
11 森野　風音 ﾓﾘﾉ ｶｻﾞﾄ 男 日野町 くまさん

12 太田　悠翔 ｵｵﾀ ﾊﾙﾄ 男 日野町

13 山添　碧仁 ﾔﾏｿﾞｴ ｱｵﾄ 男 日野町

14 高井　孜々丸 ﾀｶｲ ｼｼﾏﾙ 男 日野町 TEAM TOMOMI

15 下田　貫太 ｼﾓﾀﾞ ｶﾝﾀ 男 日野町

16 船岡　浬 ﾌﾅｵｶ ｶｲﾘ 男 広島県 広島サイクルクラブ

17 金子　慎 ｶﾈｺ ｼﾝ 男 大阪府

18 羽田　瞬 ﾊﾀﾞ ｼｭﾝ 男 大阪府 Moonwalker

19 岩澤　昂輝 ｲﾜｻﾜ ｺｳｷ 男 兵庫県

20 松本　琉維 ﾏﾂﾓﾄ ﾙｲ 男 彦根市

21 八坂　大輔 ﾔｻｶ ﾀﾞｲｽｹ 男 愛知県 THRAPPY

22 瀬　一心 ｾ ｲｯｼﾝ 男 彦根市

23 益井　準 ﾏｽｲ ｼﾞｭﾝ 男 東近江市

24 山中　蓮 ﾔﾏﾅｶ ﾚﾝ 男 大津市

25 古川　貴隆 ﾌﾙｶﾜ ｷﾘｭｳ 男 彦根市

26 吉原　雄太郎 ﾖｼﾊﾗ ﾕｳﾀﾛｳ 男 愛知県 DESTRA

27 蓮池　柊介 ﾊｽｲｹ ｼｭｳｽｹ 男 大津市

28 今井　隆翔 ｲﾏｲ ﾀｹﾙ 男 三重県 DOTE RACING

29 保田　京慶 ﾔｽﾀﾞ ｹｲ 男 京都府

30 小笹　橙香 ｵｻﾞｻ ﾄｳｶ 女 京都府 カッキーちゃんねる

31 田中　秋葉 ﾀﾅｶ ｱｷﾊ 女 京都府

ｾﾞｯｹﾝ
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1-2）小学２年生 L2周 2.6km 　　10：00～ 　14名

51 武村　岳 ﾀｹﾑﾗ ｶﾞｸ 男 日野町

52 安達　琉斗 ｱﾀﾞﾁ ﾘｭｳﾄ 男 日野町

53 岸村　奏音 ｷｼﾑﾗ ｶﾉﾝ 女 日野町

54 小島　蒼士 ｺｼﾞﾏ ｿｳｼ 男 京都府 FU-JIN RACING

55 森　江樹 ﾓﾘ ｺｳｼﾞｭ 男 大津市 FUKADA MAJIRING

56 伊藤　夏偉 ｲﾄｳ ｶｲ 男 愛知県 THRAPPY

57 中川　漣 ﾅｶｶﾞﾜ ﾚﾝ 男 米原市

58 花島　正樹 ﾊﾅｼﾏ ﾏｻｷ 男 長野県

59 森野　新大 ﾓﾘﾉ ｱﾗﾀ 男 守山市

60 青井　瑛隼 ｱｵｲ ｴｲﾄ 男 大阪府 Team COSMIC

61 佐野　真麻 ｻﾉ ﾏｱｻ 女 愛知県 ZERO BIKE FACTORY

62 中川　朋珈 ﾅｶｶﾞﾜ ﾄﾓｶ 女 京都府 Limited team 846

63 藤田　楓 ﾌｼﾞﾀ ｶｴﾃﾞ 女 奈良県

64 米倉　陽 ﾖﾈｸﾗ ﾋﾏﾘ 女 彦根市
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都道府県 所属チーム



101 上山　大翔 ｳｴﾔﾏ ﾋﾛﾄ 男 日野町

102 伊澤　蒼馬 ｲｻﾞﾜ ｿｳﾏ 男 日野町 岩井商会レーシング

103 高栖　春馬 ﾀｶｽ ﾊﾙﾏ 男 日野町

104 井上　歩 ｲﾉｳｴ ｱﾕﾑ 男 守山市

105 大石　理人 ｵｵｲｼ ﾘﾋﾄ 男 大津市

106 増田　幹大 ﾏｽﾀﾞ ﾐｷﾀ 男 近江八幡市 TEAM TOMOMI

107 金澤　那旺 ｶﾅｻﾞﾜ ﾅｵ 男 大阪府 Coraggio Kawanishi Cycling Team Kids

108 渡邉　水翔 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾅﾄ 男 京都府 THRAPPY

109 宮本　樹 ﾐﾔﾓﾄ ｲﾂｷ 男 彦根市

110 鈴木　花奈 ｽｽﾞｷ ｶﾅ 女 草津市 ラッコ先生

2-1） 小学3年生 L3周 3.9km 　　10：25～　　 10名
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2-2）小学4年生 L3周 3.9km 　　10：25～　　 15名

151 久保　結翔 ｸﾎﾞ ﾕｲﾄ 男 日野町

152 花島　聡太 ﾊﾅｼﾏ ｿｳﾀ 男 長野県

153 青井　鷲大 ｱｵｲ ｼｭｳﾀﾞｲ 男 大阪府 Team COSMIC

154 瀧尻　琳太朗 ﾀｷｼﾞﾘ ﾘﾝﾀﾛｳ 男 京都府 トーヨーサイクリングチーム

155 石山　夏奈 ｲｼﾔﾏ ﾅﾂﾅ 女 守山市 しゃぼ天シクロクロス

156 藤井　喜生 ﾌｼﾞｲ ﾖｼｷ 男 栗東市

157 山田　健晴 ﾔﾏﾀﾞ ｹﾝｾｲ 男 愛知県

158 乙川　明煌 ｵﾄｶﾞﾜ ｱｷﾗ 男 守山市

159 乙川　煌斗 ｵﾄｶﾞﾜ ｷﾗﾄ 男 守山市

160 吉田　一優 ﾖｼﾀﾞ ｶｽﾞﾏ 男 京都府

161 藤原　丈 ﾌｼﾞﾜﾗ ｼﾞｮｳ 男 彦根市

162 稲垣　楓花 ｲﾅｶﾞｷ ﾌｳｶ 女 奈良県

163 船岡　湊 ﾌﾅｵｶ ﾐﾅﾄ 男 広島県 広島サイクルクラブ

164 前橋　明季 ﾏｴﾊｼ ﾐﾂｷ 男 三重県

165 米倉　玄 ﾖﾈｸﾗ ｹﾞﾝ 男 彦根市
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201 上山　武蔵 ｳｴﾔﾏ ﾑｻｼ 男 日野町

202 中島　隼 ﾅｶｼﾞﾏ ｼｭﾝ 男 兵庫県

203 黒石　容平 ｸﾛｲｼ ﾖｳﾍｲ 男 彦根市

221 吉田　優璃 ﾖｼﾀﾞ ﾕｳﾘ 女 京都府

222 備前　綾 ﾋﾞｾﾞﾝ ｱﾔ 女 東近江市

3）小学5～6年生（男女N）L3周 3.9km 　　10：50～　　3+2 名

中島商事カップ 第1回近江日野ジュニアクリテリウムINブルーメの丘　  エントリーリスト
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4）小学5～6年生(男女S)　L4周　5.2km 　　11：15～ 　　　25+4名

251 小松　楽 ｺﾏﾂ ｶﾞｸ 男 大津市 アームズレーシング

252 福田　好誠 ﾌｸﾀﾞ ｺｳｾｲ 男 福井県

253 村島　大喜 ﾑﾗｼﾏ ﾀﾞｲｷ 男 湖南市 LOKO Racing

254 尾崎　響 ｵｻﾞｷ ﾋﾋﾞｷ 男 京都府 HONEYBEE CycleWorks

255 乙川　煌大 ｵﾄｶﾞﾜ ｺｳﾀﾞｲ 男 守山市 teamスクアドラ

256 日下部　惺 ｸｻｶﾍﾞ ｾｲ 男 京都府

257 堀井　昴 ﾎﾘｲ ｽﾊﾞﾙ 男 大津市 team zenko

258 鈴木　馨太 ｽｽﾞｷ ｹｲﾀ 男 草津市 ラッコ先生

259 合田　蓮 ｺﾞｳﾀﾞ ﾚﾝ 男 香川県 高松市サイクルスポーツ少年団

260 柴田　太治 ｼﾊﾞﾀ ﾀｲｼﾞ 男 香川県 高松市サイクルスポーツ少年団

261 湊　真帆稀 ﾐﾅﾄ ﾏﾎｷ 男 香川県

262 瀬戸山　紀介 ｾﾄﾔﾏ ｷｽｹ 男 三重県

263 佐野　将麻 ｻﾉ ｼｮｳﾏ 男 愛知県 ZERO BIKE FACTORY

264 木村　孔南 ｷﾑﾗ ｺﾅﾝ 男 愛知県 FU－JIN RACING

265 芳田　誉弥 ﾖｼﾀﾞ ﾀｶﾔ 男 甲賀市

266 西山　悠介 ﾆｼﾔﾏ ﾕｳｽｹ 男 栗東市 京都向陽サイクルスポーツクラブ

267 藤田　隼摩 ﾌｼﾞﾀ ｼｭﾝﾏ 男 奈良県

268 矢野　生真 ﾔﾉ ｲｸﾏ 男 香川県 高松市サイクルスポーツ少年団

269 大下　稟平 ｵｵｼﾀ ﾘﾝﾍﾟｲ 男 京都府

270 中川　聖斗 ﾅｶｶﾞﾜ ﾏｻﾄ 男 京都府 Limited team 846

271 山本　凪 ﾔﾏﾓﾄ ﾅｷﾞ 男 草津市

272 佐野　心勇 ｻﾉ ｼﾕｳ 男 京都府

273 富樫　悠太郎 ﾄｶﾞｼ ﾕｳﾀﾛｳ 男 山梨県

274 中瀬古　佳毅 ﾅｶｾｺ ﾖｼｷ 男 三重県 やまじて

275 梶屋　豪志 ｶｼﾞﾔ ｺﾞｳｼ 男 兵庫県

281 金井　心晴 ｶﾅｲ ｺﾊﾙ 女 兵庫県

282 谷川　結良 ﾀﾆｶﾞﾜ ﾕﾗ 女 熊本県 SSPCアスリート熊本

283 田中　夏芽 ﾀﾅｶ ﾅﾂﾒ 女 京都府

284 齋藤　結陽 ｻｲﾄｳ ﾕｳﾋ 女 京都府 Limited Team 846

所属チーム
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5）中学生（男女） L7周 9.1km 　　11：40～　　 15+2名

351 金井　悠真 ｶﾅｲ ﾕｳﾏ 男 兵庫県

352 倉谷　侠俐 ｸﾗﾀﾆ ｶｲﾘ 男 愛知県

353 足達　青空 ｱﾀﾞﾁ ｿﾗ 男 野洲市 Blue Sky

354 松本　大和 ﾏﾂﾓﾄ ﾔﾏﾄ 男 日野町 LOKO Racing

355 田之上　航汰 ﾀﾉｳｴ ｺｳﾀ 男 湖南市 LOKO RACING

356 杉本　壮優 ｽｷﾞﾓﾄ ｿｳ 男 愛知県 ST

357 金澤　拓世 ｶﾅｻﾞﾜ ﾀｸﾄ 男 大阪府 CORAGGIO KAWANISHI U-19

358 佐野　凌麻 ｻﾉ ﾘｮｳﾏ 男 愛知県 ZERO BIKE FACTORY

359 工藤　大和 ｸﾄﾞｳ ﾔﾏﾄ 男 守山市

360 小阪　琉碧 ｺｻｶ ﾘｭｳｾｲ 男 兵庫県

361 岡嶋　空良 ｵｶｼﾞﾏ ｿﾗ 男 京都府 京都向陽サイクルスポーツクラブ

362 蔭山　風翔 ｶｹﾞﾔﾏ ﾌｳﾄ 男 大阪府

363 倉谷　希輝 ｸﾗﾀﾆ ｷﾗ 男 愛知県

364 伊藤　遼 ｲﾄｳ ﾘｮｳ 男 三重県

365 谷川　莉玖 ﾀﾆｶﾞﾜ ﾘｸ 男 熊本県 SSPCアスリート熊本

366 谷　誠也 ﾀﾆ ｾｲﾔ 男 三重県

401 山口　成美 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅﾙﾐ 女 京都府

402 杉藤　百倖 ｽｷﾞﾄｳ ﾓﾓｺ 女 草津市 ビバ瀬田

ｾﾞｯｹﾝ
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6）3歳～未就学児童　S1周 0.4km 　　12：15～　　　 22名

301 伊澤　碧真 ｲｻﾞﾜ ｱｵﾏ 男 日野町 岩井商会レーシング

302 藤田　寛大 ﾌｼﾞﾀ ｶﾝﾀ 男 甲賀市

303 福永　絢人 ﾌｸﾅｶﾞ ｱﾔﾄ 男 日野町

304 岸村　碧偉 ｷｼﾑﾗ ｱｵｲ 男 日野町

305 頓宮　諒真 ﾄﾝｸﾞｳ ﾘｮｳﾏ 男 日野町

306 瀧尻　亜衣美 ﾀｷｼﾞﾘ ｱｲﾐ 女 京都府 トーヨーサイクリングチーム

307 森野　天音 ﾓﾘﾉ ｱﾏﾈ 女 日野町 くまさん

308 金子　蓮 ｶﾈｺ ﾚﾝ 男 大阪府

309 奥田　瑛翔 ｵｸﾀﾞ ｴｲﾄ 男 日野町

310 八坂　愛菜 ﾔｻｶ ﾏﾅ 女 愛知県

311 中尾　匡惺 ﾅｶｵ ｷｮｳｾｲ 男 京都府

312 青井　鳳世 ｱｵｲ ｵｵｾｲ 男 大阪府

313 今井　葵月 ｲﾏｲ ｱｲﾙ 女 三重県 DOTE RACING

314 倉谷　実怜 ｸﾗﾀﾆ ﾐｻﾄ 女 愛知県

315 野口　湊平 ﾉｸﾞﾁ ｿｳﾍｲ 男 日野町

316 堀井　崚 ﾎﾘｲ ﾘｮｳ 男 大津市 team zenko

317 山添　悠仁 ﾔﾏｿﾞｴ ﾕｳﾄ 男 日野町

318 上山　瑛士 ｳｴﾔﾏ ｴｲｼﾞ 男 日野町

319 辻谷　憲信 ﾂｼﾞﾀﾆ ｹﾝｼﾝ 男 栗東市

320 森野　睦大 ﾓﾘﾉ ﾑﾂﾋﾛ 男 守山市

321 川島　万由子 ｶﾜｼﾏ ﾏﾕｺ 女 日野町 Bee Club

322 尾崎　葵 ｵｻﾞｷ ｱｵｲ 男 京都府
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501 谷川　莉玖 ﾀﾆｶﾞﾜ ﾘｸ 男 熊本県 SSPCアスリート熊本

502 大下　桔平 ｵｵｼﾀ ｷｯﾍﾟｲ 男 京都府

503 平野　拓真 ﾋﾗﾉ ﾀｸﾏ 男 大阪府

504 鬼頭　繁孝 ｷﾄｳ ｼｹﾞﾀｶ 男 愛知県

505 杉本　壮優 ｽｷﾞﾓﾄ ｿｳ 男 愛知県 ST

506 浅井　駈亜登 ｱｻｲ ｸｱﾄ 男 愛知県

507 渡邉　一路 ﾜﾀﾅﾍ ｲﾁﾛ 男 三重県

508 岡谷　夢音 ｵｶﾀﾆ ﾕﾒﾄ 男 近江八幡市 DRNF'e

509 松本　知樹 ﾏﾂﾓﾄ ﾄﾓｷ 男 東近江市

510 古川　柊斗 ﾌﾙｶﾜ ｼｭｳﾄ 男 三重県

511 米谷　健太郎 ｺﾒﾀﾆ ｹﾝﾀﾛｳ 男 大津市 京都花園高校自転車競技部

512 山﨑　然 ﾔﾏｻﾞｷ ｾﾞﾝ 男 近江八幡市 DRFNe

513 大黒　風飛 ﾀﾞｲｺｸ ﾌｳﾄ 男 近江八幡市 DRNFe

514 盛　佐輔 ﾓﾘ ｻｽｹ 男 近江八幡市

515 樋口　陽翔 ﾋｸﾞﾁ ﾊﾙﾄ 男 兵庫県

516 谷口　哉斗 ﾀﾆｸﾞﾁ ｶﾅﾄ 男 大津市 Team-SKKT

517 野澤　毅留 ﾉｻﾞﾜ ﾀｹﾙ 男 大阪府 大阪電気通信大学サイクリング部

451 藤田　幸芭 ﾌｼﾞﾀ ｻﾜ 女 甲賀市

452 杉藤　舞莉子 ｽｷﾞﾄｳ ﾏﾘｺ 女 草津市

都道府県 所属チーム
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7）チャレンジ（第１組）+チャレンジW　L5周　6.5㎞　　13：15～　17+2名
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8）チャレンジ（第２組）　L5周　6.5㎞　13：40～　16名

551 土手　敦耀 ﾄﾞﾃ ｱﾂｷ 男 栗東市

552 浅井　七音 ｱｻｲ ﾅｵﾄ 男 長浜市 長浜バイオ大学サイクリング部

553 高橋　海翔 ﾀｶﾊｼ ｶｲﾄ 男 草津市

554 眞下　絢也 ﾏｼﾓ ｼﾞｭﾝﾔ 男 大津市

555 今井　智紀 ｲﾏｲ ﾄﾓｷ 男 大津市

556 笹内　秀法 ｻｻｳﾁ ﾋﾃﾞﾉﾘ 男 大阪府 @ ミニベロ

557 塩満　幹 ｼｵﾐﾂ ﾐｷ 男 京都府 @ミニベロ

558 小笹　哲矢 ｵｻﾞｻ ﾃﾂﾔ 男 京都府 カッキーちゃんねる

559 久本　一貴 ﾋｻﾓﾄ ｶｽﾞｷ 男 京都府 山田商店

560 木村　剛志 ｷﾑﾗ ﾀｹｼ 男 福井県

561 森野　博之 ﾓﾘﾉ ﾋﾛﾕｷ 男 守山市

562 竹中　宏司 ﾀｹﾅｶ ﾋﾛｼ 男 兵庫県

563 森　滋彦 ﾓﾘ ｼｹﾞﾋｺ 男 大津市 FUKADA MAJIRING

564 清藤　司 ｷﾖﾌｼﾞ ﾂｶｻ 男 栗東市 チームLIFE

565 長谷川　功 ﾊｾｶﾞﾜ ｲｻｵ 男 福井県 nsg舞鶴

566 車谷　晴彦 ｸﾙﾏﾀﾆ ﾊﾙﾋｺ 男 兵庫県
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601 倉谷　希輝 ｸﾗﾀﾆ ｷﾗ 男 愛知県

602 森　風宝 ﾓﾘ ｶｻﾞﾎ 男 大津市 FUKADA MAJIRING

603 川井　知幸 ｶﾜｲ ﾄﾓﾕｷ 男 愛知県

604 谷口　哉斗 ﾀﾆｸﾞﾁ ｶﾅﾄ 男 大津市 Team-SKKT

605 上月　貴生 ｺｳｽﾞｷ ﾀｶｵ 男 兵庫県 富山高専

606 木本　晴琉 ｷﾓﾄ ﾊﾙ 男 京都府

607 田中　栄一 ﾀﾅｶ ｴｲｲﾁ 男 三重県

608 勝島　優人 ｶﾂｼﾏ ﾕｳﾄ 男 三重県

609 堅名　敦伎 ｹﾝﾅ ｱﾂｷ 男 日野町 D-RACING

610 山田　奈央 ﾔﾏﾀﾞ ﾅｵ 男 京都府

611 鳥元　厚志 ﾄﾘﾓﾄ ｱﾂｼ 男 栗東市 D-RACING

612 多田　剛士 ﾀﾀﾞ ﾂﾖｼ 男 三重県 teamスクアドラ

613 中島　幸治 ﾅｶｼﾞﾏ ｺｳｼﾞ 男 兵庫県

614 今井　隆文 ｲﾏｲ ﾀｶﾌﾐ 男 三重県 DOTE RACING

615 折戸　克成 ｵﾘﾄ ｶﾂﾅﾘ 男 岐阜県

616 山岡　豊治 ﾔﾏｵｶ ﾄﾖﾊﾙ 男 草津市

617 乙川　亮 ｵﾄｶﾞﾜ ﾘｮｳ 男 守山市 teamスクアドラ

701 宮田　直美 ﾐﾔﾀ ﾅｵﾐ 女 大津市 LOKO RACING

702 石山　真裕美 ｲｼﾔﾏ ﾏﾕﾐ 女 守山市 しゃぼ天シクロクロス

9）ビギナー（第１組）+ビギナーW　L7周　9.1㎞　14：00～　17+2名
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10）ビギナー（第２組）　L7周　9.1㎞　　14：30～　15名

651 藤林　将之 ﾌｼﾞﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾕｷ 男 守山市

652 佐藤　正光 ｻﾄｳ ﾏｻﾐﾂ 男 三重県

653 山本　敬太 ﾔﾏﾓﾄ ｹｲﾀ 男 京都府

654 高橋　栄司 ﾀｶﾊｼ ｴｲｼﾞ 男 愛知郡 ビワone

655 伊東　文彦 ｲﾄｳ ﾌﾐﾋｺ 男 野洲市 ロコレーシング

656 松本　茂 ﾏﾂﾓﾄ ｼｹﾞﾙ 男 日野町 LOKO Racing

657 廣岡　昇 ﾋﾛｵｶ ﾉﾎﾞﾙ 男 近江八幡市 LOKO Racing

658 柴田　勝人 ｼﾊﾞﾀ ﾏｻﾄ 男 彦根市 米原自転車部

659 松木　謙吉 ﾏﾂｷ ｹﾝｷﾁ 男 京都府 VC VELOCE Prossimo

660 伴　和典 ﾊﾞﾝ ｶｽﾞﾉﾘ 男 甲賀市 サイクルロードエイト

661 篠木　伸次 ｼﾉｷﾞ ｼﾝｼﾞ 男 三重県 ターミネーターRT

662 神原　千秋 ｶﾝﾊﾞﾗ ﾁｱｷ 男 埼玉県

663 大井　憲太郎 ｵｵｲ ｹﾝﾀﾛｳ 男 甲賀市 FUKADA まじりんぐ

664 伊澤　藤成 ｲｻﾞﾜ ﾌｼﾞｼｹﾞ 男 日野町 bee club 138

665 大平　清 ｵｵﾋﾗ ｷﾖｼ 男 三重県 ターミネーターRT
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801 谷　誠也 ﾀﾆ ｾｲﾔ 男 三重県

802 小林　暖空 ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾙｱ 男 野洲市

803 岡嶋　空良 ｵｶｼﾞﾏ ｿﾗ 男 京都府

804 福岡　玲 ﾌｸｵｶ ﾚｲ 男 日野町

805 川分　琉楓 ｶﾜｹ ﾘｲﾌ 男 彦根市 ライフレーシングクラブ

806 杉本　壮優 ｽｷﾞﾓﾄ ｿｳ 男 愛知県

807 村島　恵太 ﾑﾗｼﾏ ｹｲﾀ 男 湖南市 LOKO Racing

808 村島　悠太 ﾑﾗｼﾏ ﾕｳﾀ 男 湖南市 LOKO Racing

809 倉谷　侠俐 ｸﾗﾀﾆ ｶｲﾘ 男 愛知県

810 根崎　俊輔 ﾈｻﾞｷ ｼｭﾝｽｹ 男 大津市 瀬田工業高等学校

811 藤井　琥太郎 ﾌｼﾞｲ ｺﾀﾛｳ 男 大津市 滋賀県立瀬田工業高等学校

812 秋元　碧 ｱｷﾓﾄ ｱｵ 男 栃木県 北桑田高校

813 西園　元輝 ﾆｼｿﾞﾉ ｹﾞﾝｷ 男 栗東市 瀬田工業高校

814 知名　透真 ﾁﾅ ﾄｵﾏ 男 愛知県 ST

815 中田　晄輔 ﾅｶﾀ ｵｳｽｹ 男 栗東市 北桑田高校

816 佐野　大輔 ｻﾉ ﾀﾞｲｽｹ 男 大津市 瀬田工業高校

817 小島　多巧己 ｺｼﾞﾏ ﾀｸﾐ 男 東近江市

818 中嶌　絆貴 ﾅｶｼﾏ ﾎﾀﾞｶ 男 三重県 チーム長谷

819 辻　陸翔 ﾂｼﾞ ﾘｸﾄ 男 大津市

820 谷口　和真 ﾀﾆｸﾞﾁ ｶｽﾞﾏ 男 三重県 チーム長谷

901 西山　ひなた ﾆｼﾔﾏ ﾋﾅﾀ 女 栗東市 京都精華学園高校

11）スポーツ（第１組）+スポーツW　L9周　11.7㎞　14:55～　20+1名
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851 元尾　海斗 ﾓﾄｵ ｶｲﾄ 男 大津市 滋賀県立瀬田工業高等学校

852 上田　新芽 ｳｴﾀﾞ ｼﾝﾒ 男 大津市

853 中江　真也 ﾅｶｴ ｼﾝﾔ 男 大津市 滋賀県立瀬田工業高等学校

854 伊吹　幸将 ｲﾌﾞｷ ﾕｷﾏｻ 男 守山市 Shot bike engineering

855 眞野　敬太 ﾏﾉ ｹｲﾀ 男 愛知県

856 武田　柊 ﾀｹﾀﾞ ｼｭｳ 男 甲賀市 滋賀県立瀬田工業高等学校

857 上月　貴生 ｺｳｽﾞｷ ﾀｶｵ 男 兵庫県 富山高専

858 橋本　勝央 ﾊｼﾓﾄ ｼｮｳｵ 男 米原市 WHITE JACK

859 老原　大智 ｵｲﾊﾗ ﾀﾞｲﾁ 男 草津市

860 坂口　幸幹 ｻｶｸﾞﾁ ｺｳｷ 男 大津市 2%er

861 寺村　幸紘 ﾃﾗﾑﾗ ﾕｷﾋﾛ 男 守山市 キノコ派

862 古市　暢彦 ﾌﾙｲﾁ ﾉﾌﾞﾋｺ 男 三重県

863 古市　篤彦 ﾌﾙｲﾁ ｱﾂﾋｺ 男 三重県 三角ミサイル（菰野サイクリング）

864 田村　拓也 ﾀﾑﾗ ﾀｸﾔ 男 大津市

865 石山　大樹 ｲｼﾔﾏ ﾋﾛｷ 男 守山市 しゃぼ天シクロクロス

866 平位　昌嗣 ﾋﾗｲ ﾏｻｼ 男 大津市

867 伊藤　衛 ｲﾄｳ ﾏﾓﾙ 男 三重県 △ミサイル

868 保田　直哉 ﾔｽﾀﾞ ﾅｵﾔ 男 京都府 LOKO Racing

869 伊藤　隆久 ｲﾄｳ ﾀｶﾋｻ 男 大津市

870 杉藤　洋志 ｽｷﾞﾄｳ ﾋﾛｼ 男 草津市 瀬田漕艇倶楽部

中島商事カップ 第1回近江日野ジュニアクリテリウムINブルーメの丘　  エントリーリスト
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１2）スポーツ（第２組）　L9周　11.7㎞　　　15：30　　～　20名
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【併催】自転車教室　

11 森野　風音 ﾓﾘﾉ ｶｻﾞﾄ M 日野町 くまさん

13 山添　碧仁 ﾔﾏｿﾞｴ ｱｵﾄ M 日野町

14 高井　孜々丸 ﾀｶｲ ｼｼﾏﾙ M 日野町 TEAM TOMOMI

26 吉原　雄太郎 ﾖｼﾊﾗ ﾕｳﾀﾛｳ M 愛知県 DESTRA

28 今井　隆翔 ｲﾏｲ ﾀｹﾙ M 三重県 DOTE RACING

29 保田　京慶 ﾔｽﾀﾞ ｹｲ M 京都府

30 小笹　橙香 ｵｻﾞｻ ﾄｳｶ F 京都府 カッキーちゃんねる

51 武村　岳 ﾀｹﾑﾗ ｶﾞｸ M 日野町

56 伊藤　夏偉 ｲﾄｳ ｶｲ M 愛知県 THRAPPY

61 佐野　真麻 ｻﾉ ﾏｱｻ F 愛知県 ZERO BIKE FACTORY

64 米倉　陽 ﾖﾈｸﾗ ﾋﾏﾘ F 彦根市

106 増田　幹大 ﾏｽﾀﾞ ﾐｷﾀ M 近江八幡市 TEAM TOMOMI

165 米倉　玄 ﾖﾈｸﾗ ｹﾞﾝ M 彦根市

202 中島　隼 ﾅｶｼﾞﾏ ｼｭﾝ M 兵庫県

257 堀井　昴 ﾎﾘｲ ｽﾊﾞﾙ M 大津市 team zenko

263 佐野　将麻 ｻﾉ ｼｮｳﾏ M 愛知県 ZERO BIKE FACTORY

307 森野　天音 ﾓﾘﾉ ｱﾏﾈ F 日野町 くまさん

311 中尾　匡惺 ﾅｶｵ ｷｮｳｾｲ M 京都府

313 今井　葵月 ｲﾏｲ ｱｲﾙ F 三重県 DOTE RACING

314 倉谷　実怜 ｸﾗﾀﾆ ﾐｻﾄ F 愛知県

316 堀井　崚 ﾎﾘｲ ﾘｮｳ M 大津市 team zenko

317 山添　悠仁 ﾔﾏｿﾞｴ ﾕｳﾄ M 日野町

319 辻谷　憲信 ﾂｼﾞﾀﾆ ｹﾝｼﾝ M 栗東市

320 森野　睦大 ﾓﾘﾉ ﾑﾂﾋﾛ M 守山市

321 川島　万由子 ｶﾜｼﾏ ﾏﾕｺ F 日野町 Bee Club

【併催】補助輪外し教室

氏名 フリガナ 性別 都道府県 所属チーム

大島　凱里 ｵｵｼﾏ ｶｲﾘ M 東近江市

竹田　龍生 ﾀｹﾀﾞ ﾘｭｳｾｲ M 大津市
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