
No.
スタート

時刻
カテゴリー 周回数

距離
（km）

所要
時間

（分）

招集
開始
時刻

招集
終了
時刻

－ 7:30 試走－1（中学生以上）　7:50まで － － 20 － －

1 8:00 滋賀県選手権 9 周 19.8 34名 30 7:35 7:45

2-1 8:40
トロッフェ・バラッキ（中学生以上のペア）
　（第1組）女性＋男女混合

3 周 6.6 18ﾁｰﾑ 36 名 20 8:15 8:25

2-2 9:10
トロッフェ・バラッキ（中学生以上のペア）
（第2組）男性

3 周 6.6 20ﾁｰﾑ 40 名 20 8:45 8:55

3 9:40 クロモリ＆アルミリム＋滋賀県選手権（女子） 4 周 8.8 20 名＋ 9 名 25 9:15 9:25

4 10:15 Ｃ5H＋C5W 3 周 6.6 47 名＋ 9 名 15 9:50 10:00

5 10:40 Ｃ5L 3 周 6.6 47名 15 10:15 10:25

6 11:05 Ｃ1＋Ｃ2 12 周 26.4 28 名＋ 30 名 40 10:40 10:50

7 11:55
マスターズ（50歳以上）＆レジェンド（70歳
以上）＋U15（男女）

4 周 8.8 25 11:30 11:40

－ 12:30 試走－2（小学生） 12:40まで － － 10 － －

－ 12:40 試走－3（中学生以上）　12:50まで － － 10 － －

8 13:00 3歳～未就学児童 ※補助輪付でもＯＫ！ － 0.2 10 12:35 12:45

9 13:10 小学生1～2年生（男女） 1 周 2.2 (14 名＋ 6 名) 10 12:45 12:55

10 13:30
小学生3～4年生（男女）＋5～6年生（男女
N）

2 周 4.4 20 13:05 13:15

11 14:00 小学生5～6年生（男女Ｓ） 3 周 6.6 (23 名＋ 2 名) 20 13:35 13:45

－ 14:30 試走－4（中学生以上）　14:40まで － － 10 － －

12 14:50 Ｃ4H＋C4W 4 周 8.8 32 名＋ 5 名 20 14:25 14:35

13 15:20 Ｃ4L 4 周 8.8 33名 20 14:55 15:05

14 15:50 U18＋C3W 5 周 11.0 10 名＋ 4 名 20 15:25 15:35

15 16:20 C3 5 周 11.0 20 15:55 16:05

※各カテゴリーの「＋」は３０秒の時差スタートを示します。

○連絡事項

１．招集はゼッケン番号順とします。

２．サインシートは設置しません。競技役員が出走者確認を行います。

参加者合計 延べ 597名

－

27名

－

－

45名＆5名
＋(10名＋3名)

21名

(13名＋3名)
＋(4名＋1名)

エールコーポレーションカップ第10回守山野洲川クリテリウム タイムスケジュール

出場者数
（名、チーム）

－



1）滋賀県選手権 9周 19.8km 8時00分～ 34名

ｾﾞｯｹﾝ
No.

氏　名 フリガナ 性別 郡市 所属チーム

1 古野　裕介 ﾌﾙﾉ ﾕｳｽｹ M 米原市 White Jack

2 磯部　喜男 ｲｿﾍﾞ ﾖｼｵ M 野洲市 サイクルロードエイト

3 南條　翔也 ﾅﾝｼﾞｮｳ ｼｮｳﾔ M 栗東市 瀬田漕艇クラブ

4 濱田　伸一郎 ﾊﾏﾀﾞ ｼﾝｲﾁﾛｳ M 大津市 テツヲ

5 山本　哲男 ﾔﾏﾓﾄ ﾃﾂｵ M 草津市 テツヲ

6 村島　悠太 ﾑﾗｼﾏ ﾕｳﾀ M 湖南市 Loko Racing

7 辻　陸翔（OP) ﾂｼﾞ ﾘｸﾄ M 大津市 北桑田高校

8 前川　圭助 ﾏｴｶﾞﾜ ｹｲｽｹ M 米原市 White Jack

9 土井　基樹 ﾄﾞｲ ﾓﾄｷ M 野洲市 メタボ山岳部

10 志水　孝次 ｼﾐｽﾞ ｺｳｼﾞ M 大津市 ヤギ塾

11 金澤　遊 ｶﾅｻﾞﾜ ﾕｳ M 近江八幡市 KRSM

12 高田　進也 ﾀｶﾀﾞ ｼﾝﾔ M 長浜市 White Jack

13 高橋　健一 ﾀｶﾊｼ ｹﾝｲﾁ M 長浜市 White Jack

14 下村　新 ｼﾓﾑﾗ ｱﾗﾀ M 草津市 揉む揉む

15 元庄矢　崇仁 ﾓﾄｼｮｳﾔ ﾀｶﾋﾄ M 草津市

16 奥村　健一 ｵｸﾑﾗ ｹﾝｲﾁ M 草津市 ビワイチ会

17 逸崎　工 ｲﾂｻｷ ﾀｸﾐ M 彦根市 JETT

18 川分　琉楓 ｶﾜｹ ﾘｲﾌ M 彦根市 ライフレーシングクラブ

19 小川　祐毅 ｵｶﾞﾜ ﾕｳｷ M 彦根市

20 堀池　知也 ﾎﾘｲｹ ﾄﾓﾔ M 湖南市 サイクルロード8

21 福井　猛 ﾌｸｲ ﾀｹｼ M 愛荘町

22 福田　透 ﾌｸﾀﾞ ﾄｵﾙ M 近江八幡市 ナカガワAS・K’デザイン

23 中司　大輔 ﾅｶﾂｶｻ ﾀﾞｲｽｹ M 草津市 堀場製作所自転車倶楽部

24 藤原　成人 ﾌｼﾞﾊﾗ ﾅﾙﾄ M 東近江市 kcr

25 端　祭季 ﾊｼ ｻｲｷ M 大津市

26 篁　佳太 ﾀｶﾑﾗ ｹｲﾀ M 守山市 STRADA

27 老原　大智 ｵｲﾊﾗ ﾀﾞｲﾁ M 草津市 LOKO RACING 

28 小島　多巧己 ｺｼﾞﾏ ﾀｸﾐ M 東近江市 瀬田工業自転車競技部

29 佐野　大輔 ｻﾉ ﾀﾞｲｽｹ M 大津市 瀬田工業高校

30 伊吹　幸将 ｲﾌﾞｷ ﾕｷﾏｻ M 守山市

31 内貴　広明 ﾅｲｷ ﾋﾛｱｷ M 大津市

32 南　広樹 ﾐﾅﾐ ﾋﾛｷ M 大津市 TeamZenko

33 白崎　公平 ｼﾗｻｷ ｺｳﾍｲ M 近江八幡市

34 池部　哲夫 ｲｹﾍﾞ ﾃﾂｵ M 草津市 FUKADAまじりんぐ

35 小林　暖空 ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾙｱ M 野洲市



2-1）トロッフェ・バラッキ（第1組）3周　6.6km　8時40分～　18チーム

ｾﾞｯｹﾝ
No.

出走
時間

チーム名 区分 氏　名 フリガナ 性別
郡市
府県

老原　由恵 ｵｲﾊﾗ ﾖｼｴ F 草津市

村島　久美子 ﾑﾗｼﾏ ｸﾐｺ F 湖南市

楠本　宏樹 ｸｽﾓﾄ ﾋﾛｷ M 三重県

片岡　十萌 ｶﾀｵｶ ﾄﾓｴ F 三重県

Sandu　Ionut ｻﾝﾄﾞｩ ﾖﾉﾂ M 京都府

Baranyai　Krisztina ﾎﾞﾛﾆｮｲ ｸﾘｽﾃｨﾅ F 京都府

宮田　直美 ﾐﾔﾀ ﾅｵﾐ F 大津市

保田　直哉 ﾔｽﾀﾞ ﾅｵﾔ M 京都府

香月　晶 ｶﾂｷ ｱｷﾗ F 大阪府

寺門　徹 ﾃﾗｶﾄﾞ ﾄｵﾙ M 大阪府

勝水　拓也 ｶﾂﾐｽﾞ ﾀｸﾔ M 奈良県

辻之内　真理 ﾂｼﾞﾉｳﾁ ﾏﾘ F 奈良県

五百蔵　雅之 ｲｵﾛｲ ﾏｻﾕｷ M 大阪府

五百蔵　佳代 ｲｵﾛｲ ｶﾖ F 大阪府

和田　潮里 ﾜﾀﾞ ｼｵﾘ F 大阪府

村井　寛 ﾑﾗｲ ﾋﾛｼ M 兵庫県

文野　一輝 ﾌﾞﾝﾉ ｶｽﾞｱｷ M 大阪府

奧　美和子 ｵｸ ﾐﾜｺ F 大阪府

足立　岳志 ｱﾀﾞﾁ ﾀｹｼ M 奈良県

本多　優 ﾎﾝﾀﾞ ﾕｳ F 大阪府

安田　忠勲 ﾔｽﾀﾞ ﾀﾀﾞｲｻ M 兵庫県

寺本　麻衣 ﾃﾗﾓﾄ ﾏｲ F 兵庫県

川田　祐之 ｶﾜﾀﾞ ﾕｳｼ M 大阪府

松井　佐知子 ﾏﾂｲ ｻﾁｺ F 大阪府

林　孝英 ﾊﾔｼ ﾀｶﾋﾃﾞ M 岐阜県

林　明美 ﾊﾔｼ ｱｹﾐ F 岐阜県

福　隼人 ﾌｸ ﾊﾔﾄ M 奈良県

阪口　久美子 ｻｶｸﾞﾁ ｸﾐｺ F 大阪府

殿村　和也 ﾄﾉﾑﾗ ｶｽﾞﾔ M 石川県

藤原　里絵子 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾘｴｺ F 石川県

柳澤　麗絵 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾘｴ F 京都府

岡本　大介 ｵｶﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ M 大阪府

山谷　早苗 ﾔﾏﾀﾆ ｻﾅｴ F 大阪府

前田　義範 ﾏｴﾀﾞ ﾖｼﾉﾘ M 大阪府

南　広樹 ﾐﾅﾐ ﾋﾛｷ M 大津市

南　芙美子 ﾐﾅﾐ ﾌﾐｺ F 大津市

8:44:15576

混合

566

8:42:15

8:42:30

つうばいつうR

567

568

8:41:30

8:41:45

8:42:00

569
GSJシルバー
コレクター

570 夢洲火曜練

574 8:43:45

575 8:44:00

571

572

563 LOKO RACING

564 きらりんレーシング

565 EURO-WORKS Racing

8:40:45

8:41:00

8:41:15

551

TeamZenko

561

LOKO Racing

562

Nerebani

8:40:00

8:40:15

8:40:30

女性

混合

混合

混合

混合

混合

混合

混合

混合

混合

混合

混合

混合

混合

混合

混合

混合573

ミモザ

大垣ピストンズ
チームモンキチ

ちゅうちゅう山岳部

TTGミトロングV

577 8:44:30

8:43:00

8:43:15

8:43:30

TRAP

TeamZenko



2-2）トロッフェ・バラッキ（第2組）3周　6.6km　9時10分～　20チーム

津田　大次郎 ﾂﾀﾞ ﾀﾞｲｼﾞﾛｳ M 三重県

小坂　悠人 ｺｻｶ ﾕｳﾄ M 東京都

石居　一哉 ｲｼｲ ｶｽﾞﾔ M 彦根市

下　佳晃 ｼﾓ ﾖｼｱｷ M 大津市

小川　祐毅 ｵｶﾞﾜ ﾕｳｷ M 彦根市

大家　篤 ｵｵﾔ ｱﾂｼ M 大津市

梅川　陸 ｳﾒｶﾜ ﾘｸ M 大阪府

岡本　涼 ｵｶﾓﾄ ﾘｮｳ M 大阪府

永口　裕士 ｴｸﾞﾁ ﾕｳｼﾞ M 大阪府

中西　雅人 ﾅｶﾆｼ ﾏｻﾄ M 大阪府

松田　健吾 ﾏﾂﾀﾞ ｹﾝｺﾞ M 守山市

守谷　勇毅 ﾓﾘﾔ ﾕｳｷ M 野洲市

和坂　素材 ﾜｻｶ ﾓﾄｷ M 和歌山県

池田　豊 ｲｹﾀﾞ ﾕﾀｶ M 和歌山県

風本　秀明 ｶｾﾞﾓﾄ ﾋﾃﾞｱｷ M 京都府

福井　聖 ﾌｸｲ ﾀｶｼ M 大津市

岩崎　嶺 ｲﾜｻｷ ﾚｲ M 京都府

行田　良和 ﾕｷﾀ ﾖｼｶｽﾞ M 大阪府

篠田　淳史 ｼﾉﾀﾞ ｱﾂｼ M 愛知県

近藤　健介 ｺﾝﾄﾞｳ ｹﾝｽｹ M 愛知県

今川　海斗 ｲﾏｶﾞﾜ ｶｲﾄ M 愛知県

松本　佳朗 ﾏﾂﾓﾄ ﾖｼｱｷ M 愛知県

西尾　哲史 ﾆｼｵ ｻﾄｼ M 兵庫県

國澤　佳明 ｸﾆｻﾜ ﾖｼｱｷ M 兵庫県

奥山　敦夫 ｵｸﾔﾏ ｱﾂｵ M 大津市

池野　聡一 ｲｹﾉ ｿｳｲﾁ M 京都府

末廣　晃一 ｽｴﾋﾛ ｺｳｲﾁ M 岐阜県

高田　侑亮 ﾀｶﾀﾞ ﾕｳｽｹ M 岐阜県

杉本　勇二 ｽｷﾞﾓﾄ ﾕｳｼﾞ M 愛知県

長江　浩穂 ﾅｶﾞｴ ﾋﾛﾎ M 岐阜県

一色　寛之 ｲｯｼｷ ﾋﾛﾕｷ M 奈良県

伊藤　隆久 ｲﾄｳ ﾀｶﾋｻ M 大津市

藤田　隼也 ﾌｼﾞﾀ ｼﾞｭﾝﾔ M 大阪府

松村　長人 ﾏﾂﾑﾗ ﾅｶﾞﾄ M 奈良県

島口　絢伍 ｼﾏｸﾞﾁ ｹﾝｺﾞ M 静岡県

深谷　優光 ﾌｶﾔ ﾏｻﾐﾂ M 愛知県

多賀　良成 ﾀｶﾞ ﾖｼﾅﾘ M 米原市

坂　直之 ﾊﾞﾝ ﾅｵﾕｷ M 岐阜県

川崎　嘉久 ｶﾜｻｷ ﾖｼﾋｻ M 岐阜県

古閑　祥三 ｺｶﾞ ｼｮｳｿﾞｳ M 愛知県

9:14:00

ｾﾞｯｹﾝ
No.

出走
時間

チーム名

花園高校

581

582

583

584

585

587

586

588

589

590

591

592

600 9:14:45 Nerebani 男性

男性

ZIPPY CYCLE
CLUB

男性

598 9:14:15 mkw 男性

596 9:13:45

594

595

599 9:14:30

597

氏　名 フリガナ 性別
郡市
府県

男性

ピストンズＲ 男性

創一電工レーシング 男性

男性

男性

区分

男性

もちもちレーシング

ストラーダバイシクルズ

チーム磯野家

CTK Racing

サニーサイド

男性

男性

男性

593

男性

男性

男性

男性

男性

男性

男性

9:12:45

9:13:00

9:13:15

9:13:30

DRONE

オルクドールT.N.

9:10:00

9:10:15

9:10:30

9:10:45

9:11:00

9:11:15

9:11:30

9:11:45

9:12:00

9:12:15

9:12:30

TEAM CSK

ぴっとレーシング
チーム

ぴっとレーシング
チーム



3-1）クロモリ＆アルミリム 4周 8.8km 9時40分～ 20名

ｾﾞｯｹﾝ
No.

氏　名 フリガナ 性別
郡市
府県

所属チーム

531 堀田　マナブ ﾎｯﾀ ﾏﾅﾌﾞ M 京都府 teamまんま＆米俵

532 中村　誠 ﾅｶﾑﾗ ﾏｺﾄ M 東近江市 team WAKO'S

533 荻田　浩行 ｵｷﾞﾀ ﾋﾛﾕｷ M 京都府 HyakuCycle

534 横尾　治彦 ﾖｺｵ ﾊﾙﾋｺ M 大阪府 チーム泥んこプロレス

535 Sandu　Ionut ｻﾝﾄﾞｩ ﾖﾉﾂ M 京都府 TeamZenko 

536 下村　英男 ｼﾓﾑﾗ ﾋﾃﾞｵ M 大阪府 ナカガワAS.K'デザイン

537 下村　新 ｼﾓﾑﾗ ｱﾗﾀ M 草津市 揉む揉む

538 松井　久 ﾏﾂｲ ﾋｻｼ M 大阪府 ペダル

539 西原　雄一郎 ﾆｼﾊﾗ ﾕｳｲﾁﾛｳ M 大阪府 中川茂レーシングチーム

540 藤原　成人 ﾌｼﾞﾊﾗ ﾅﾙﾄ M 東近江市 kcr

541 山崎　孝治 ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｶﾊﾙ M 京都府

542 深田　宏 ﾌｶﾀﾞ ﾋﾛｼ M 草津市 fukada  まじりんぐ

543 村井　寛 ﾑﾗｲ ﾋﾛｼ M 兵庫県 パナソニックレーシング

544 澤井　正和 ｻﾜｲ ﾏｻｶｽﾞ M 兵庫県

545 山本　直樹 ﾔﾏﾓﾄ ﾅｵｷ M 近江八幡市 金属フレーム愛好会

546 飛田　晋太郎 ﾋﾀﾞ ｼﾝﾀﾛｳ M 守山市

547 増見　浩気 ﾏｽﾐ ﾋﾛｷ M 兵庫県 ネギトロレーシング

548 小賀野　晃 ｵｶﾞﾉ ｱｷﾗ M 大津市 ナカガワRC

549 佐藤　亨 ｻﾄｳ ﾄｵﾙ M 大阪府 BRAC

550 山岡　豊治 ﾔﾏｵｶ ﾄﾖﾊﾙ M 草津市

3-2）滋賀県選手権（女子） 4周 8.8km 9時40分30秒～ 9名

41 宮田　直美 ﾐﾔﾀ ﾅｵﾐ F 大津市 LOKO RACING

42 川野　里奈 ｶﾜﾉ ﾘﾅ F 近江八幡市

43 南　芙美子 ﾐﾅﾐ ﾌﾐｺ F 大津市 TeamZenko

44 古野　典子 ﾌﾙﾉ ﾉﾘｺ F 米原市 white jack

45 知田　深和子 ﾁﾀﾞ ﾐﾜｺ F 長浜市 滋賀県庁自転車部

46 杉藤　百倖 ｽｷﾞﾄｳ ﾓﾓｺ F 草津市

47 杉浦　柚季 ｽｷﾞｳﾗ ﾕｷ F 守山市

48 宮城　葵 ﾐﾔｷﾞ ｱｵｲ F 大津市

49 西山　ひなた ﾆｼﾔﾏ ﾋﾅﾀ F 栗東市 京都精華学園高校

所属チーム
ｾﾞｯｹﾝ
No.

氏　名 フリガナ 性別
郡市
府県



4-1）C5H 3周 6.6km 10時15分～ 47名

ｾﾞｯｹﾝ
No.

氏　名 フリガナ 性別
郡市
府県

所属チーム

241 丸山　正史 ﾏﾙﾔﾏ ﾏｻｼ M 大津市

242 折戸　克成 ｵﾘﾄ ｶﾂﾅﾘ M 岐阜県

243 近藤　哲司 ｺﾝﾄﾞｳ ﾃﾂｼﾞ M 草津市

244 柿野　耕我 ｶｷﾉ ｺｳｶﾞ M 守山市

245 山崎　克 ﾔﾏｻﾞｷ ｶﾂ M 草津市 STRADA

246 西田　基宏 ﾆｼﾀﾞ ﾓﾄﾋﾛ M 東近江市 上平木町自転車部（仮）

247 今本　幸則 ｲﾏﾓﾄ ﾕｷﾉﾘ M 近江八幡市

248 阪本　信昇 ｻｶﾓﾄ ﾏｻﾉﾘ M 岐阜県 大杉バイシクルクラブ

249 高橋　望 ﾀｶﾊｼ ﾉｿﾞﾑ M 守山市 滋賀県庁自転車部

250 安藤　裕之 ｱﾝﾄﾞｳ ﾋﾛﾕｷ M 岡山県

251 小立　徹 ｵﾀﾞﾁ ﾄｵﾙ M 草津市

252 土井　基樹 ﾄﾞｲ ﾓﾄｷ M 野洲市 メタボ山岳部

253 田村　和浩 ﾀﾑﾗ ｶｽﾞﾋﾛ M 大津市

254 宮川　享久 ﾐﾔｶﾞﾜ ﾀｶﾋｻ M 長浜市

255 益田　明 ﾏｽﾀﾞ ｱｷﾗ M 草津市 立川CS Racing

256 坂本　俊彦 ｻｶﾓﾄ ﾄｼﾋｺ M 野洲市

257 末廣　晃一 ｽｴﾋﾛ ｺｳｲﾁ M 岐阜県 DRONE

258 奥山　敦夫 ｵｸﾔﾏ ｱﾂｵ M 大津市 創一電工レーシング

259 石居　一哉 ｲｼｲ ｶｽﾞﾔ M 彦根市

260 松本　茂 ﾏﾂﾓﾄ ｼｹﾞﾙ M 日野町 LOKO Racing

261 田中　諒 ﾀﾅｶ ﾘｮｳ M 高知県

262 武井　亮祐 ﾀｹｲ ﾘｮｳｽｹ M 大阪府

263 永口　裕士 ｴｸﾞﾁ ﾕｳｼﾞ M 大阪府 CTK Racing

264 中西　雅人 ﾅｶﾆｼ ﾏｻﾄ M 大阪府 CTK Racing

265 柴田　勝人 ｼﾊﾞﾀ ﾏｻﾄ M 彦根市

266 関口　寛之 ｾｷｸﾞﾁ ﾋﾛﾕｷ M 奈良県 EURO-WORKS Racing

267 多賀　徳男 ﾀｶﾞ ﾉﾘｵ M 長浜市

268 塩満　幹 ｼｵﾐﾂ ﾐｷ M 京都府 @ミニベロ

269 坂本　陽介 ｻｶﾓﾄ ﾖｳｽｹ M 近江八幡市 ストラーダレーシング

270 内田　隼一 ｳﾁﾀﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ M 大阪府

271 西尾　彰宏 ﾆｼｵ ｱｷﾋﾛ M 守山市 STRADA Riders

272 井上　泰範 ｲﾉｳｴ ﾔｽﾉﾘ M 東近江市

273 井上　和馬 ｲﾉｳｴ ｶｽﾞﾏ M 東近江市

274 金澤　裕貴 ｶﾅｻﾞﾜ ﾕｳｷ M 大阪府

275 永田　大和 ﾅｶﾞﾀ ﾋﾛｶｽﾞ M 京都府 IRIEVIBESCYCLING

276 鈴木　将之 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾕｷ M 大津市 Les bandits

277 網野　友弘 ｱﾐﾉ ﾄﾓﾋﾛ M 栗東市

278 岩谷　圭太 ｲﾜﾀﾆ ｹｲﾀ M 奈良県 DOGHOUSEチャリ部

279 阪下　肇 ｻｶｼﾀ ﾊｼﾞﾒ M 奈良県 EURO-WORKS Racing

280 萩尾　正博 ﾊｷﾞｵ ﾏｻﾋﾛ M 大津市

281 藤田　裕也 ﾌｼﾞﾀ ﾕｳﾔ M 草津市

282 廣瀬　孝基 ﾋﾛｾ ﾀｶｷ M 京都府

283 大里　和広 ｵｵｻﾄ ｶｽﾞﾋﾛ M 三重県

284 小寺　潤一 ｺﾃﾗ ｼﾞｭﾝｲﾁ M 京都府

285 松本　知也 ﾏﾂﾓﾄ ﾄﾓﾔ M 兵庫県 まいくろらいだぁす！

286 小川　哲 ｵｶﾞﾜ ｻﾄｼ M 守山市 スクアドラ滋賀守山

287 笹井　陽介 ｻｻｲ ﾖｳｽｹ M 草津市



4-2）C5W 3周 6.6km 10時15分30秒～ 9名

ｾﾞｯｹﾝ
No.

氏　名 フリガナ 性別
郡市
府県

所属チーム

341 阪本　実樹 ｻｶﾓﾄ ﾐｷ F 岐阜県 大杉バイシクルクラブ

342 岩崎　蘭世 ｲﾜｻｷ ﾗﾝｾﾞ F 甲賀市 konchi racing

343 香月　晶 ｶﾂｷ ｱｷﾗ F 大阪府 きらりんれーしんぐ

344 田中　麻友美 ﾀﾅｶ ﾏﾕﾐ F 京都府

345 喜捨　真和子 ｷｽﾃ ﾐﾜｺ F 京都府

346 杉藤　舞莉子 ｽｷﾞﾄｳ ﾏﾘｺ F 草津市

347 杉浦　柚季 ｽｷﾞｳﾗ ﾕｷ F 守山市

348 大浦　玲音 ｵｵｳﾗ ﾚｵﾝ F 兵庫県 飾磨工業高校

349 山田　真澄 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｽﾐ F 京都府



5）C5L 3周 6.6km 10時40分～ 47名

ｾﾞｯｹﾝ
No.

氏　名 フリガナ 性別
郡市
府県

所属チーム

291 眞下　絢也 ﾏｼﾓ ｼﾞｭﾝﾔ M 大津市

292 中村　勇斗 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾄ M 東近江市 konchi racing

293 秋山　志々大 ｱｷﾔﾏ ｼｼｵ M 京都府 保津川トライアスロン倶楽部

294 尾原　禎幸 ｵﾊﾗ ﾄﾓﾕｷ M 長浜市 滋賀県庁自転車部

295 山分　峻作 ﾔﾏﾜｹ ｼｭﾝｻｸ M 大阪府 ネギトロレーシング

296 森田　直輝 ﾓﾘﾀ ﾅｵｷ M 大阪府 ナルックス株式会社自転車部

297 四方　麻旺 ｼｶﾀ ﾏｵ M 愛知県

298 服部　有真 ﾊｯﾄﾘ ﾕｳﾏ M 岐阜県 カンピオーネ

299 鎌田　奨也 ｶﾏﾀﾞ ｼｮｳﾔ M 兵庫県

300 大谷　正太 ｵｵﾀﾆ ｾｲﾀ M 大阪府

301 中野　敬太 ﾅｶﾉ ｹｲﾀ M 大阪府 CTK Racing

302 砂田　大志 ｽﾅﾀﾞ ﾀﾞｲｼ M 兵庫県

303 砂田　健志 ｽﾅﾀﾞ ｹﾝｼ M 大阪府

304 松田　龍貴 ﾏﾂﾀﾞ ﾘｭｳｷ M 大阪府

305 豊田　大道 ﾄﾖﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ M 大阪府

306 大下　桔平 ｵｵｼﾀ ｷｯﾍﾟｲ M 京都府

307 根本　凌 ﾈﾓﾄ ﾘｮｳ M 大津市 Team RYOMA

308 笹内　秀法 ｻｻｳﾁ ﾋﾃﾞﾉﾘ M 大阪府 @ミニベロ

309 山崎　和人 ﾔﾏｻﾞｷ ｶｽﾞﾄ M 東近江市

310 新田　和輝 ﾆｯﾀ ｶｽﾞｷ M 石川県

311 山下　裕誠 ﾔﾏｼﾀ ﾕｳｾｲ M 兵庫県 セルカリオレーシング

312 今川　小次郎 ｲﾏｶﾞﾜ ｺｼﾞﾛｳ M 大津市 team_skkt

313 工藤　大和 ｸﾄﾞｳ ﾔﾏﾄ M 守山市

314 高間　洋祐 ﾀｶﾏ ﾖｳｽｹ M 大津市 スクアドラ

315 塩貝　黎 ｼｵｶﾞｲ ﾚｲ M 京都府

316 星野　光紀 ﾎｼﾉ ﾐﾂｷ M 愛知県

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

318 松島　龍之介 ﾏﾂｼﾏ ﾘｭｳﾉｽｹ M 岐阜県 TEAM SKKT

319 山田　奈央 ﾔﾏﾀﾞ ﾅｵ M 京都府 山田商店

320 樋口　陽翔 ﾋｸﾞﾁ ﾊﾙﾄ M 兵庫県 Lontano 宝塚

321 臼井　勇人 ｳｽｲ ﾊﾔﾄ M 野洲市

322 林　亮汰 ﾊﾔｼ ﾘｮｳﾀ M 岐阜県 ベビポットルンルン

323 小林　柊友 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋｭｳ M 岐阜県 ベビポットルンルン

324 森田　渉 ﾓﾗﾀ ﾜﾀﾙ M 岐阜県 ゴリパッドマルマル

325 金森　祐樹 ｶﾅﾓﾘ ﾕｳｷ M 岐阜県 ベビポットルンルン

326 三浦　蒼大 ﾐｳﾗ ｿｳﾀ M 三重県

327 古川　柊斗 ﾌﾙｶﾜ ｼｭｳﾄ M 三重県

328 田之上　航汰 ﾀﾉｳｴ ｺｳﾀ M 湖南市 LOKO　RACING

329 吉田　光宏 ﾖｼﾀﾞ ﾐﾂﾋﾛ M 大津市

330 大里　真琴 ｵｵｻﾄ ﾏｺﾄ M 三重県

331 男　大橋昂明 ｵｵﾊｼ ｺｳﾒｲ M 近江八幡市

332 大黒　風飛 ﾀﾞｲｺｸ ﾌｳﾄ M 近江八幡市

333 松本　大悟 ﾏﾂﾓﾄ ﾀﾞｲｺﾞ M 兵庫県 まいくろらいだぁす！

334 人西　一希 ﾋﾄﾆｼ ｶｽﾞｷ M 京都府 VC VELOCE Prossimo

335 田中　栄一 ﾀﾅｶ ｴｲｲﾁ M 三重県

336 松尾　恵人 ﾏﾂｵ ｹｲﾄ M 京都府 RCC

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



6-1）C1 12周 26.4km 11時05分～ 28名

ｾﾞｯｹﾝ
No.

氏　名 フリガナ 性別
郡市
府県

所属チーム

51 金子　和裕 ｶﾈｺ ｶｽﾞﾋﾛ M 石川県 TTG ミトロング-V

52 高辻　修造 ﾀｶﾂｼﾞ ｼｭｳｿﾞｳ M 石川県

53 Sandu　Ionut ｻﾝﾄﾞｩ ﾖﾉﾂ M 京都府 TeamZenko 

54 荒木　樹 ｱﾗｷ ﾀﾂﾞﾙ M 石川県 TTGミトロング-V

55 辻　陸翔 ﾂｼﾞ ﾘｸﾄ M 大津市 北桑田高校

56 川崎　嘉久 ｶﾜｻｷ ﾖｼﾋｻ M 岐阜県 TeamZenko

57 福田　透 ﾌｸﾀﾞ ﾄｵﾙ M 近江八幡市 ナカガワAS・K’デザイン

58 井上　人志 ｲﾉｳｴ ﾋﾄｼ M 大阪府 VC VELOCE

59 高山　恭彰 ﾀｶﾔﾏ ﾔｽｱｷ M 大阪府 max speed 97

60 中司　大輔 ﾅｶﾂｶｻ ﾀﾞｲｽｹ M 草津市 堀場製作所自転車倶楽部

61 藤田　雅史 ﾌｼﾞﾀ ﾏｻﾌﾐ M 京都府 Team　hsj

62 山崎　諭 ﾔﾏｻﾞｷ ｻﾄｼ M 愛知県 松邨柔道クラブ

63 榊原　喬大 ｻｶｷﾊﾞﾗ ｷｮｳﾀ M 愛知県

64 郷原　輝久 ｺﾞｳﾊﾗ ﾃﾙﾋｻ M 京都府 Team hsj

65 坊　重輝 ﾎﾞｳ ｼｹﾞｷ M 京都府 Team hsj

66 岩井　和也 ｲﾜｲ ｶｽﾞﾔ M 京都府 岩井商会レーシング

67 勝水　拓也 ｶﾂﾐｽﾞ ﾀｸﾔ M 奈良県 TeamZenko

68 城島　大樹 ｼﾞｮｳｼﾞﾏ ﾀﾞｲｷ M 京都府 hsj

69 中村　将也 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾔ M 大阪府 MiNERVA-asahi

70 河村　敦人 ｶﾜﾑﾗ ｱﾂﾄ M 埼玉県 EXTENDED VAX SAYAMA

71 河西　秀介（OP） ｶﾜﾆｼ ｼｭｳｽｹ M 大阪府 outdoorlife racing

72 篠田　淳史 ｼﾉﾀﾞ ｱﾂｼ M 愛知県 ぴっとレーシングチーム

73 山本　大貴 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛｷ M 三重県 MAX SPEED97

74 岩崎　嶺 ｲﾜｻｷ ﾚｲ M 京都府 TEAM CSK

75 今川　海斗 ｲﾏｶﾞﾜ ｶｲﾄ M 愛知県 ぴっとレーシングチーム

76 加藤　功也 ｶﾄｳ ﾖｼﾅﾘ M 三重県 MAX SPEED 97

77 南　広樹 ﾐﾅﾐ ﾋﾛｷ M 大津市 TeamZenko

78 丹羽　優輔 ﾆﾜ ﾕｳｽｹ M 京都府 team hsj



6-2）C2 12周 26.4km 11時05分30秒～ 30名

ｾﾞｯｹﾝ
No.

氏　名 フリガナ 性別
郡市
府県

所属チーム

81 古野　裕介 ﾌﾙﾉ ﾕｳｽｹ M 米原市 white jack

82 南條　翔也 ﾅﾝｼﾞｮｳ ｼｮｳﾔ M 栗東市 瀬田漕艇クラブ

83 金澤　遊 ｶﾅｻﾞﾜ ﾕｳ M 近江八幡市 KRSM

84 高田　進也 ﾀｶﾀﾞ ｼﾝﾔ M 長浜市 WhiteJack

85 高橋　健一 ﾀｶﾊｼ ｹﾝｲﾁ M 長浜市 White Jack

86 下村　新 ｼﾓﾑﾗ ｱﾗﾀ M 草津市 揉む揉む

87 端　祭季 ﾊｼ ｻｲｷ M 大津市

88 篁　佳太 ﾀｶﾑﾗ ｹｲﾀ M 守山市 STRADA

89 白崎　公平 ｼﾗｻｷ ｺｳﾍｲ M 近江八幡市

90 谷井　年久 ﾀﾆｲ ﾄｼﾋｻ M 石川県 ケッヘルVCスプートニク

91 堀　浩之 ﾎﾘ ﾋﾛﾕｷ M 石川県 バルバクラブカナザワ

92 守屋　寿人 ﾓﾘﾔ ﾋｻﾄ M 三重県 モーリートレード株式会社

93 近藤　健介 ｺﾝﾄﾞｳ ｹﾝｽｹ M 愛知県 ぴっとレーシングチーム

94 足立　岳志 ｱﾀﾞﾁ ﾀｹｼ M 奈良県 GSJ

95 齋木　幸太 ｻｲｷ ｺｳﾀ M 京都府 Team  hsj

96 神谷　崇大 ｶﾐﾔ ﾀｶﾋﾛ M 京都府

97 山中　慶一 ﾔﾏﾅｶ ｹｲｲﾁ M 大阪府

98 松岡　直継 ﾏﾂｵｶ ﾅｵﾂｸﾞ M 三重県 3stacks

99 松本　佳朗 ﾏﾂﾓﾄ ﾖｼｱｷ M 愛知県 ぴっとレーシングチーム

100 古市　篤彦 ﾌﾙｲﾁ ｱﾂﾋｺ M 三重県 三角ミサイル

101 木下　雅貴 ｷﾉｼﾀ ﾏｻｷ M 京都府 masahikomifune.com Cycling Team

102 清親　佑太 ｷﾖﾁｶ ﾕｳﾀ M 愛知県  MAX SPEED97

103 福　隼人 ﾌｸ ﾊﾔﾄ M 奈良県 GSJ

104 井戸田　直樹 ｲﾄﾞﾀ ﾅｵｷ M 愛知県 BREZZA-KAMIHAGI

105 水野　磨玖 ﾐｽﾞﾉ ﾏﾙｸ M 京都府 Team hsj

106 加藤　貴大 ｶﾄｳ ﾀｶﾋﾛ M 三重県 三重大学

107 河原林　大和 ｶﾜﾗﾊﾞﾔｼ ﾔﾏﾄ M 京都府 Team hsj

108 桝内　雄成 ﾏｽｳﾁ ﾕｳｾｲ M 愛知県 三重大学自転車競技部

109 佐々木　賢研 ｻｻｷ ｹﾝﾄ M 京都府 CONCEPT FORCE Cyclisme equipment

110 田中　まさき ﾀﾅｶ ﾏｻｷ F 京都府  PRT KOSEKI 金生堂



7-1）マスターズ（50歳以上）&レジェンド（70歳以上男） 4周 8.8km 11時55分～ 45＋5名

ｾﾞｯｹﾝ
No.

氏　名 フリガナ 性別 郡市 府県 所属チーム

401 臺野　一郎 ﾀﾞｲﾉ ｲﾁﾛｳ M 京都府

402 萩原　智樹 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾄﾓｷ M 兵庫県 グランデパール播磨

403 堀田　マナブ ﾎｯﾀ ﾏﾅﾌﾞ M 京都府 teamまんま＆米俵

404 水田　昌宏 ﾐｽﾞﾀ ﾏｻﾋﾛ M 大阪府 CWASPアタリ前田

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

406 山本　敬太 ﾔﾏﾓﾄ ｹｲﾀ M 京都府

407 盛田　裕紀 ﾓﾘﾀ ﾕｳｷ M 愛知県 ユーロード

408 下村　英男 ｼﾓﾑﾗ ﾋﾃﾞｵ M 大阪府 ナカガワAS.K'デザイン

409 河野　勝義 ｶﾜﾉ ｶﾂﾖｼ M 大阪府 大杉走輪

410 小西　竜也 ｺﾆｼ ﾀﾂﾔ M 近江八幡市 ライフレーシングクラブ

411 吉川　伸 ﾖｼｶﾜ ｼﾝ M 奈良県 チーム米俵

412 川瀬　重明 ｶﾜｾ ｼｹﾞｱｷ M 東近江市

413 林　貴博 ﾊﾔｼ ﾀｶﾋﾛ M 草津市

414 内山　尚之 ｳﾁﾔﾏ ﾅｵﾕｷ M 石川県 バルバクラブカナザワ

415 前川　圭助 ﾏｴｶﾞﾜ ｹｲｽｹ M 米原市 white jack

416 前田　義範 ﾏｴﾀﾞ ﾖｼﾉﾘ M 大阪府 TRAP

417 横尾　治彦 ﾖｺｵ ﾊﾙﾋｺ M 大阪府 チーム泥んこプロレス

418 南里　勝由 ﾅﾝﾘ ｶﾂﾖｼ M 徳島県 徳島サイクルレーシング

419 廣瀬　功 ﾋﾛｾ ｲｻｵ M 野洲市 ほわいとじゃっくにぐん

420 長谷川　功 ﾊｾｶﾞﾜ ｲｻｵ M 福井県 nsg舞鶴

421 松井　久 ﾏﾂｲ ﾋｻｼ M 大阪府 ペダル

422 深尾　繁治 ﾌｶｵ ｼｹﾞﾊﾙ M 大津市 FUKADAまじりんぐ

423 松木　謙吉 ﾏﾂｷ ｹﾝｷﾁ M 京都府 VC VELOCE Prossimo

424 佐々木　善満 ｻｻｷ ﾖｼﾐﾂ M 京都府 VC VELOCE Prossimo

425 殿村　和也 ﾄﾉﾑﾗ ｶｽﾞﾔ M 石川県 TTGミトロング‐V

426 坂田　秀貴 ｻｶﾀ ﾋﾃﾞﾀｶ M 奈良県 Team まんま

427 寺門　徹 ﾃﾗｶﾄﾞ ﾄｵﾙ M 大阪府 ナカガワRC

428 松田　二郎 ﾏﾂﾀﾞ ｼﾞﾛｳ M 大阪府

429 西原　雄一郎 ﾆｼﾊﾗ ﾕｳｲﾁﾛｳ M 大阪府 中川茂レーシングチーム

430 濱中　康志 ﾊﾏﾅｶ ﾔｽｼ M 兵庫県 FRONTIER

431 池田　裕一 ｲｹﾀﾞ ﾕｳｲﾁ M 京都府 Team RYOMA

432 宮村　優 ﾐﾔﾑﾗ ﾏｻﾙ M 石川県 ONE/WD

433 山崎　孝治 ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｶﾊﾙ M 京都府

434 廣岡　昇 ﾋﾛｵｶ ﾉﾎﾞﾙ M 近江八幡市 LOKO Racing

435 藤原　成人 ﾌｼﾞﾊﾗ ﾅﾙﾄ M 東近江市 kcr

436 鷹取　健太郎 ﾀｶﾄﾘ ｹﾝﾀﾛｳ M 兵庫県 R2CYCLINGTEAM

437 小賀野　晃 ｵｶﾞﾉ ｱｷﾗ M 大津市 ナカガワRC

438 大久保　和典 ｵｵｸﾎﾞ ｶｽﾞﾉﾘ M 東近江市

439 石原　春樹 ｲｼﾊﾗ ﾊﾙｷ M 愛知県 石原

440 三船　雅彦 ﾐﾌﾈ ﾏｻﾋｺ M 大阪府 Masahikomifune.com Cycling Team

441 太田　憲宏 ｵｵﾀ ﾉﾘﾋﾛ M 京都府 京都MTB朝ライド

442 荏原　浩明 ｴﾊﾞﾗ ﾋﾛｱｷ M 愛知県

443 鎌田　剛 ｶﾏﾀﾞ ﾀｹｼ M 岡山県 チーム岡山

444 池部　哲夫 ｲｹﾍﾞ ﾃﾂｵ M 草津市 FUKADAまじりんぐ

445 池渕　春生 ｲｹﾌﾞﾁ ﾊﾙｵ M 兵庫県

446 磯部　喜男 ｲｿﾍﾞ ﾖｼｵ M 野洲市 サイクルロードエイト

447 望月　正明 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾏｻｱｷ M 大津市 FUKADAまじりんぐ

448 赤尾　博章 ｱｶｵ ﾋﾛｱｷ M 大津市 Team RYOMA

449 深田　宏 ﾌｶﾀﾞ ﾋﾛｼ M 草津市 fukada  まじりんぐ

450 井関　敏夫 ｲｾｷ ﾄｼｵ M 長浜市



7-2）U15（男女） 4周 8.8km 11時55分30秒～ 10＋3名

ｾﾞｯｹﾝ
No.

氏　名 フリガナ 性別
郡市
府県

所属チーム

371 樋口　颯真 ﾋｸﾞﾁ ｿｳﾏ M 京都府 Rise-rt

372 佐野　凌麻 ｻﾉ ﾘｮｳﾏ M 愛知県 zerobikefaktory

373 村島　恵太 ﾑﾗｼﾏ ｹｲﾀ M 湖南市 Loko Racing

374 村島　悠太 ﾑﾗｼﾏ ﾕｳﾀ M 湖南市 Loko Racing

375 川分　琉楓 ｶﾜｹ ﾘｲﾌ M 彦根市 ライフレーシングクラブ

376 福井　慎 ﾌｸｲ ｼﾝ M 愛荘町

377 松本　大和 ﾏﾂﾓﾄ ﾔﾏﾄ M 日野町 LOKO Racing

378 谷　誠也 ﾀﾆ ｾｲﾔ M 三重県

379 金澤　拓世 ｶﾅｻﾞﾜ ﾀｸﾄ M 大阪府 CORAGGIO　KAWANISHI　U-19

380 浅井　駈亜登 ｱｻｲ ｸｱﾄ M 愛知県

389 小林　暖空 ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾙｱ M 野洲市

381 松井　寧々 ﾏﾂｲ ﾈﾈ F 京都府 保津川トライアスロン倶楽部

382 山口　成美 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅﾙﾐ F 京都府

383 杉藤　百倖 ｽｷﾞﾄｳ ﾓﾓｺ F 草津市



8）3歳～未就学児童 200m 13時00分～ 20名

ｾﾞｯｹﾝ
No.

氏　名 フリガナ 性別
郡市
府県

所属チーム

351 森野　睦大 ﾓﾘﾉ ﾑﾂﾋﾛ M 守山市

352 青井　鳳世 ｱｵｲ ｵｵｾｲ M 大阪府 Team COSMIC

353 尾崎　葵 ｵｻﾞｷ ｱｵｲ M 京都府 HONEYBEE CycleWorks

354 城戸　朝陽 ｷﾄﾞ ｱｻﾋ M 栗東市

355 堀井　崚 ﾎﾘｲ ﾘｮｳ M 大津市 Team Zenko

356 田中　天晴 ﾀﾅｶ ｱﾏﾃﾙ M 京都府

357 藤田　旺太朗 ﾌｼﾞﾀ ｵｳﾀﾛｳ M 京都府

358 井上　朝陽 ｲﾉｳｴ ｱｻﾋ M 東近江市

359 戸松　幸哉 ﾄﾏﾂ ﾕｷﾔ M 愛知県

360 宇野　聡一郎 ｳﾉ ｿｳｲﾁﾛｳ M 草津市

361 伊澤　碧真 ｲｻﾞﾜ ｱｵﾏ M 日野町 岩井商会レーシング

362 石田　隼斗 ｲｼﾀﾞ ﾊﾔﾄ M 愛知県 TCKR

363 八坂　愛菜 ﾔｻｶ ﾏﾅ F 愛知県

364 小島　真音 ｺｼﾞﾏ ﾏﾉﾝ F 京都府 FU-JIN RACING

365 山﨑　さわ ﾔﾏｻﾞｷ ｻﾜ F 大阪府 宇陀サイクルレーシング

366 嘉村　凜 ｶﾑﾗ ﾘﾝ F 三重県

367 田中　木音子 ﾀﾅｶ ｺﾄｺ F 京都府

368 飯田　真央 ｲｲﾀﾞ ﾏｵ F 三重県

369 川島　万由子 ｶﾜｼﾏ ﾏﾕｺ F 日野町 BeeClub

370 鈴木　美琴 ｽｽﾞｷ ﾐｺﾄ F 大津市



9）小学1～2年生（男女） 1周 2.2km 13時10分～ 14+6名

451 八坂　大輔 ﾔｻｶ ﾀﾞｲｽｹ M 愛知県 THRAPPY

452 伊藤　夏偉 ｲﾄｳ ｶｲ M 愛知県 THRAPPY

453 小島　蒼士 ｺｼﾞﾏ ｿｳｼ M 京都府 FU-JIN RACING

454 中川　漣 ﾅｶｶﾞﾜ ﾚﾝ M 米原市 山東小学校

455 森野　新大 ﾓﾘﾉ ｱﾗﾀ M 守山市

456 青井　瑛隼 ｱｵｲ ｴｲﾄ M 大阪府 Team COSMIC

457 蓮池　柊介 ﾊｽｲｹ ｼｭｳｽｹ M 大津市

458 三上　宗馬 ﾐｶﾐ ｿｳﾏ M 守山市

459 田濃　秀剛 ﾀﾉｳ ｼｭｳｺﾞ M 京都府

460 北脇　昇磨 ｷﾀﾜｷ ｼｮｳﾏ M 京都府

461 五百蔵　智之 ｲｵﾛｲ ﾄﾓﾕｷ M 大阪府 つうばいつうR

462 岩澤　昂輝 ｲﾜｻﾜ ｺｳｷ M 兵庫県

463 金子　慎 ｶﾈｺ ｼﾝ M 大阪府

464 羽田　瞬 ﾊﾀﾞ ｼｭﾝ M 大阪府 24K MAGIC

465 服部　未来 ﾊｯﾄﾘ ﾐﾗｲ M 愛知県

466 佐野　真麻 ｻﾉ ﾏｱｻ F 愛知県 zerobikefaktry

467 阪本　知栄 ｻｶﾓﾄ ﾁｴ F 岐阜県 大杉バイシクルクラブ

468 米倉　陽 ﾖﾈｸﾗ ﾋﾏﾘ F 彦根市

469 藤田　楓 ﾌｼﾞﾀ ｶｴﾃﾞ F 奈良県

470 浦谷　そよ ｳﾗﾀﾆ ｿﾖ F 野洲市

所属チーム
ｾﾞｯｹﾝ
No.

氏　名 フリガナ 性別
郡市
府県



471 宮本　樹 ﾐﾔﾓﾄ ｲﾂｷ M 彦根市

472 木村　仁毘 ｷﾑﾗ ｼﾉﾌﾞ M 愛知県 FU－JIN ＲＡＣＩＮＧ

473 乙川　明煌 ｵﾄｶﾞﾜ ｱｷﾗ M 守山市

474 乙川　煌斗 ｵﾄｶﾞﾜ ｷﾗﾄ M 守山市

475 青井　鷲大 ｱｵｲ ｼｭｳﾀﾞｲ M 大阪府 Team COSMIC

476 井上　歩 ｲﾉｳｴ ｱﾕﾑ M 守山市

477 米倉　玄 ﾖﾈｸﾗ ｹﾞﾝ M 彦根市

478 前橋　明季 ﾏｴﾊｼ ﾐﾂｷ M 三重県 鵜方小

479 山崎　玲空 ﾔﾏｻﾞｷ ﾘｸ M 東近江市

480 飯田　遥也 ｲｲﾀﾞ ﾊﾙﾔ M 三重県 下野小学校

481 山中　時生 ﾔﾏﾅｶ ﾄｳﾏ M 大阪府

482 金澤　那旺 ｶﾅｻﾞﾜ ﾅｵ M 大阪府 Coraggio Kawanishi Cycling Team Kids

483 伊澤　蒼馬 ｲｻﾞﾜ ｿｳﾏ M 日野町 岩井商会レーシング

484 田中　日南子 ﾀﾅｶ ﾋﾅｺ F 京都府

485 鈴木　花奈 ｽｽﾞｷ ｶﾅ F 草津市 ラッコ先生

486 石田　結衣 ｲｼﾀﾞ ﾕｲ F 愛知県 TCKR

10-2）小学5～6年生（N)（男女）2周 4.4km 13時30分30秒～ 4＋1名

491 小笠原　笑満 ｵｶﾞｻﾜﾗ ｴﾏ M 大阪府

492 小笠原　羅喜 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾗｷ M 大阪府

493 黒石　容平 ｸﾛｲｼ ﾖｳﾍｲ M 彦根市

494 中川　聖斗 ﾅｶｶﾞﾜ ﾏｻﾄ M 京都府

495 吉田　優璃 ﾖｼﾀﾞ ﾕｳﾘ F 京都府

10-1）小学3～4年生（男女） 2周 4.4km 13時30分～ 13＋3名

ｾﾞｯｹﾝ
No.

氏　名 フリガナ

郡市
府県

所属チーム

性別

ｾﾞｯｹﾝ
No.

氏　名 フリガナ 性別

郡市
府県

所属チーム



11）小学5～6年生（S)（男女） 3周 6.6km 14時00分～ 23＋2名

ｾﾞｯｹﾝ
No.

氏　名 フリガナ 性別
郡市
府県

所属チーム

501 佐野　将麻 ｻﾉ ｼｮｳﾏ M 愛知県 zero bikefaktory

502 木村　孔南 ｷﾑﾗ ｺﾅﾝ M 愛知県 FU－JIN ＲＡＣＩＮＧ

503 乙川　煌大 ｵﾄｶﾞﾜ ｺｳﾀﾞｲ M 滋賀県 teamスクアドラ

504 小松　楽 ｺﾏﾂ ｶﾞｸ M 滋賀県 アームズレーシング

505 日下部　惺 ｸｻｶﾍﾞ ｾｲ M 京都府

506 尾崎　響 ｵｻﾞｷ ﾋﾋﾞｷ M 京都府 HONEYBEE CycleWorks

507 山﨑　悠大 ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳﾀﾞｲ M 大阪府 宇陀サイクルレーシング

508 湊　真帆稀 ﾐﾅﾄ ﾏﾎｷ M 香川県

509 福田　好誠 ﾌｸﾀﾞ ｺｳｾｲ M 福井県

510 村島　大喜 ﾑﾗｼﾏ ﾀﾞｲｷ M 滋賀県 Loko Racing

511 堀井　昴 ﾎﾘｲ ｽﾊﾞﾙ M 滋賀県 Team Zenko

512 西山　悠介 ﾆｼﾔﾏ ﾕｳｽｹ M 滋賀県 京都向陽サイクルスポーツクラブ

513 藤田　隼摩 ﾌｼﾞﾀ ｼｭﾝﾏ M 奈良県

514 榎本　空 ｴﾉﾓﾄ ｿﾗ M 大阪府

515 亀田　志輝 ｶﾒﾀﾞ ｼｷ M 大阪府

516 田中　耀 ﾀﾅｶ ﾃﾙ M 大阪府 268wedo

517 名取　大耀 ﾅﾄﾘ ﾀｲﾖｳ M 京都府 保津川トライアスロン倶楽部

518 佐野　心勇 ｻﾉ ｼﾕｳ M 京都府

519 五百蔵　賀之 ｲｵﾛｲ ﾖｼﾕｷ M 大阪府 つうばいつうR

520 芳田　誉弥 ﾖｼﾀﾞ ﾀｶﾔ M 滋賀県

521 三浦　充生 ﾐｳﾗ ﾐﾂｷ M 滋賀県 B&G今津

522 倭文　瑛都 ｼﾄﾞﾘ ｴｲﾄ M 兵庫県 つーちゃんズ

523 石田　陸斗 ｲｼﾀﾞ ﾘｸﾄ M 愛知県 TCKR

524 松井　暖々 ﾏﾂｲ ﾉﾉ F 京都府 保津川トライアスロン倶楽部

525 堀場　愛咲 ﾎﾘﾊﾞ ｱｻｷ F 大阪府



12-1）C4H 4周 8.8km 14時50分～ 32名

ｾﾞｯｹﾝ
No.

氏　名 フリガナ 性別
郡市
府県

所属チーム

151 高橋　栄司 ﾀｶﾊｼ ｴｲｼﾞ M 愛荘町 ビワone

152 北村　良将 ｷﾀﾑﾗ ﾘｮｳｼｮｳ M 長浜市 S-four

153 益田　喬 ﾏｽﾀﾞ ﾀｶｼ M 東近江市 LOKO RACING

154 佐藤　雅之 ｻﾄｳ ﾏｻﾕｷ M 兵庫県 大杉走輪

155 岡田　光司 ｵｶﾀﾞ ｺｳｼﾞ M 兵庫県 大杉走輪

156 楠本　真也 ｸｽﾓﾄ ｼﾝﾔ M 兵庫県 大杉走輪

157 椿原　光則 ﾂﾊﾞｷﾊﾗ ﾐﾂﾉﾘ M 守山市 teamスクアドラ

158 乙川　亮 ｵﾄｶﾞﾜ ﾘｮｳ M 守山市 teamスクアドラ

159 川口　和也 ｶﾜｸﾞﾁ ｶｽﾞﾔ M 大阪府 大杉走輪

160 渡邉　哲彦 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾃﾂﾋｺ M 岐阜県 KYB-works

161 山本　哲男 ﾔﾏﾓﾄ ﾃﾂｵ M 草津市 テツヲ

162 中川　晴嗣 ﾅｶｶﾞﾜ ﾊﾙﾂｸﾞ M 奈良県

163 志水　孝次 ｼﾐｽﾞ ｺｳｼﾞ M 滋賀県 ヤギ塾

164 福田　基 ﾌｸﾀﾞ ﾓﾄｷ M 福井県

165 中井　浩二 ﾅｶｲ ｺｳｼﾞ M 守山市

166 奥村　健一 ｵｸﾑﾗ ｹﾝｲﾁ M 草津市 ビワイチ会

167 徳村　秀樹 ﾄｸﾑﾗ ﾋﾃﾞｷ M 兵庫県 aller

168 本田　真一 ﾎﾝﾀﾞ ｼﾝｲﾁ M 草津市 CC HOLSA

169 清水　敬哲 ｼﾐｽﾞ ﾋﾛﾉﾘ M 大阪府 AXIS CX team

170 清藤　司 ｷﾖﾌｼﾞ ﾂｶｻ M 栗東市 TEAM LIFE

171 石山　大樹 ｲｼﾔﾏ ﾋﾛｷ M 守山市 しゃぼ天シクロクロス

172 鈴木　寛和 ｽｽﾞｷ ﾋﾛｶｽﾞ M 大津市 Biwako Cycling

173 牛尾　秋仁 ｳｼｵ ｱｷﾋﾄ M 奈良県 team  まんま

174 澤井　正和 ｻﾜｲ ﾏｻｶｽﾞ M 兵庫県

175 山﨑　健 ﾔﾏｻﾞｷ ｹﾝ M 守山市

176 田中　将志 ﾀﾅｶ ﾏｻｼ M 京都府 H.O.P

177 西浦　敬一 ﾆｼｳﾗ ｹｲｲﾁ M 奈良県 多武峰朝練

178 飛田　晋太郎 ﾋﾀﾞ ｼﾝﾀﾛｳ M 守山市

179 倭文　ジェシー ｼﾄﾞﾘ ｼﾞｪｼｰ M 兵庫県 つーちゃんズ

180 佐藤　亨 ｻﾄｳ ﾄｵﾙ M 大阪府 BRAC

181 後藤　修 ｺﾞﾄｳ ｵｻﾑ M 奈良県

182 川阪　健太郎 ｶﾜｻｶ ｹﾝﾀﾛｳ M 奈良県 TEAM TOUK CRIT



12-2）C4W 4周 8.8km 14時50分30秒～ 5名

231 知田　深和子 ﾁﾀﾞ ﾐﾜｺ F 長浜市 滋賀県庁自転車部

232 川野　里奈 ｶﾜﾉ ﾘﾅ F 近江八幡市

233 山谷　早苗 ﾔﾏﾀﾆ ｻﾅｴ F 大阪府 TRAP

234 和田　潮里 ﾜﾀﾞ ｼｵﾘ F 大阪府 パナソニックレーシング

235 辻之内　真理 ﾂｼﾞﾉｳﾁ ﾏﾘ F 奈良県 EURO-WORKS Racing

性別
郡市
府県

所属チーム
ｾﾞｯｹﾝ
No.

氏　名 フリガナ



14-1）C4L 5周 11.0km 15時20分～ 33名

ｾﾞｯｹﾝ
No.

氏　名 フリガナ 性別
郡市
府県

所属チーム

191 田村　拓也 ﾀﾑﾗ ﾀｸﾔ M 大津市

192 中村　誠 ﾅｶﾑﾗ ﾏｺﾄ M 東近江市 team WAKO'S

193 濱田　伸一郎 ﾊﾏﾀﾞ ｼﾝｲﾁﾛｳ M 大津市 テツヲ

194 松本　知樹 ﾏﾂﾓﾄ ﾄﾓｷ M 東近江市

195 石井　祐輝 ｲｼｲ ﾕｳｷ M 愛知県

196 嘉村　勇佑 ｶﾑﾗ ﾕｳｽｹ M 三重県

197 小川　祐毅 ｵｶﾞﾜ ﾕｳｷ M 彦根市

198 岡地　拓実 ｵｶﾁ ﾀｸﾐ M 京都府

199 福岡　智之 ﾌｸｵｶ ﾄﾓﾕｷ M 草津市 たからくじ同好会

200 秦野　裕史 ﾊﾀﾉ ﾋﾛﾌﾐ M 京都府

201 田中　貞吉 ﾀﾅｶ ｻﾀﾞｷﾁ M 大阪府 268wedo

202 田中　識章 ﾀﾅｶ ﾉﾘｱｷ M 京都府 TEAM SKY KYOTO

203 吉川　剛明 ﾖｼｶﾜ ﾀｶｱｷ M 京都府 堀場製作所自転車倶楽部

204 入江　和大 ｲﾘｴ ｶｽﾞﾋﾛ M 大阪府 堀場製作所自転車倶楽部

205 笠井　友斗 ｶｻｲ ﾕｳﾄ M 京都府 堀場製作所自転車倶楽部

206 森岡　哲 ﾓﾘｵｶ ｻﾄｼ M 奈良県 H.O.P

207 宝谷　佳昭 ﾎｳﾀﾆ ﾖｼｱｷ M 兵庫県 セルカリオレーシング

208 石川　高史 ｲｼｶﾜ ﾀｶﾌﾐ M 大阪府 elite test team

209 葉田　和樹 ﾊﾀﾞ ｶｽﾞｷ M 京都府 Tea_SKKT

210 石田　将之 ｲｼﾀﾞ ﾏｻﾕｷ M 草津市 宝くじ同好会

211 吉田　健祐 ﾖｼﾀﾞ ｹﾝｽｹ M 兵庫県 セルカリオレーシング

212 米田　大祐 ﾖﾈﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ M 兵庫県 セルカリオレーシング

213 山下　和也 ﾔﾏｼﾀ ｶｽﾞﾔ M 兵庫県 セルカリオレーシング

214 坂井　敬一 ｻｶｲ ｹｲｲﾁ M 守山市

215 曽根　逞斗 ｿﾈ ﾕｷﾄ M 大阪府 TEAM SKKT

216 梅野　唯哉 ｳﾒﾉ ﾕｳﾔ M 奈良県 SENSHA Bicycle 大阪＆京都

217 高瀬　亮 ﾀｶｾ ﾘｮｳ M 愛知県

218 戸松　裕登 ﾄﾏﾂ ﾋﾛﾄ M 愛知県 レブハフトレーシング

219 高橋　紀壱 ﾀｶﾊｼ ｷｲﾁ M 守山市

220 盛　佐輔 ﾓﾘ ｻｽｹ M 近江八幡市 Recoil

221 長野　康太 ﾅｶﾞﾉ ｺｳﾀ M 大阪府

222 武田　祐輝 ﾀｹﾀﾞ ﾕｳｷ M 兵庫県 RCC

223 西川　和也 ﾆｼｶﾜ ｶｽﾞﾔ M 京都府 H.O.P



14-1）U18 5周 11.0km 15時50分～ 10名

ｾﾞｯｹﾝ
No.

氏　名 フリガナ 性別
郡市
府県

所属チーム

391 元尾　海斗 ﾓﾄｵ ｶｲﾄ M 大津市 滋賀県立瀬田工業高校

392 西園　元輝 ﾆｼｿﾞﾉ ｹﾞﾝｷ M 栗東市 瀬田工業高等学校

393 根崎　俊輔 ﾈｻﾞｷ ｼｭﾝｽｹ M 大津市 瀬田工業高校

394 藤井　琥太郎 ﾌｼﾞｲ ｺﾀﾛｳ M 大津市 瀬田工業高校

395 佐野　大輔 ｻﾉ ﾀﾞｲｽｹ M 大津市 瀬田工業高校

396 上田　新芽 ｳｴﾀﾞ ｼﾝﾒ M 大津市

397 小島　多巧己 ｺｼﾞﾏ ﾀｸﾐ M 東近江市 瀬田工業自転車競技部

398 米谷　健太郎 ｺﾒﾀﾆ ｹﾝﾀﾛｳ M 大津市

399 中江　真也 ﾅｶｴ ｼﾝﾔ M 大津市

400 辻　陸翔 ﾂｼﾞ ﾘｸﾄ M 大津市 北桑田高校

14-2）C3W 4周 11.0km 15時50分30秒～ 4名

141 宮田　直美 ﾐﾔﾀ ﾅｵﾐ F 大津市 LOKO RACING

142 南　芙美子 ﾐﾅﾐ ﾌﾐｺ F 大津市 TeamZenko

143 中屋　菜緒 ﾅｶﾔ ﾅｵ F 和歌山県

144 西山　ひなた ﾆｼﾔﾏ ﾋﾅﾀ F 栗東市 京都精華学園高校

所属チーム
ｾﾞｯｹﾝ
No.

氏　名 フリガナ 性別
郡市
府県



15）C3 5周 11.0km 16時20分～ 20名

ｾﾞｯｹﾝ
No.

氏　名 フリガナ 性別
郡市
府県

所属チーム

111 奥田　堅二 ｵｸﾀﾞ ｹﾝｼﾞ M 奈良県 EURO-WORKS Racing

112 小谷　和久 ｵﾀﾞﾆ ｶｽﾞﾋｻ M 長浜市

113 加納　彰 ｶﾉｳ ｱｷﾗ M 愛知県

114 梅川　陸 ｳﾒｶﾜ ﾘｸ M 大阪府 大泉愛輪会

115 塩山　栄治 ｼｵﾔﾏ ｴｲｼﾞ M 京都府

116 佐藤　泰介 ｻﾄｳ ﾀｲｽｹ M 愛知県 すね毛レーシング

117 中屋　昌平 ﾅｶﾔ ｼｮｳﾍｲ M 和歌山県

118 松本　達哉 ﾏﾂﾓﾄ ﾀﾂﾔ M 京都府 Haluレーシング

119 藤井　崇弘 ﾌｼﾞｲ ﾀｶﾋﾛ M 京都府 京都大学

120 西田　周平 ﾆｼﾀ ｼｭｳﾍｲ M 石川県 バルバクラブカナザワ

121 老原　大智 ｵｲﾊﾗ ﾀﾞｲﾁ M 草津市 LOKO RACING 

122 岡山　樹 ｵｶﾔﾏ ｲﾂｷ M 京都府

123 西嶋　信也 ﾆｼｼﾞﾏ ｼﾝﾔ M 米原市

124 原川　日向 ﾊﾗｶﾜ ﾋｭｳｶﾞ M 京都府 立命館大学トライアスロン部

125 崔　真航 ﾁｪ ﾁﾅﾝ M 京都府

126 西岡　快人 ﾆｼｵｶ ｶｲﾄ M 京都府

127 風本　秀明 ｶｾﾞﾓﾄ ﾋﾃﾞｱｷ M 京都府 花園高校

128 浦谷　篤 ｳﾗﾀﾆ ｱﾂｼ M 野洲市 まごべ

129 文野　一輝 ﾌﾞﾝﾉ ｶｽﾞｱｷ M 大阪府 TEAM CSK

130 東浦　有真 ﾋｶﾞｼｳﾗ ﾕｳﾏ M 大阪府 Team-SKKT

131 増見　浩気 ﾏｽﾐ ﾋﾛｷ M 兵庫県 ネギトロレーシング

132 浅里　仁 ｱｻﾘ ｼﾞﾝ M 石川県 バルバクラブカナザワ

133 笹木　仁一郎 ｻｻｷ ｼﾞﾝｲﾁﾛｳ M 石川県 バルバクラブカナザワ

134 行田　良和 ﾕｷﾀ ﾖｼｶｽﾞ M 大阪府

135 奥　弘充 ｵｸ ﾋﾛﾓﾄ M 大阪府 モリコウェーブ勇城

136 大曲　泰生 ｵｵﾏｶﾞﾘ ﾀｲｾｲ M 京都府 RCC

137 小野　誠也 ｵﾉ ｾｲﾔ M 京都府 Team　hsj


