾞ小学4年

178 木村　孔南 : ｷﾑﾗ　ｺﾅﾝ fu-jin racing小学4年

179 月田　賢人 : ﾂｷﾀﾞ　ｹﾝﾄ小学4年

180 大嶋　朗仁 : ｵｵｼﾏ　ｱｷﾋﾄ 高松市サイクルスポーツ少年団小学4年

181 宮本　敬太 : ﾐﾔﾓﾄ ｹｲﾀ チームブレイブ小学4年

小学５・６年

182 葉色　慧飛 : ﾊｲﾛ ｹｲﾄ 広島サイクルクラブ小学5年

183 大江　晧希 : ｵｵｴ ｺｳｷ チームナガオ小学5年

184 蔵田　瑶 : ｸﾗﾀ　ﾖｳ小学6年

185 岩本　栞奈 : ｲﾜﾓﾄ　ｶﾝﾅ 田川AC小学6年

186 小山　聖仁 : ｺﾔﾏ　ｾｲｼﾞ ち～む☆のざき キッズ小学6年

187 大捕　隼斗 : ｵｵﾄﾘ　ﾊﾔﾄ 高松市サイクルスポーツ少年団小学6年

188 高橋　司 : ﾀｶﾊｼ　ﾂｶｻ ぎんがの郷小学校小学6年

189 竹本　彩人 : ﾀｹﾓﾄ　ｱﾔﾄ S.B小学6年



ウ-マン・中学生

131 大浦　玲音 : ｵｵｳﾗ ﾚｵﾝ 姫路市立 置塩中学校ウ-マン

132 三宅　真央 : ﾐﾔｹ ﾏｵ team Maoウ-マン

133 田川　優衣 : ﾀｶﾞﾜ　ﾕｲ 田川ACウ-マン

141 横藤田　蒼 : ﾖｺﾌｼﾞﾀ ｱｵｲ 駅家南中学校中学生

142 宰田　裕基 : ｻｲﾀﾞ ﾕｳｷ ダックスフント中学生

143 小野　悠磨 : ｵﾉ　ﾕｳﾏ サイクルクラブ大森中学生

144 喜多山　将伍 : ｷﾀﾔﾏ　ｼｮｳｺﾞ中学生

145 増見　浩気 : ﾏｽﾐ　ﾋﾛｷ中学生

146 河野　斗希 : ｺｳﾉ　ﾄｳｷ 河野 斗希中学生

147 伊藤　幹将 : ｲﾄｳ　ﾏｻﾕｷ エキップuレーシング中学生

148 谷口　颯太郎 : ﾀﾆｸﾞﾁ　ｿｳﾀﾛｳ中学生

O５０

101 村上　雅和 : ﾑﾗｶﾐ　ﾏｻｶｽﾞ チームケンズ

102 勝田　伸次 : ｶﾂﾀﾞ　ｼﾝｼﾞ

103 田中　道永 : ﾀﾅｶ ﾐﾁｴｲ チーム西大寺 還暦MAXとやる気MAX

104 前迫　信司 : ﾏｴｻｺ ｼﾝｼﾞ

105 今西　一聡 : ｲﾏﾆｼ　ｶｽﾞﾄｼ ライドステーション神戸

106 萩原　智樹 : ﾊｷﾞﾜﾗ ﾄﾓｷ

107 藤田　浩 : ﾌｼﾞﾀ ﾋﾛｼ TEAM LUPPI

108 児玉　喜幸 : ｺﾀﾞﾏ　ﾖｼﾕｷ

109 北村　隆行 : ｷﾀﾑﾗ　ﾀｶﾕｷ チームケンズ

110 宰田　敬一 : ｻｲﾀﾞ ｹｲｲﾁ ダックスフント

111 伊藤　茂 : ｲﾄｳ　ｼｹﾞﾙ

112 飴田　匡 : ｱﾒﾀﾞ　ﾏｻｼ

113 青木　一祥 : ｱｵｷ　ｶｽﾞﾖｼ

114 杉野　和宏 : ｽｷﾞﾉ ｶｽﾞﾋﾛ 岡山ダイハツ2輪クラブZ

115 横井　良成 : ﾖｺｲ ﾖｼﾅﾘ SSRT自転車部

116 吉田　光徳 : ﾖｼﾀﾞ　ﾐﾂﾉﾘ らくりん

117 永瀬　泉 : ﾅｶﾞｾ ｲｽﾞﾐ カヤマレーシング

118 森元　啓介 : ﾓﾘﾓﾄ　ｹｲｽｹ Team きたきつね

119 竹本　章人 : ﾀｹﾓﾄ　ｱｷﾋﾄ S.B

120 大園　司 : ｵｵｿﾞﾉ　ﾂｶｻ Team THS

U５０

71 佐々木　隆介 : ｻｻｷ　ﾘｭｳｽｹ opケイデンス

72 伊藤　瑞樹 : ｲﾄｳ ﾐｽﾞｷ team Ken's

73 田川　淳一 : ﾀｶﾞﾜ　ｼﾞｭﾝｲﾁ 田川AC

74 富岡　淳平 : ﾄﾐｵｶ　ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ キタサイクル

75 三室　博紀 : ﾐﾑﾛ　ﾋﾛｷ DREAMWORKS

76 大松　寛 : ｵｵﾏﾂ　ﾕﾀｶ TEAM RISO

77 濱本　直秀 : ﾊﾏﾓﾄ　ﾅｵﾋﾃﾞ Team ZWC

78 高田　智貴 : ﾀｶﾀ　ﾄﾓｷ MK Circuit Cycling

79 池田　潤哉 : ｲｹﾀﾞ　ｼﾞｭﾝﾔ セルカリオレーシング

80 佐藤　久剛 : ｻﾄｳ　ﾋｻﾀｶ

81 村嶋　智明 : ﾑﾗｼﾏ　ﾄﾓｱｷ Dandy Lion

82 福江　昌重 : ﾌｸｴ　ﾏｻｼｹﾞ チーム岡山

83 大嶋　純平 : ｵｵｼﾏ　ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 高松市サイクルスポーツ少年団

84 勝部　康弘 : ｶﾂﾍﾞ ﾔｽﾋﾛ CONQUISTA

85 広島　太一 : ﾋﾛｼﾏ　ﾀｲﾁ

86 亀井　隆広 : ｶﾒｲ ﾀｶﾋﾛ

87 笹部　泰宏 : ｻｻﾍﾞ ﾔｽﾋﾛ

88 東野　真之 : ﾋｶﾞｼﾉ　ﾏｻﾕｷ greed racing

89 森江　康貴 : ﾓﾘｴ　 ﾔｽﾀｶ カヤマレーシング

90 佐藤　俊雄 : ｻﾄｳ　ﾄｼｵ tamagokakegohan

91 小澤　明充 : ｵｻﾞﾜ　ｱｷﾐﾂ 言いたいことはヤシの実の中

92 吉廻　賢治 : ﾖｼｻﾞｺ　ｹﾝｼﾞ .

93 青山　朋弘 : ｱｵﾔﾏ ﾄﾓﾋﾛ

94 鎌田　剛 : ｶﾏﾀﾞ　ﾀｹｼ チーム パラディーゾ

95 時本　淳行 : ﾄｷﾓﾄ　ｱﾂﾕｷ WING ROAD

U３５

51 大岡　佑誠 : ｵｵｵｶ　ﾕｳｾｲ

52 矢代　直也 : ﾔｼﾛ ﾅｵﾔ innocent



53 木屋村　龍和 : ｷﾔﾑﾗ　ﾘｭｳﾄ

54 吉田　誠 : ﾖｼﾀﾞ　ﾏｺﾄ Dandy Lion

55 山田　悦生 : ﾔﾏﾀﾞ　ｴｯｾｲ MK Circuit Cycling

56 仲里　太祐 : ﾅｶｻﾞﾄ　ﾀﾞｲｽｹ セルカリオレーシング

57 米田　大祐 : ﾖﾈﾀﾞ　ﾀﾞｲｽｹ セルカリオレーシング

58 竹中　智貴 : ﾀｹﾅｶ　ﾄﾓｷ ＭiNERVA-asahi

59 吉田　達史 : ﾖｼﾀﾞ　ﾀﾂｼ 岡山ダイハツ２輪クラブＡ

60 正岡　孝太郎 : ﾏｻｵｶ　ｺｳﾀﾛｳ マメオチッチoneoff

61 池田　新 : ｲｹﾀﾞ　ｱﾗﾀ Innocent

62 高田　晃平 : ﾀｶﾀ ｺｳﾍｲ

エリ-ト

1 片岡　敏一 : ｶﾀｵｶ　ﾄｼｶｽﾞ Katasei Compagno

2 築山　元樹 : ﾂｷﾔﾏ　ｹﾞﾝｷ チーム・グランプッチ

3 中尾　敦司 : ﾅｶｵ ｱﾂｼ チーム・グランプッチ

4 赤澤　和徳 : ｱｶｻﾞﾜ ｶｽﾞﾉﾘ Team Grandi Petit（グランプッチ）

5 尾崎　光正 : ｵｻﾞｷ　ﾐﾂﾏｻ チーム岡山

6 太田　翔 : ｵｵﾀ　ｼｮｳ チーム・グランプッチ

7 中村　一登 : ﾅｶﾑﾗ　ｶｽﾞﾄ チーム・グランプッチ

8 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

9 藤井　伸昌 : ﾌｼﾞｲ ﾉﾌﾞﾏｻ

10 阿部　倭 : ｱﾍﾞ ﾔﾏﾄ 愛媛県自転車競技連盟ジュニアクラブ

11 岡　晃邦 : ｵｶ　ﾃﾙｸﾆ oka

12 寺川　智寛 : ﾃﾗｶﾞﾜ　ﾁﾋﾛ Dandy Lion

13 恒次　真 : ﾂﾈﾂｸﾞ ﾏｺﾄ チーム・グランプッチ

14 松浦　正己 : ﾏﾂｳﾗ　ﾏｻｷ エキップティラン

15 原田　将人 : ﾊﾗﾀﾞ　ﾏｻﾄ Infinity Style

16 大町　健斗 : ｵｵﾏﾁ ｹﾝﾄ eNshare Racing Team

17 林　宏明 : ﾊﾔｼ　ﾋﾛｱｷ ちーむのざき

18 森田　正徳 : ﾓﾘﾀ ﾏｻﾉﾘ ナカガワ

19 池田　雅展 : ｲｹﾀﾞ　ﾏｻﾉﾌﾞ

20 奥村　祐希 : ｵｸﾑﾗ　ﾕｳｷ サイファアスリートクラブ

21 安永　智宏 : ﾔｽﾅｶﾞ　ﾄﾓﾋﾛ Dandy Lion

22 森本　玄達 : ﾓﾘﾓﾄ　ﾋﾛﾐﾁ code 33

23 長原　潤 : ﾅｶﾞﾊﾗ　ｼﾞｭﾝ code33

24 村瀬　琶音 : ﾑﾗｾ　ﾊｵﾄ

25 郷原　輝久 : ｺﾞｳﾊﾗ　ﾃﾙﾋｻ RIDELIFEGIANT

26 武西　憲進 : ﾀｹﾆｼ ｹﾝｼﾝ エキップｕレーシング

27 吉本　俊平 : ﾖｼﾓﾄ　ｼｭﾝﾍﾟｲ Jelly`s

28 守安　翔太 : ﾓﾘﾔｽ　ｼｮｳﾀ チーム岡山

29 中尾　涼介 : ﾅｶｵ ﾘｮｳｽｹ フォアライン

30 道堀　裕介 : ﾄﾞｳﾎﾘ　ﾕｳｽｹ

31 山崎　秀忠 : ﾔﾏｻｷ　ﾋﾃﾞﾀﾀﾞ GREEN GROOVE

32 飛田　俊彦 : ﾄﾋﾞﾀ ﾄｼﾋｺ サイクルクラブ3UP

33 田中　典行 : ﾀﾅｶ　ﾉﾘﾕｷ Team Zero Uno Frontier

34 村上　淳 : ﾑﾗｶﾐ　ｼﾞｭﾝ Grandi Petit

35 松村　有倫 : ﾏﾂﾑﾗ　ﾄﾓﾐﾁ

36 高山　雅史 : ﾀｶﾔﾏ　ﾏｻﾌﾐ サイファアスリートクラブ

37 森井　浩明 : ﾓﾘｲ　ﾋﾛｱｷ チーム グランプッチ

38 福留　康介 : ﾌｸﾄﾞﾒ ｺｳｽｹ eNShare cycling team

39 中上　一幸 : ﾅｶｳｴ　ｶｽﾞﾕｷ teem WiLLs

40 福家　拓 : ﾌｹ ﾋﾗｸ 高松工芸高校

41 宮本　隆司 : ﾐﾔﾓﾄ　ﾀｶｼ Lontano宝塚

42 加藤　優佑 : ｶﾄｳ　ﾕｳｽｹ 西村塾 KCC

43 西村　純 : ﾆｼﾑﾗ　ｼﾞｭﾝ サイクリスト観察ちゃんねる

44 池太　信也 : ｲｹﾀﾞ　ﾉﾌﾞﾔ チームグランプッチ

45 室田　竜成 : ﾑﾛﾀ　ﾘｭｳｾｲ Team Kermis Cross

46 藤原　龍治 : ﾌｼﾞﾜﾗ ﾘｭｳｼﾞ チーム Paradiso

47 冨久　健太郎 : ﾄﾐﾋｻ ｹﾝﾀﾛｳ masahikomifune.com cycling team



３時間耐久

201 阿蘓　正登 : ｱｿ　ﾏｻﾄソロ

202 高石　元 : ﾀｶｲｼ ｹﾞﾝ しこちゅうサイクリングソロ

203 原田　悦子 : ﾊﾗﾀﾞ ｴﾂｺ Team Shiokazeソロ

204 峯末　雅人 : ﾐﾈｽｴ　ﾏｻﾄソロ

205 三木　政和 : ﾐｷ　ﾏｻｶｽﾞソロ

206 喜多村　泰寛 : ｷﾀﾑﾗ ﾔｽﾋﾛソロ

207 香本　昌輝 : ｺｳﾓﾄ　ﾏｻｷ 渋川ベースソロ

208 山西　聡 : ﾔﾏﾆｼ　ｻﾄｼ 大竹市陸協ソロ

209 井上　盛之 : ｲﾉｳｴ　ｼｹﾞﾕｷソロ

210 阿部　寛史 : ｱﾍﾞ　ﾋﾛｼ HCUTCソロ

211 池田　行春 : ｲｹﾀﾞ　ﾕｷﾊﾙ Gee!Gee!ちゃりだーソロ

212 石田　智大 : ｲｼﾀﾞ　ﾁﾋﾛ 堺市立堺高校ソロ

213 長谷川　敏二 : ﾊｾｶﾞﾜ　ﾄｼｼﾞ 児島ＡＣソロ

214 藤岡　亮一 : ﾌｼﾞｵｶ　ﾘｮｳｲﾁ TF玉島ソロ

215 出原　佑一郎 : ｲﾃﾞﾊﾗ　ﾕｳｲﾁﾛｳ マメオチッチoneoffソロ

216 大累　善隆 : ｵｵﾙｲ　ﾖｼﾀｶソロ

217 末吉　陽生 : ｽｴﾖｼ　ﾊﾙｷ 堺市立堺高校ソロ

218 柏原　啓史 : ｶｼﾊﾗ　ﾋﾛﾌﾐソロ

219 岩﨑　功 : ｲﾜｻｷ　ｲｻｵ ちーむ のざきソロ

220 倉田　賢一 : ｸﾗﾀ ｹﾝｲﾁ Nomber~ 鶴見「小林」診療所ソロ

221 浅野　学司 : ｱｻﾉ　ﾀｶｼソロ

222 山本　浩生 : ﾔﾏﾓﾄ　ｺｳｷソロ

223 川村　伸也 : ｶﾜﾑﾗ　ｼﾝﾔ innocentソロ

224 佐藤　弘章 : ｻﾄｳ　ﾋﾛｱｷ チームケンズソロ

225 田尻　加奈枝 : ﾀｼﾞﾘ ｶﾅｴ Charlie's Bikesソロ

226 服部　太洋 : ﾊｯﾄﾘ　ﾀｲﾖｳソロ

227 飴田　匡 : ｱﾒﾀﾞ　ﾏｻｼ 飴田ソロ

228 川口　貴大 : ｶﾜｸﾞﾁ ﾀｶﾋﾛ チーム・ケンズソロ

229 福家　築 : ﾌｹ ｷｽﾞｸ Noi:z Racingソロ

230 佐藤　武信 : ｻﾄｳ　ﾀｹﾉﾌﾞソロ

231 佐藤　大輔 : ｻﾄｳ　ﾀﾞｲｽｹソロ

232 山口　真史 : ﾔﾏｸﾞﾁ　ﾏｻｼソロ

233 二宮　知江子 : ﾆﾉﾐﾔ　ﾁｴｺソロ

234 濱口　慧 : ﾊﾏｸﾞﾁ　ｹｲソロ

235 田門　廣樹 : ﾀﾓﾝ　ﾋﾛｷ レッツイシイソロ

236 深尾　繁治 : ﾌｶｵ ｼｹﾞﾊﾙソロ

237 西嶋　孝典 : ﾆｼｼﾞﾏ ﾀｶﾉﾘソロ

238 福岡　ゆみ : ﾌｸｵｶ ﾕﾐ カヤマレーシングソロ

239 石谷　純一 : ｲｼﾀﾆ ｼﾞｭﾝｲﾁ ﾅｶｶﾞﾜAS'Kデザインソロ

240 沼本　浩司 : ﾇﾓﾄ　ﾋﾛｼ paradisoソロ

241 板敷　洋輔 : ｲﾀｼﾞｷ　ﾖｳｽｹ instinctソロ

242 矢吹　勇雄 : ﾔﾌﾞｷ ｲｻｵ レッツイシイサイクル 矢吹ソロ

243 岡林　学 : ｵｶﾊﾞﾔｼ　ﾏﾅﾌﾞソロ

244 前田　浩志 : ﾏｴﾀﾞ　ﾋﾛｼソロ

245 林　毅 : ﾊﾔｼ　ﾀｹｼソロ

246 村上　雅和 : ﾑﾗｶﾐ　ﾏｻｶｽﾞ チームケンズソロ

247 前迫　信司 : ﾏｴｻｺ ｼﾝｼﾞソロ

248 今西　一聡 : ｲﾏﾆｼ　ｶｽﾞﾄｼ ライドステーション神戸ソロ

249 築山　元樹 : ﾂｷﾔﾏ　ｹﾞﾝｷ チーム・グランプッチソロ

250 藤田　浩 : ﾌｼﾞﾀ ﾋﾛｼ TEAM LUPPIソロ

251 伊藤　瑞樹 : ｲﾄｳ ﾐｽﾞｷ team Ken'sソロ

252 北村　隆行 : ｷﾀﾑﾗ　ﾀｶﾕｷ チームケンズソロ

253 横藤田　蒼 : ﾖｺﾌｼﾞﾀ ｱｵｲ 駅家南中学校ソロ

254 矢代　直也 : ﾔｼﾛ ﾅｵﾔ innocentソロ

255 三室　博紀 : ﾐﾑﾛ　ﾋﾛｷ DREAMWORKSソロ

256 大松　寛 : ｵｵﾏﾂ　ﾕﾀｶ TEAM RISOソロ

257 池田　潤哉 : ｲｹﾀﾞ　ｼﾞｭﾝﾔ セルカリオレーシングソロ

258 仲里　太祐 : ﾅｶｻﾞﾄ　ﾀﾞｲｽｹ セルカリオレーシングソロ

259 郷原　輝久 : ｺﾞｳﾊﾗ　ﾃﾙﾋｻ RIDELIFEGIANTソロ

260 米田　大祐 : ﾖﾈﾀﾞ　ﾀﾞｲｽｹ セルカリオレーシングソロ

261 竹中　智貴 : ﾀｹﾅｶ　ﾄﾓｷ ＭiNERVA-asahiソロ

262 福江　昌重 : ﾌｸｴ　ﾏｻｼｹﾞ チーム岡山ソロ

263 道堀　裕介 : ﾄﾞｳﾎﾘ　ﾕｳｽｹソロ

264 勝部　康弘 : ｶﾂﾍﾞ ﾔｽﾋﾛ CONQUISTAソロ

265 広島　太一 : ﾋﾛｼﾏ　ﾀｲﾁソロ

266 亀井　隆広 : ｶﾒｲ ﾀｶﾋﾛソロ



267 福家　拓 : ﾌｹ ﾋﾗｸ 高松工芸高校ソロ

268 吉田　光徳 : ﾖｼﾀﾞ　ﾐﾂﾉﾘ らくりんソロ

269 笹部　泰宏 : ｻｻﾍﾞ ﾔｽﾋﾛソロ

270 永瀬　泉 : ﾅｶﾞｾ ｲｽﾞﾐ カヤマレーシングソロ

271 東野　真之 : ﾋｶﾞｼﾉ　ﾏｻﾕｷ greed racingソロ

272 森江　康貴 : ﾓﾘｴ　 ﾔｽﾀｶ カヤマレーシングソロ

273 佐藤　俊雄 : ｻﾄｳ　ﾄｼｵ tamagokakegohanソロ

274 池田　新 : ｲｹﾀﾞ　ｱﾗﾀ Innocentソロ

275 河野　斗希 : ｺｳﾉ　ﾄｳｷ 河野 斗希ソロ

276 藤原　龍治 : ﾌｼﾞﾜﾗ ﾘｭｳｼﾞ チーム Paradisoソロ

277 吉廻　賢治 : ﾖｼｻﾞｺ　ｹﾝｼﾞ .ソロ

278 高田　晃平 : ﾀｶﾀ ｺｳﾍｲソロ

279 鎌田　剛 : ｶﾏﾀﾞ　ﾀｹｼ チーム パラディーゾソロ

301 OVER50 鈴木 達也・中野 圭司2人組

302 岡山ﾀﾞｲﾊﾂ二輪ｸﾗﾌﾞC 安藤 武・杉野 高宏2人組

303 西日本ちゃりんこ本舗 妹尾 浩志・荻原 宏俊2人組

304 Dandy Lion 吉田 誠・寺川 智寛2人組

305 ﾀﾞｯｸｽﾌﾝﾄ 宰田 敬一・宰田 裕基2人組

306 MK Circuit Cycling 山田 悦生・高田 智貴2人組

307 Dandy Lion 安永 智宏・村嶋 智明2人組

308 岡山ﾀﾞｲﾊﾂ2輪ｸﾗﾌﾞZ 杉野 和宏・藤森 健太2人組

309 岡山ﾀﾞｲﾊﾂ２輪ｸﾗﾌﾞＡ 吉田 達史・美甘 忠広2人組

310 Team THS 大園 司・大橋 道友2人組

311 IZM-oneoff 大田 洋介・山根 真吾・藤田 宏平3人組

312 ｻｲﾌｧｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 辻川 圭・堀 英雄・齋藤 健3人組

313 Charlie's Bikes 白濱 直希・徳長 和明・岡崎 光哉3人組

314 ちｰむ☆のざき 杉山 謙心・志水 亮介・坂田 大祐3人組

315 ちｰむ　ぽんぽこりん 杉本 周・宮尾 雅裕・木戸 正明3人組

316 teem WiLLs 中上 一幸・大野 隆之・額田 憲祐3人組

317 ﾁｰﾑとっとこより太郎 ﾘﾊﾋﾞﾘ選抜 村上 淳・岸本 博子・頼政 弥弘MIX

318 ち～む☆のざき MIX B 小山 卓己・保田 浩芳・市場 淳二・吉本 真理MIX

319 ﾁｰﾑ西大寺　還暦MAXとやる気MAX 田中 道永・野崎 知香MIX

320 ちｰむのざき 林 宏明・二宗 寛行・稲田 吉映MIX

321 ｻｲｸﾘｽﾄ観察ちゃんねる 西村 純・加藤 優佑・加藤 衣穂MIX

322 Leo 堤 正臣・堤 大雅ファミリ-

323 高松市ｻｲｸﾙｽﾎﾟｰﾂ少年団 大嶋 純平・大嶋 朗仁・大嶋 尊仁ファミリ-


