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2017 年１月 22 日（日） 

奈良県生駒市 くろんど池   

主催：くろんどクロス実行委員会 

主管：masahikomifune.com 

協賛： 株式会社ロックオン、日本タクシー株式会社、株式会社オージーケーカブト、株式会社亀

の子束子西尾商店、シダスジャパン株式会社、ANDEX 株式会社、きゅうべえ sports、イワタニ・プ

リムス株式会社、エレコム株式会社、オンヨネ株式会社、株式会社深谷産業、コーマ株式会社、

株式会社和光ケミカル、特定非営利活動法人フリーダム 

後援・協力：くろんど荘、松美荘、京都府自転車競技連盟、関西シクロクロス、MORICO WAVE 

 

【スケジュール】 

   会場オープン                                                   7 時 00 分 

   受付                                                              7 時 30 分～ 

   朝の試走                                                       7 時 30 分～8 時 15 分 

   開会式                                                         8 時 20 分 

１．U15 / CL3（15 分）                                8 時 30 分～8 時 55 分 

２．C4  （30 分）                                   9 時 00 分～9 時 40 分 

３．CM3 / CL2（30 分）                           9 時 45 分～10 時 25 分 

４．U17・C3 / CM2 (30 分)               10 時 30 分～11 時 10 分  

５．CK2 （10 分） / CK1（8 分）            11 時 15 分～11 時 35 分 

６．【エキシビション】仮装/SS（15 分）           11 時 40 分～12 時 05 分 

昼の試走 *コース変更                                        12 時 10 分～12 時 55 分 

７．C2  /  CJ  （40 分）                                  13 時 00 分～13 時 50 分 

８．CM1 / CL1 （40 分）                                  13 時 55 分～14 時 45 分 

９．C1  （60 分）                                             14 時 50 分～16 時 00 分 

    閉会式                                                         16 時 00 分 

＊ U17・C3 は同時スタートで、『/』が入っているところは 1 分差スタートです。 

エキシビションのスタート位置は松美荘前です。SS クロスが先で、3 分後に仮装スタート予定です。 

 

【競技役員】 
 

実行委員長： 三船雅彦  審判長： 中村恭治  

  スターター： 小池 巧 アッシャー： 矢野 淳 藤野直美   

 フィニッシュ： 若槻雅嗣 和田 修 吉村りえ 森嶋健太   

 ラップ： 吉田聰子 駒崎久美子 セクレタリー： 熊本彰廣  岩崎滋文   

 ピット： 若林 信 駒崎洋太  

 コース： 桐山美則 土屋秀光 土屋淳子 土屋耕二 梁瀬充也 木村昌孝 河嶋敏行  

       新崎博雄 清水寿晃 笹井秀治 竹浪芳晃 松並俊雄 冨久健太郎 吉田剛  

       井海義久 三家丸健太郎 寺本裕一 遠藤ゆずな 箕形和代 久保大作 

 総務  矢野一恵 笹岡美奈 田中隆年 末松亮平 岩佐千穂 

 救護  大河内二郎   記録写真 高木秀彰 

 ＰＡ・ＭＣ PROJECTガラパ  メカニック 盛岡 豊 

 



くろんど池CX　スタートリスト 　　　　　2017年1月22日開催

①　U15　8時30分スタート　エントリー13人
青 1 井口　林太郎 イグチ　リンタロウ ユニコーン
青 2 沖本　拓己 オキモト　タクミ 2020Limited846/宇陀サイクルレーシング
青 3 河村　元 カワムラ　ハジメ Bike Team　回転木馬
青 4 岸本　仁志 キシモト　ヒトシ チーム36隊
青 5 小西　渉 コニシ　ワタル
青 6 自檀地　一 ジダンジ　ハジメ 宇陀サイクルレーシング
青 7 副島　達海 ソエジマ　タツウミ Limited846/OK牧場
青 8 田中　大葵 タナカ　ヒロキ シルクロード
青 9 谷畑　希一 タニハタ　キイチ 2024Limited846/Teamスクアドラ
青 10 田村　元 タムラ　ハジメ チーム暴れん坊将軍
青 11 中田　千太郎 ナカタ　センタロウ 桜井中学
青 12 馬野　真澄 マノ　マスミ
青 13 山本　秀人 ヤマモト　シュウト ユーロードレーシング

①　CL3　8時31分スタート　エントリー4人
桃 21 竹中　希春 タケナカ　キハル
桃 22 銅直　裕子 ドウベタ　ユウコ
桃 23 日吉田睦子 ヒヨシダ　チカコ サイクルフラワーシクロ部
桃 24 松川　倫子 マツカワ　ミチコ BikeWorks回転木馬

②　C4　9時00分スタート　エントリー47人
黄 1 青木　遼平 アオキ　リョウヘイ
黄 2 赤澤　貴夫 アカザワ　タカオ
黄 3 井口　淳平 イグチ　ジュンペイ ユニコーン
黄 4 井上　宏隆 イノウエ　ヒロタカ Bike Team回転木馬
黄 5 上田　晃史 ウエダ　アキフミ エキップリオン
黄 6 上田　泰正 ウエダ　ヒロマサ Sakatani Racing
黄 7 加藤　稔夫 カトウ　トシオ
黄 8 川上　和貴 カワカミ　カズキ エキップリオン
黄 9 菊地　真一 キクチ　シンイチ
黄 10 岸本　正仁 キシモト　マサヒト チーム36隊
黄 11 木村 昌孝 キムラ　マサタカ masahikomifune.com
黄 12 倉田　亮 クラタ　リョウ
黄 13 佐川　秀一 サガワ　ヒデカズ Team NR
黄 14 澤木　冬彦 サワキ　フユヒコ RCCOSK
黄 15 宍戸　稔 シシド　ミノル チーム36隊
黄 16 清水　将貴 シミズ　マサタカ RINRIN守口
黄 17 清水　寧久 シミズ　ヤスヒサ nm7 racing
黄 18 下村　泰一 シモムラ　タイイチ サイクルフラワーシクロ部
黄 19 白鞘　三郎 シラサヤ　サブロウ 大東市サイクルロードクラブ
黄 20 千住　雅美 センジュウ　マサミ ジャイアントストア大阪
黄 21 高城　哲也 タカギ　テツヤ 奥さまは泥女
黄 22 竹辻　伸浩 タケツジ　ノブヒロ チーム米俵
黄 23 竹浪 芳晃 タケナミ　ヨシアキ masahikomifune.com
黄 24 谷所　聖仁 タニショ　マサヒト
黄 25 堂上　直道 ドウウエ　ナオミチ Ｂｉｋｅｔｅａｍ回転木馬
黄 26 永田　篤 ナガタ　アツシ ベッキーシクロクロス
黄 27 仲道　裕彦 ナカミチ　ヤスヒコ SAUCE CX
黄 28 西川　浩介 ニシカワ　コウスケ SAUCE CX
黄 29 野村　宗史 ノムラ　モトシ
黄 30 原　一矢 ハラ　カズヤ Bicycle Color
黄 31 原田　考明 ハラダ　タカアキ
黄 32 張間　純一 ハリマ　ジュンイチ エスキーナレーシング
黄 33 藤井　悟 フジイ　サトシ BikeTeam回転木馬
黄 34 藤田　尚哉 フジタ　ナオヤ 琉球サンセットバイクス
黄 35 別府　達郎 ベップ　タツロウ サイクルフラワーシクロ部
黄 36 堀　亜樹聖 ホリ　アキサト SAUSE CX
黄 37 前田　和久 マエダ　カズヒサ サイクルフラワーシクロ部
黄 38 McLane　Patrick マクレーン　パトリック Tractor RC
黄 39 増田　ゆうすけ マスダ　ユウスケ C-WASP Ravitaillment
黄 40 松岡　秀俊 マツオカ　ヒデトシ 奥様は泥女feat.WTFS-CX
黄 41 水野　陽介 ミズノ　ヨウスケ ELITE TEST TEAM
黄 42 安井　稔博 ヤスイ　トシヒロ サイクルフラワーシクロ部
黄 43 梁瀬　充也 ヤナセ　ミツヤ masahikomifune.com
黄 44 山崎　昌宣 ヤマザキ　アキノリ CWASP RAVITAILLEMENT
黄 45 山路　健太 ヤマジ　ケンタ R.S.C.B Team@
黄 46 吉田　明 ヨシダ　アキラ ウオズミサイクル
黄 47 吉田　健太郎 ヨシダ　ケンタロウ 大阪産業大学



くろんど池CX　スタートリスト 　　　　　2017年1月22日開催

③　CM3　9時45分スタート　エントリー56人
白 1 青田　博 アオタ　ヒロシ
白 2 池端　宏晃 イケハタ　ヒロアキ Team まんま
白 3 石元　克司 イシモト　カツシ ZAS Racing
白 4 伊藤　公一 イトウ　コウイチ
白 5 伊藤　秀樹 イトウ　ヒデキ SYHHP
白 6 稲谷　佳英 イナタニ　ヨシヒデ 泥六
白 7 大平　武久 オオヒラ　タケヒサ ARAYA CX TEAM
白 8 小田　秀明 オダ　ヒデアキ ヴィルベルヴィント
白 9 金折　則親 カナオｌリ　ノリチカ TGJ
白 10 神本　博勝 カミモト　ヒロマサ SYHHP
白 11 河嶋 敏行 カワシマ　トシユキ チーム泥んこプロレス 
白 12 川野　功司郎 カワノ　コウジロウ 来栖川中央研究所
白 13 清岡　一人 キヨオカ　カズト
白 14 国本　勝彦 クニモト　カツヒコ 2戦目を嗜みん^^
白 15 久保　大作 クボ　ダイサク
白 16 小嶋　淳平 コジマ　ジュンペイ
白 17 後藤　修 ゴトウ　オサム
白 18 小林　秀一 コバヤシ　ヒデカズ Team DRONE
白 19 駒崎　洋太 コマサキ　ヒロタカ ベッキーシクロクロス
白 20 澤井　正和 サワイ　マサカズ
白 21 清水 裕之 シミズ　ヒロユキ つうばいつうR
白 22 真銅　申一 シンドウ　シンイチ
白 23 菅野　純司 スガノ　ジュンジ 琉球サンセットバイクスCXチーム
白 24 副島　洋昭 ソエジマ　ヒロアキ バルバクラブ　フクイ
白 25 田井　善久 タイ　ヨシヒサ Club La.sista Offroad Team
白 26 竹村　大樹 タケムラ　ヒロキ 一緒に走ろう関西リカンベント
白 27 竹本　昌史 タケモト　マサシ Hutte8to8
白 28 田辺　徹 タナベ　トオル チームきゃうちゃん 
白 29 田邊　守通 タナベ　モリミチ 花道
白 30 鶴崎　良太 ツルサキ　リョウタ
白 31 出羽　敬人 デワ　ノリヒト チーム36隊
白 32 西川　洋一郎 ニシカワ　ヨウイチロウ Y's racingシクロクロス部
白 33 西田　光良 ニシタ　ミツナガ Circles Racing Club
白 34 西野　雅幸 ニシノ　マサユキ
白 35 西村　実信 ニシムラ　ミノブ mercredi
白 36 橋爪　豊 ハシヅメ　ユタカ アバンギャルド和歌山
白 37 長谷　直人 ハセ　ナオト ナガラレーシング
白 38 濱井　武 ハマイ　タケシ
白 39 平野　吉照 ヒラノ　ヨシテル
白 40 福原　貴知 フクハラ　タカトモ Bicycle Color 
白 41 藤田　隆久 フジタ　タカヒサ Team宝塚線/PigmonChannel
白 42 古谷　広志 フルタニ　ヒロシ
白 43 堀田　知宏 ホリタ　トモヒロ チーム闘魂（リンゴロード）
白 44 前田　潤 マエダ　ジュン  Y's-racingシクロクロス部
白 45 前田　裕一 マエダ　ユウイチ チーム36隊
白 46 松原　正典 マツバラ　マサノリ チーム・ガチャピン
白 47 松本　弘成 マツモト　ヒロナリ 花道
白 48 松本　満 マツモト　ミツル
白 49 村瀬　晃史 ムラセ　コウジ 京都新聞サイクリングチーム
白 50 山田　和宏 ヤマダ　カズヒロ チーム泥んこプロレス
白 51 山本　諭 ヤマモト　サトシ
白 52 湯槙　靖明 ユマキ　ヤスアキ ナカガワRC
白 53 吉岡　良介 ヨシオカ　リョウスケ
白 54 吉野　健祐 ヨシノ　ケンスケ チーム米俵
白 55 渡辺　晃基 ワタナベ　コウキ V.C.NEKOGAHORA
白 56 鰐渕　尚平 ワニブチ　ショウヘイ

③　CL2　9時46分スタート　エントリー9人
桃+肩 71 秋山 華奈 アキヤマ　カナ ちゃりん娘
桃+肩 72 石川　かおり イシカワ　カオリ TEAM NEXTSTAGE
桃+肩 73 井上　真由子 イノウエ　マユコ 大垣CSC
桃+肩 74 奥　佳子 オク　ケイコ
桃+肩 75 喜多　智美 キタ　トモミ チーム　アヴェル
桃+肩 76 信崎　千恵子 シノザキ　チエコ Team-RSO racing
桃+肩 77 芝原　妙子 シバハラ　タエコ
桃+肩 78 藤井　裕 フジイ　ヒロミ Club La.sista Offroad Team
桃+肩 79 美並　聡子 ミナミ　サトコ Team Speed

④　U17　10時30分スタート　エントリー1人
白 41 山本　大督 ヤマモト　オオスケ 2020 Limited Team 846



くろんど池CX　スタートリスト 　　　　　2017年1月22日開催

④　C3　10時30分スタート　エントリー30人
白 1 Eisenmenger　Jason アイゼンマンガー　ジェイソン
白 2 阿部　敏幸 アベ　トシユキ teamFRAT
白 3 阿部　竜士 アベ　リュウジ Team Sprout di Goccia
白 4 池浦　雄一 イケウラ　ユウイチ パナソニックレーシング
白 5 池田　剛彦 イケダ　タケヒコ エスキーナレーシング
白 6 石井　晋也 イシイ　シンヤ EURO-WORKS Racing
白 7 石井　基朗 イシイ　モトアキ 竹芝サイクルクロスレーシング
白 8 伊藤　貴生 イトウ　タカオ SD26

白 10 大永　剛志 オオナガ　ツヨシ トラクターRC
白 11 岡本　良 オカモト　リョウ INTHEWOODS
白 12 各務　宗仁 カガミ　ムネヒト Verdad
白 13 下島　将輝 シモジマ　マサキ nasublasen
白 14 杉山　竜二 スギヤマ　リュウジ トラクターRC
白 15 反本　啓介 ソリモト　ケイスケ SAMPAI
白 16 高井　一平 タカイ　イッペイ ボナペティ
白 17 竹内　宏 タケウチ　ヒロシ ボナペティ
白 18 田中　信行 タナカ　ノブユキ zippy
白 19 辻　寛 ツジ　ヒロシ エスキーナレーシング
白 20 土谷　亮 ツチヤ　アキラ きゅうべぇsports
白 21 道見　和也 ドウミ　カズヤ 大阪産業大学
白 22 服部　健一 ハットリ　ケンイチ Ride ronde Kinki CX Club
白 23 藤原　英司 フジワラ　エイジ
白 24 前田　堅一朗 マエダ　ケンイチロウ あたり前田のクラッカーサイクル
白 25 溝杭　亮二 ミゾグイ　リョウジ
白 26 三田　雅之 ミタ　マサユキ
白 27 八木　健太郎 ヤギ　ケンタロウ
白 28 横田　義之 ヨコタ　ヨシユキ DTF Lab. 
白 29 若林　信 ワカバヤシ　マコト チームAVEL
白 30 渡辺　淳一 ワタナベ　ジュンイチ
白 31 渡辺　恭位 ワタナベ　ヤスノリ 京都大学

④　CM2　10時31分スタート　エントリー41人
黄＋肩 51 井海　義久 イカイ　ヨシヒサ レグルス
黄＋肩 52 鵜飼　一彦 ウカイ　カズヒコ CHARGECyclingClub
黄＋肩 53 内田　晴康 ウチダ　ハルヤス FUKADAまじりんぐ
黄＋肩 54 大山　英俊 オオヤマ　ヒデトシ ヴィルベルヴィント
黄＋肩 55 岡本　大介 オカモト　ダイスケ
黄＋肩 56 杜若　治彦 カキツバタ　ハルヒコ チーム泥んこプロレス
黄＋肩 57 笠原　拓 カサハラ　タク チームワタル
黄＋肩 58 木下　泰一 キノシタ　タイチ ヴィルベルヴィント
黄＋肩 59 小林　剛 コバヤシ　ツヨシ The☆whoo CX
黄＋肩 60 小森　健太郎 コモリ　ケンタロウ BLUE DRAGON
黄＋肩 61 近藤　智彦 コンドウ　トモヒコ 村上建具
黄＋肩 62 齊木　秀和 サイキ　ヒデカズ Qbeiスポーツ
黄＋肩 63 坂田　秀貴 サカタ　ヒデタカ Team まんま
黄＋肩 64 清水　勝也 シミズ　カツヤ 大垣ピストンズ
黄＋肩 65 下村　英男 シモムラ　ヒデオ ナカガワAS.Kデザイン
黄＋肩 66 高丸　禎浩 タカマル　ヨシヒロ エキップリオン
黄＋肩 67 谷　直樹 タニ　ナオキ
黄＋肩 68 谷田　映広 タニダ　アキヒロ
黄＋肩 69 種井　亮 タネイ　リョウ 天狗党
黄＋肩 70 田村　宏 タムラ　ヒロシ チーム暴れん坊将軍
黄＋肩 71 近久 孝司 チカヒサ　タカシ GSバンビーノ
黄＋肩 72 辻　潤 ツジ　ジュン Ｙ's-racingシクロクロス部
黄＋肩 73 寺本　裕一 テラモト　ヒロカズ 水曜夜練
黄＋肩 74 富澤　克彦 トミサワ　カツヒコ つうばいつうR
黄＋肩 75 中谷　安宏 ナカタニ　ヤスヒロ 大東市サイクリングクラブ
黄＋肩 76 那谷　典史 ナタ　ヨシフミ CS YAMADA
黄＋肩 77 西村　海容 ニシムラ　カイヨウ チーム泥んこプロレス
黄＋肩 78 西村　宗徳 ニシムラ　ムネノリ GS バンビーノ
黄＋肩 79 藤本　浩之 フジモト　ヒロユキ Club La.sista Offroad Team
黄＋肩 80 古畑　勝之 フルハタ　カツユキ チーム36隊
黄＋肩 81 松井　保 マツイ　タモツ チーム36隊
黄＋肩 82 松尾　茂男 マツオ　シゲオ EURO-WORKS Racing
黄＋肩 83 松本　学 マツモト　マナブ
黄＋肩 84 水成　若夫 ミズナリ　ワカオ Tractor RC
黄＋肩 85 向井　義人 ムカイ　ヨシヒト 水曜夜練
黄＋肩 86 村田　孝幸 ムラタ　タカユキ ベッキーシクロクロス
黄＋肩 87 守屋　慶一 モリヤ　ケイイチ Salata bianca kobe
黄＋肩 88 森谷　忠司 モリヤ　タダシ ベッキーシクロクロス
黄＋肩 89 矢野　卓也 ヤノ　タクヤ 岩井商会レーシング
黄＋肩 90 山根　雅範 ヤマネ　マサノリ ARAYA CX TEAM
黄＋肩 91 山本　宏 ヤマモト　ヒロシ ユーロードレーシング



くろんど池CX　スタートリスト 　　　　　2017年1月22日開催

⑤　CK2　11時15分スタート　エントリー12人
黄 1 井口　鴻太郎 イグチ　コウタロウ ユニコーン
黄 2 大浦　玲音 オオウラ　レオン SSRT自転車部
黄 3 岸本　和也 キシモト　カズヤ チーム36隊
黄 4 高井　鉄生 タカイ　テッショウ ボナペティ
黄 5 谷田　琥太郎 タニダ　　コタロウ
黄 6 田村　望 タムラ　ノゾム チーム暴れん坊将軍
黄 7 西垣　宗 ニシガキ　ツカサ
黄 8 西原　夕華 ニシハラ　ユウカ すみっコRT
黄 9 原田　音輔 ハラダ　ノンスケ
黄 10 藤原　琢磨 フジワラ　タクマ TOP FIELD
黄 11 水谷　　啓人 ミズタニ　ケイト BUCYO COFFEE .CLT
黄 12 矢野　健斗 ヤノ　ケント 岩井商会レーシング

⑤　CK1　11時16分スタート　エントリー15人
青 21 宇埜　遼太郎 ウノ　リョウタロウ Team OCF
青 22 遠藤　凜奈 エンドウ　リナ Team-NR
青 23 遠藤　怜央 エンドウ　レオ Team-NR
青 24 大橋　一駈 オオハシ　ヒルク TeamPoppo/なんちゃってバイカーズ
青 25 尾本　渉真 オモト　ショウマ チームあのね
青 26 柿本　圭治郎 カキモト　ケイジロウ Teamスクアドラ
青 27 川辺　陽 カワベ　ヒナタ ボナペティ
青 28 阪根　康太 サカネ　コウタ BikeTeam回転木馬
青 29 竹内　昊 タケウチ　ソラ
青 30 谷田　颯太郎 タニダ　　ソウタロウ
青 31 堂上　駿介 ドウウエ　シュンスケ Ｂｉｋｅｔｅａｍ回転木馬
青 32 張間　一道 ハリマ　モトミチ
青 33 福山　颯希 フクヤマ　サキ OCF
青 34 松原　治希 マツバラ　ハルキ チーム・ガチャピン
青 35 吉永　眞之介 ヨシナガ　シンノスケ 回転木馬

⑥　SS　11時40分スタート　エントリー7人
桃ロゴ 1 Eisenmenger　Jason アイゼンマンガー　ジェイソン
桃ロゴ 2 今村　有亨 イマムラ　アリミチ PRT koseki 
桃ロゴ 3 川村　誠 カワムラ　マコト スクミズマシンワークス
桃ロゴ 4 木下　正季 キノシタ　マサキ エキップリオン
桃ロゴ 5 佐野　光宏 サノ　ミツヒロ 岩井商会レーシング
桃ロゴ 6 高尾　伸生 タカオ　ノブオ SKRK CX 
桃ロゴ 7 仁科　嘉孝 ニシナ　ヨシタカ Satellite Fabrication CX TEAM

⑥　仮装　11時43分スタート　エントリー29人
黄ロゴ 11 安藤　美治 アンドウ　ミハル ダム部
黄ロゴ 12 池ﾉ上　久美子 イケノウエ　クミコ
黄ロゴ 13 遠藤　ゆずな エンドウ　ユズナ Team-NR/どろんじょ
黄ロゴ 14 大河内　二郎 オオコウチ　ジロウ シルクロード
黄ロゴ 15 奥　佳子 オク　ケイコ
黄ロゴ 16 小野　聡士 オノ　サトジ 矢田山マウンテンバイカーズ
黄ロゴ 17 倉橋　孝太郎 クラハシ　コウタロウ ベッキーシクロクロス
黄ロゴ 18 島本　誠 シマモト　マコト TEAM NEXT STAGE
黄ロゴ 19 反本　啓介 ソリモト　ケイスケ SAMPAI
黄ロゴ 20 田邊　守通 タナベ　モリミチ 花道
黄ロゴ 21 種井　亮 タネイ　リョウ 天狗党
黄ロゴ 22 塚原　政知 ツカハラ　マサトモ シルクロード
黄ロゴ 23 土屋淳子 ツチヤ　ジュンコ masahikomifune.com
黄ロゴ 24 長谷川　馨 ハセガワ　カオリ ダム部
黄ロゴ 25 羽鳥　和重 ハトリ　カズシゲ cycleclub3UP
黄ロゴ 26 原田　悦子 ハラダ　エツコ チームインコ
黄ロゴ 27 日比　正明 ヒビ　マサアキ
黄ロゴ 28 藤井　修 フジイ　オサム
黄ロゴ 29 藤本　友理 フジモト　ユリ
黄ロゴ 30 松岡　秀俊 マツオカ　ヒデトシ 奥様は泥女feat.WTFS-CX
黄ロゴ 31 巳波　一郎 ミナミ　イチロウ
黄ロゴ 32 箕形　和代 ミノガタ　カズヨ エキップリオン
黄ロゴ 33 村山　司 ムラヤマ　ツカサ チームきゃうちゃん
黄ロゴ 34 安田　夕子 ヤスダ　ユウコ ダム部
黄ロゴ 35 ぢろう
黄ロゴ 36 モリコギ スクールアイドル部
黄ロゴ 37 H
黄ロゴ 38 キュアやんぼー
黄ロゴ 39 MOTOの人
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⑦　C2　13時00分スタート　エントリー19人
白 1 池部　哲夫 イケベ　テツオ FUKADAまじりんぐ
白 2 石川　正道 イシカワ　マサミチ じて吉
白 3 奥田　剛大 オクダ　タケヒロ きゅうべえsports
白 4 嘉数　昇太郎 カカズ　ショウタロウ ターミネーターRT
白 5 景山　昭宏 カゲヤマ　アキヒロ （有）村上建具
白 6 桐野　一道 キリノ　カズミチ ベッキーシクロクロス
白 7 設楽　彗斗 シダラ　ケイト 平地マンレーシング
白 8 高柴　元 タカシバ　ゲン Maidservant Subject
白 9 田中　雅 タナカ　マサシ TEAM HATO☆SUN
白 10 田淵　昂 タブチ　アキラ 京都岩井商会レーシング
白 11 遠矢　竜祐 トオヤ　リュウスケ
白 12 仲川　整 ナカガワ　タダシ ヴィルベルヴィント
白 13 中野　智弘 ナカノ　トモヒロ YCC
白 14 橋本　寛記 ハシモト　ヒロキ グランデパール播磨
白 15 日比　正明 ヒビ　マサアキ
白 16 藤原　周司 フジワラ　シュウジ TOP FIELD
白 17 森嶋　健太 モリシマ　ケンタ 京都CF
白 18 森田　正徳 モリタ　マサノリ オーマイっRacing
白 19 渡辺　佑樹 ワタナベ　ユウキ team SONIC

⑦　CJ　13時01分スタート　エントリー3人
白 25 高木　英行 タカギ　ヒデユキ PRT KOSEKI
白 26 出羽　秀多 デワ　シュウタ チーム36隊
白 27 大浦　涼雅 オオウラ　リョウガ 飾磨工業高校 自転車競技部

⑧　CM1　13時55分スタート　エントリー25人
青 1 赤井　宏充 アカイ　ヒロミツ masahikomifune.com
青 2 伊藤　美智也 イトウ　ミチヤ チーム泥んこプロレス
青 3 猪岡　章人 イノオカ　アキヒト
青 4 大河内　二郎 オオコウチ　ジロウ シルクロード
青 5 大庭　直樹 オオバ　ナオキ 奈良キタサイクルまほロバRC
青 6 木下　正季 キノシタ　マサキ エキップリオン
青 7 倉橋　孝太郎 クラハシ　コウタロウ ベッキーシクロクロス
青 8 紺谷　龍生 コンタニ　タツオ ZAS Racing
青 9 自檀地　崇 ジダンジ　タカシ 宇陀サイクルレーシング
青 10 新崎　博雄 シンザキ　ヒロオ 水曜夜連
青 11 塚原　政知 ツカハラ　マサトモ シルクロード
青 12 土屋　耕二 ツチヤ　コウジ masahikomifune.com
青 13 冨久 健太郎 トミヒサ　ケンタロウ masahikomifune.com
青 14 中野　政彦 ナカノ　マサヒコ Team Speed
青 15 南條　太郎 ナンジョウ　タロウ ベッキーシクロクロス
青 16 服部　享英 ハットリ　タカヒラ CSヤマダ
青 17 羽鳥　和重 ハトリ　カズシゲ cycleclub3UP
青 18 樋口　一志 ヒグチ　カズシ
青 19 福中　健二 フクナカ　ケンジ
青 20 藤井　修 フジイ　オサム きゅうべえsports
青 21 馬野　大嗣 マノ　ヒロツグ ユーロードレーシング
青 22 三家丸　健太郎 ミケマル　ケンタロウ masahikomifune.com
青 23 元井　和彦 モトイ　カズヒコ シャカリキレーシング
青 24 横井　良成 ヨコイ　ヨシナリ SSRT自転車部
青 25 横尾　治彦 ヨコオ　ハルヒコ チーム泥んこプロレス

⑧　CL1　13時56分スタート　エントリー10人
桃+肩 31 江嶋　綾 エジマ　アヤ MAAP × IN THE WOODS
桃+肩 32 加納　尚子 カノウ　ナオコ ストラーダレーシング
桃+肩 33 島袋　陽子 シマブクロ　ヨウコ エキップリオン
桃+肩 34 寺田　早希 テラダ　サキ KINAN AACA
桃+肩 35 原田　悦子 ハラダ　エツコ チームインコ
桃+肩 36 藤田　桃花 フジタ　モモカ 村上建具
桃+肩 37 藤野 直美 フジノ　ナオミ Teamまんま
桃+肩 38 水谷　有紀子 ミズタニ　ユキコ BUCYO COFFEE .CLT
桃+肩 39 宮内　佐季子 ミヤウチ　サキコ Club La.sista Offroad Team
桃+肩 40 渡辺　佳織 ワタナベ　カオリ team SONIC
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⑨　C1　14時50分スタート　エントリー35人
白 1 安藤　広行 アンドウ　ヒロユキ Salata Bianca Kobe Esquina
白 2 伊澤　優大 イザワ　ユウダイ 岩井商会レーシング
白 3 石山　幸風 イシヤマ　ユキカゼ エスキーナレーシング
白 4 猪又　靖 イノマタ　キヨシ 村上建具
白 5 岡崎　和也 オカザキ　カズヤ Kamogawa TC
白 6 岡野 樹 オカノ　タツキ TEAM RINGO ROAD
白 7 織田　善照 オダ　ゼンショウ STRADA  Riders
白 8 梶田　晋 カジタ　ススム Club La.sista Offroad Team
白 9 門田　基志 カドタ　モトシ TEAM GIANT
白 10 川辺　史朗 カワベ　フミアキ ボナペティ
白 11 川村　誠 カワムラ　マコト スクミズマシンワークス
白 12 北尾　宜久 キタオ　ヨシヒサ 京都MTB朝ライド
白 13 木村　是 キムラ　タダシ Salata Bianca Kobe
白 14 久保　伸次 クボ　シンジ 岩井商会レーシング
白 15 呉山　友崇 クレヤマ　トモタカ GSバンビーノ
白 16 小渡　健悟 コワタリ　ケンゴ シエルヴォ奈良レーシングチーム
白 17 斉藤　和哉 サイトウ　カズヤ シルクロード
白 18 笹井　秀治 ササイ　ヒデハル masahikomifune.com
白 19 島本　誠 シマモト　マコト TEAM NEXT STAGE
白 20 高田　晃平 タカタ　コウヘイ オカヤマシクロクロス
白 21 多端　亮 タバタ　リョウ DECOJA
白 22 豊田　勝徳 トヨダ　カツノリ WAKO'S RACING TEAM
白 23 中津　顕 ナカツ　アキラ WP Kyoto
白 24 比護　任 ヒゴ　アタル PAXPROJECT
白 25 藤川　正人 フジカワ　マサト 京都岩井商会レーシング
白 26 古崎　潤 フルサキ　ジュン DECOJA RACING TEAM
白 27 松村　孝一 マツムラ　コウイチ Kamogawa T.C
白 28 松本　哲 マツモト　サトシ グランデパール播磨
白 29 水谷　拓也 ミズタニ　タクヤ BUCYO COFFEE .CLT
白 30 村田　憲治 ムラタ　ケンジ
白 31 森　峰明 モリ　ミネアキ 京都ＭＴＢ朝ライド
白 32 湯浅　勉 ユアサ　ツトム GIANT CC
白 33 横井　廉 ヨコイ　レン グランデパール播磨
白 34 横山　航太 ヨコヤマ　コウタ シマノレーシング
白 35 吉水　統威 ヨシミズ　トウイ 京都岩井商会レーシング


