
未就学

161 中田　蒼士 : ﾅｶﾀﾞ　ｿｳｼ

162 石井　寿弥 : ｲｼｲ ﾄｼﾔ

163 正富　天馬 : ﾏｻﾄﾐ　ﾃﾝﾏ 邑久保育園

164 青井　鳳世 : ｱｵｲ　ｵｵｾｲ

小学１・２年

171 船岡　浬 : ﾌﾅｵｶ　ｶｲﾘ 広島サイクルクラブ小学1年

172 山本　一二三 : ﾔﾏﾓﾄ　ﾋﾌﾐ 123小学1年

173 中田　煌士 : ﾅｶﾀﾞ　ｺｳｼ小学2年

174 永尾　明寛 : ﾅｶﾞｵ　ｱｷﾋﾛ小学2年

175 正富　飛馬 : ﾏｻﾄﾐ　ﾋｭｳﾏ 邑久小学校小学2年

176 林　舜二郎 : ﾊﾔｼ　ｼｭﾝｼﾞﾛｳ小学2年

177 青井　瑛隼 : ｱｵｲ　ｴｲﾄ小学2年

178 岡　拓弥 : ｵｶ　ﾀｸﾐ小学2年

小学３・４年

179 繁　心結 : ｼｹﾞ　ﾐﾕ小学3年

180 山中　時生 : ﾔﾏﾅｶ　ﾄｳﾏ小学3年

181 吉本　諒斗 : ﾖｼﾓﾄ　ﾘｮｳﾄ 329アスリートクラブ小学3年

182 船岡　湊 : ﾌﾅｵｶ　ﾐﾅﾄ 広島サイクルクラブ小学4年

183 永尾　郁寛 : ﾅｶﾞｵ　ｲｸﾋﾛ小学4年

184 橋本　旺典 : ﾊｼﾓﾄ　ｵｳｽｹ 愛媛県自転車競技連盟ジュニアクラブ小学4年

185 三野　晴生 : ﾐﾉ　ﾊﾙｷ小学4年

186 青井　鷲大 : ｱｵｲ　ｼｭｳﾀﾞｲ小学4年

小学５・６年

187 繁　大和斗 : ｼｹﾞ　ﾔﾏﾄ小学5年

188 柴田　太治 : ｼﾊﾞﾀ　ﾀｲｼﾞ 高松市サイクルスポーツ少年団小学5年

189 宮本　敬太 : ﾐﾔﾓﾄ ｹｲﾀ チーム ブレイブ小学5年

190 林　展一郎 : ﾊﾔｼ　ﾃﾝｲﾁﾛｳ小学5年

191 荒内　志友 : ｱﾗｳﾁ　ｼｭｳ小学6年

192 葉色　慧飛 : ﾊｲﾛ　ｹｲﾄ Bluerhino小学6年

193 岡山　晃士 : ｵｶﾔﾏ　ｺｳｼ小学6年

194 皆木　海音 : ﾐﾅｷﾞ ｶﾉﾝ AVENTURA CYCLING ESTRELLA小学6年

195 杉本　真啓 : ｽｷﾞﾓﾄ　ﾏﾋﾛ小学6年



ウ-マン・中学生

131 佐藤　綾子 : ｻﾄｳ　ｱﾔｺ 時をかけ過ぎた少女ウ-マン

132 溝口　祐花 : ﾐｿﾞｸﾞﾁ　ﾕｳｶ RIREウ-マン

141 蔵田　瑶 : ｸﾗﾀ　ﾖｳ グットスピード中学生

142 岡本　真樹 : ｵｶﾓﾄ　ﾏｻｷ KUHL ride中学生

143 今川　雄基 : ｲﾏｶﾞﾜ　ﾕｳｷ中学生

144 橋本　凌典 : ﾊｼﾓﾄ　ﾘｮｳｽｹ 愛媛県自転車競技連盟ジュニアクラブ中学生

145 藤岡　利一 : ﾌｼﾞｵｶ　ﾘｲﾁ中学生

146 山根　弓明 : ﾔﾏﾈ　ﾕﾐｱｷ中学生

147 松田　奏太朗 : ﾏﾂﾀﾞ　ｿｳﾀﾛｳ中学生

148 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中学生

149 竹本　彩人 : ﾀｹﾓﾄ　ｱﾔﾄ中学生

150 皆木　海音 : ﾐﾅｷﾞ ｶﾉﾝ AVENTURA CYCLING ESTRELLA中学生

151 杉本　真啓 : ｽｷﾞﾓﾄ　ﾏﾋﾛ中学生

O５０

101 萩原　智樹 : ﾊｷﾞﾜﾗ ﾄﾓｷ グランデパール播磨

102 田中　道永 : ﾀﾅｶ ﾐﾁｴｲ チーム西大寺

103 長谷　常明 : ﾊｾ　ﾂﾈｱｷ Free-Spilited Kobe

104 藤原　幹也 : ﾌｼﾞﾜﾗ　ﾐｷﾔ あすなろP

105 岩間　康 : ｲﾜﾏ　ﾔｽｼ

106 亀井　隆広 : ｶﾒｲ ﾀｶﾋﾛ

107 石川　真広 : ｲｼｶﾜ　ﾏｻﾋﾛ Lontano宝塚

108 大井　宏昭 : ｵｵｲ　ﾋﾛｱｷ RIRE

109 伊柳　浩 : ｲﾔﾅｷﾞ　ﾋﾛｼ RIRE

110 杉野　和宏 : ｽｷﾞﾉ ｶｽﾞﾋﾛ 岡山ダイハツ二輪クラブ

111 富田　一 : ﾄﾐﾀ　ﾊｼﾞﾒ

112 松並　俊雄 : ﾏﾂﾅﾐ ﾄｼｵ masahikomifune.com

113 瀬尾　明繁 : ｾｵ　ｱｷｼｹﾞ サイファアスリートクラブ岡山

114 守安　隆清 : ﾓﾘﾔｽ　ﾀｶｷﾖ チーム岡山 事務局

115 横井　良成 : ﾖｺｲ ﾖｼﾅﾘ SSRT自転車部

116 大園　司 : ｵｵｿﾞﾉ　ﾂｶｻ Team Big Three

117 香西　庸寿 : ｺｳｻﾞｲ ﾔｽﾋｻ 桜町2丁目with東山崎町

118 森元　啓介 : ﾓﾘﾓﾄ　ｹｲｽｹ Team きたきつね

119 藤田　浩 : ﾌｼﾞﾀ ﾋﾛｼ TEAM LUPPI

120 福田　浩之 : ﾌｸﾀﾞ　ﾋﾛﾕｷ クライムCS

121 二若　忠廣 : ﾌﾀﾜｶ　ﾀﾀﾞﾋﾛ The Wonder Wheeler

122 松本　哲 : ﾏﾂﾓﾄ　ｻﾄｼ グランデパール播磨

U５０

71 広島　太一 : ﾋﾛｼﾏ　ﾀｲﾁ

72 今田　健 : ｲﾏﾀﾞ　ｹﾝ

73 臼倉　一宏 : ｳｽｸﾗ　ｶｽﾞﾋﾛ

74 峯末　雅人 : ﾐﾈｽｴ　ﾏｻﾄ

75 石川　智樹 : ｲｼｶﾜ　ﾄﾓｷ CCC

76 勝部　康弘 : ｶﾂﾍﾞ ﾔｽﾋﾛ conquista

77 佐々木　隆介 : ｻｻｷ　ﾘｭｳｽｹ opケイデンス

78 秦野　裕史 : ﾊﾀﾉ ﾋﾛﾌﾐ

79 大野　顕作 : ｵｵﾉ　ｹﾝｻｸ

80 濱本　直秀 : ﾊﾏﾓﾄ　ﾅｵﾋﾃﾞ Team ZWC

81 山根　弘嗣 : ﾔﾏﾈ　ﾋﾛﾂｸﾞ おにもも

82 難波　信行 : ﾅﾝﾊﾞ　ﾉﾌﾞﾕｷ WING ROAD

83 福江　昌重 : ﾌｸｴ　ﾏｻｼｹﾞ カヤマレーシング

84 藤井　文男 : ﾌｼﾞｲ　ﾌﾐｵ WineBar500 “A velo”

85 矢代　直也 : ﾔｼﾛ ﾅｵﾔ 矢代直也

86 飛田　俊彦 : ﾄﾋﾞﾀ ﾄｼﾋｺ サイクルクラブ3UP

87 笹部　泰宏 : ｻｻﾍﾞ ﾔｽﾋﾛ

88 森江　康貴 : ﾓﾘｴ　 ﾔｽﾀｶ カヤマレーシング

89 岡田　浩太 : ｵｶﾀﾞ　ｺｳﾀ S1neo Flow Cycling Team

90 三野　治樹 : ﾐﾂﾉ　ﾊﾙｷ ひだまりの家

91 青島　一欽 : ｱｵｼﾏ　ｶｽﾞﾖｼ

92 浅野　純 : ｱｻﾉ　ｼﾞｭﾝ YCSC

U３５

41 羽原　拓郎 : ﾊﾊﾞﾗ　ﾀｸﾛｳ



42 片山　悠明 : ｶﾀﾔﾏ　ﾕｳｱ

43 増見　浩気 : ﾏｽﾐ　ﾋﾛｷ team Teenager Fancies

44 右近　悠斗 : ｳｺﾝ　ﾕｳﾄ ＣＹＣＬＥ ＢＯＹ

45 石川　樹 : ｲｼｶﾜ　ｲﾂｷ CCC

46 山地　史晃 : ﾔﾏｼﾞ　ﾌﾐｱｷ ゆきちゃんず

47 岩倉　京伸 : ｲﾜｸﾗ　ｹｲｼﾝ CCC

48 柏原　向陽 : ｶｼﾊﾗ　ｺｳﾖｳ ccc

49 西岡　大起 : ﾆｼｵｶ　ﾀﾞｲｷ ccc

50 井上　和真 : ｲﾉｳｴ　ｶｽﾞﾏ

51 宮崎　海星 : ﾐﾔｻﾞｷ　ｶｲｾｲ

52 溝口　直人 : ﾐｿﾞｸﾞﾁ　ﾅｵﾄ RIRE

53 富田　浩市 : ﾄﾐﾀ　ｺｳｲﾁ

54 西山　玲 : ﾆｼﾔﾏ　ﾚｲ

55 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(L学科)

56 米田　大祐 : ﾖﾈﾀﾞ　ﾀﾞｲｽｹ セルカリオレーシング

57 高田　晃平 : ﾀｶﾀ ｺｳﾍｲ

58 長嶺　賢志 : ﾅｶﾞﾐﾈ　ﾀｶｼ 岡山大学自転車競技部

59 堀之内　幸芽 : ﾎﾘﾉｳﾁ　ｺｳｶﾞ S1neo Flow Cycling Team

60 井上　貴司 : ｲﾉｳｴ　ﾀｶｼ s.stars

エリ-ト

1 戸田　裕之 : ﾄﾀﾞ　ﾔｽﾕｷ Rapha Cycling Club

2 玉木　睦大 : ﾀﾏｷ　ﾄﾓﾋﾛ Pursuing speed

3 村瀬　琶音 : ﾑﾗｾ　ﾊｵﾄ Pursuing speed

4 林　宏明 : ﾊﾔｼ　ﾋﾛｱｷ チームノザキ

5 中尾　敦司 : ﾅｶｵ ｱﾂｼ チーム・グランプッチ

6 築山　元樹 : ﾂｷﾔﾏ　ｹﾞﾝｷ チーム・グランプッチ

7 森本　玄達 : ﾓﾘﾓﾄ　ﾋﾛﾐﾁ code 33

8 坊　紳 : ﾎﾞｳ　ｼﾝ セルカリオレーシング

9 森田　正徳 : ﾓﾘﾀ ﾏｻﾉﾘ enshare cycling team

10 松村　有倫 : ﾏﾂﾑﾗ　ﾄﾓﾐﾁ ギミーシェルター

11 塩見　隼祐 : ｼｵﾐ　ｼｭﾝｽｹ Katasei Compagno

12 太田　翔 : ｵｵﾀ　ｼｮｳ チーム・グランプッチ

13 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

14 伊藤　陽一 : ｲﾄｳ　ﾖｳｲﾁ

15 宮本　隆司 : ﾐﾔﾓﾄ　ﾀｶｼ Lontano宝塚

16 片岡　敏一 : ｶﾀｵｶ　ﾄｼｶｽﾞ Katasei Compagno

17 兵藤　保善 : ﾋｮｳﾄﾞｳ　ﾓﾘﾖｼ

18 中村　一登 : ﾅｶﾑﾗ　ｶｽﾞﾄ チーム グランプッチ

19 三谷　均 : ﾐﾀﾆ ﾋﾄｼ katasei compango

20 森井　浩明 : ﾓﾘｲ　ﾋﾛｱｷ チーム グランプッチ

21 香月　伸洋 : ｶﾂｷ　ﾉﾌﾞﾋﾛ Pursuing  speed

22 奥村　祐希 : ｵｸﾑﾗ　ﾕｳｷ イナーメ信濃山形

23 仲里　太祐 : ﾅｶｻﾞﾄ　ﾀﾞｲｽｹ セルカリオレーシング

24 吉本　俊平 : ﾖｼﾓﾄ　ｼｭﾝﾍﾟｲ

25 杉野　和宏 : ｽｷﾞﾉ ｶｽﾞﾋﾛ チーム岡山

26 尾崎　光正 : ｵｻﾞｷ　ﾐﾂﾏｻ チーム岡山

27 西井　翔太郎 : ﾆｼｲ　ｼｮｳﾀﾛｳ WING ROAD

28 山崎　秀忠 : ﾔﾏｻｷ　ﾋﾃﾞﾀﾀﾞ チーム岡山

29 横藤田　蒼 : ﾖｺﾌｼﾞﾀ ｱｵｲ

30 中上　一幸 : ﾅｶｳｴ　ｶｽﾞﾕｷ teem  Wills

31 小坂　睦哉 : ｺｻｶ　ﾄｷﾔ code33

32 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

33 高山　雅史 : ﾀｶﾔﾏ　ﾏｻﾌﾐ サイファアスリートクラブ

34 赤澤　和徳 : ｱｶｻﾞﾜ ｶｽﾞﾉﾘ チーム・グランプッチ

35 吉田　達史 : ﾖｼﾀﾞ　ﾀﾂｼ チーム岡山

36 時本　淳行 : ﾄｷﾓﾄ　ｱﾂﾕｷ WING ROAD

37 武智　光 : ﾀｹﾁ　ﾋｶﾘ ヴィクトワール広島

38 池田　雅展 : ｲｹﾀﾞ　ﾏｻﾉﾌﾞ エキップティラン

39 長原　潤 : ﾅｶﾞﾊﾗ　ｼﾞｭﾝ code 33



３時間耐久

201 阿蘓　正登 : ｱｿ　ﾏｻﾄソロ

202 加藤　正記 : ｶﾄｳ　ﾏｻｷ CCCソロ

203 新見　建人 : ﾆｲﾐ　ｹﾝﾄソロ

204 藤岡　亮一 : ﾌｼﾞｵｶ　ﾘｮｳｲﾁソロ

205 手島　光章 : ﾃｼﾏ　ﾐﾂｱｷ エロレンジャーソロ

206 松崎　奈穂 : ﾏﾂｻﾞｷ　ﾅﾎソロ

207 牧野　壮汰 : ﾏｷﾉ　ｿｳﾀ RITA学園高等学校ソロ

208 川上　嘉弘 : ｶﾜｶﾐ ﾖｼﾋﾛ レッツ イシイサイクルソロ

209 矢吹　勇雄 : ﾔﾌﾞｷ ｲｻｵ レッツイシイサイクルソロ

210 田門　廣樹 : ﾀﾓﾝ　ﾋﾛｷ レッツイシイサイクルソロ

211 川本　卓哉 : ｶﾜﾓﾄ　ﾀｸﾔ ややガチ勢ソロ

212 松井　卓也 : ﾏﾂｲ　ﾀｸﾔソロ

213 joung　jinwook : ｼﾞｮﾝ　ｼﾞﾝｳｸ EXEDYソロ

214 大滝　湧 : ｵｵﾀｷ　ﾜｸソロ

215 名合　弘治 : ﾅｺﾞｳ　ﾋﾛﾊﾙ ややガチ勢ソロ

216 岩本　勝 : ｲﾜﾓﾄ　ﾏｻﾙソロ

217 辻　直文 : ﾂｼﾞ　ﾅｵﾌﾐソロ

218 八山　雅幸 : ﾊﾁﾔﾏ　ﾏｻﾕｷソロ

219 柏原　啓史 : ｶｼﾊﾗ　ﾋﾛﾌﾐソロ

220 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

221 岡林　学 : ｵｶﾊﾞﾔｼ　ﾏﾅﾌﾞソロ

222 浅野　学司 : ｱｻﾉ　ﾀｶｼソロ

223 倉田　賢一 : ｸﾗﾀ　ｹﾝｲﾁ Nomber 小林診療所ソロ

224 松田　和凡 : ﾏﾂﾀﾞ　ｶｽﾞﾋﾛソロ

225 藤井　貴史 : ﾌｼﾞｲ　ﾀｶﾌﾐ TEAM☆中年の星屑☆ソロ

226 塚本　隼 : ﾂｶﾓﾄ　ﾊﾔﾄ zeroソロ

227 羽原　拓郎 : ﾊﾊﾞﾗ　ﾀｸﾛｳソロ

228 戸田　裕之 : ﾄﾀﾞ　ﾔｽﾕｷ Rapha Cycling Clubソロ

229 林　宏明 : ﾊﾔｼ　ﾋﾛｱｷ チームノザキソロ

230 広島　太一 : ﾋﾛｼﾏ　ﾀｲﾁソロ

231 中尾　敦司 : ﾅｶｵ ｱﾂｼ チーム・グランプッチソロ

232 築山　元樹 : ﾂｷﾔﾏ　ｹﾞﾝｷ チーム・グランプッチソロ

233 今田　健 : ｲﾏﾀﾞ　ｹﾝソロ

234 峯末　雅人 : ﾐﾈｽｴ　ﾏｻﾄソロ

235 田中　道永 : ﾀﾅｶ ﾐﾁｴｲ チーム西大寺ソロ

236 勝部　康弘 : ｶﾂﾍﾞ ﾔｽﾋﾛ conquistaソロ

237 藤原　幹也 : ﾌｼﾞﾜﾗ　ﾐｷﾔ あすなろPソロ

238 岩間　康 : ｲﾜﾏ　ﾔｽｼソロ

239 大野　顕作 : ｵｵﾉ　ｹﾝｻｸソロ

240 三谷　均 : ﾐﾀﾆ ﾋﾄｼ katasei compangoソロ

241 亀井　隆広 : ｶﾒｲ ﾀｶﾋﾛソロ

242 奥村　祐希 : ｵｸﾑﾗ　ﾕｳｷ イナーメ信濃山形ソロ

243 山根　弘嗣 : ﾔﾏﾈ　ﾋﾛﾂｸﾞ おにももソロ

244 難波　信行 : ﾅﾝﾊﾞ　ﾉﾌﾞﾕｷ WING ROADソロ

245 瀬尾　明繁 : ｾｵ　ｱｷｼｹﾞ サイファアスリートクラブ岡山ソロ

246 藤井　文男 : ﾌｼﾞｲ　ﾌﾐｵ WineBar500 “A velo”ソロ

247 横藤田　蒼 : ﾖｺﾌｼﾞﾀ ｱｵｲソロ

248 矢代　直也 : ﾔｼﾛ ﾅｵﾔ 矢代直也ソロ

249 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(L学科)ソロ

250 笹部　泰宏 : ｻｻﾍﾞ ﾔｽﾋﾛソロ

251 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

252 高田　晃平 : ﾀｶﾀ ｺｳﾍｲソロ

253 松田　奏太朗 : ﾏﾂﾀﾞ　ｿｳﾀﾛｳソロ

254 青島　一欽 : ｱｵｼﾏ　ｶｽﾞﾖｼソロ

301 ﾁｰﾑ　MATUSHIRA 白井 稔・松島 順也2人組

302 西日本ちゃりんこ本舗 荻原 宏俊・妹尾 浩志2人組

303 s1neo flow CyclingTeam 松波 和希・河合 樹2人組

304 RIRE 大井 宏昭・伊柳 浩2人組

305 岡山ﾀﾞｲﾊﾂ二輪ｸﾗﾌﾞ 杉野 和宏・吉田 達史2人組

306 s.stars 井上 貴司・松田 誠也2人組

307 teem  Wills 中上 一幸・大野 隆幸・大家 哉太3人組

308 “LIQUI MOLY” ﾋﾞﾖﾝﾄﾞｽﾀｰ ﾊﾞｲｼｸﾙﾁｰﾑ 能田 義大・能田 綾子MIX

309 時をかけ過ぎた少女 佐藤 綾子・岸本 博子MIX

310 RIRE 溝口 直人・溝口 祐花MIX

311 ｻｲﾌｧｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 高山 雅史・難波 大輔・二宮 ちえこMIX

312 Team Big Three 大園 司・大橋 友道・大園 和美MIX



313 自転車を楽しむ山中家 山中 慶一・山中 智穂・山中 海音・山中 時生ファミリ-


