
★ ＝　Wエントリー申込者／※4月25日時点の情報です。
■男子ソロ

No. W 走者 チーム名 No. W 走者 チーム名
001 ★ 新井　隆司 054 ★ 渡辺　雅俊 Revolver
002 ★ 石川　孝仁 ISnet fukui 055 ★ 升田　博之 ﾘｭｾﾗ
003 ★ 一ノ瀬　亨 101 芦原　健 ㈱芦原楽器自転車部
004 ★ 今井　久悦 レグルス見習いwithH 102 安宅　克昭 トンデモ
005 ★ 岩本　朋大 Team・Давай 103 伊関　大智 Team.HERMES
006 ★ 宇佐美　真一 Teamまんま 104 依田　治夫 is-net 福井
007 ★ 梅田　善愛 大正池倶楽部 105 板林　勇樹 新湊自転車倶楽部猛虎会
008 ★ 及川　裕和 capo cassano 106 井上　和郎 バルバクラブハクサン
009 ★ 大来　英之 Team Avante 107 岡嶋　直哉 Team.HERMES
010 ★ 利見　昇 Max speed97 108 梯　正和 ちーちゃんSSS
011 ★ 加島　崇史 チームヤマシゲ 109 川口　卓行 DESTRA
012 ★ 金井　良樹 JKCC 110 河野　史瑛呂 TEAM 光
013 ★ 河合　博志 MAX SPEED 97 111 澤田　和成
014 ★ 川島　隆伸 112 塩坪　里志
015 ★ 河本　拓也 姫路市民 113 塩村　太
016 ★ 喜多　義昭 V.C.スプートニク 114 嶋田　充啓 Love me tender!?
017 ★ 北留　克俊 115 高野　晃太郎 マクレーレ
018 ★ 北野　憲政 116 竹本　学 Souther5
019 ★ 佐藤　隆介 プリンスロード 117 館野　優駿 たかはしサイクル　富山ラトータス

020 ★ 三納　圭之輔 チームMODENAぼっち 118 田中　祐樹
021 ★ 塩川　誠 119 田福　智幸 加賀トライアスロン
022 ★ 新谷　剛宏 120 田淵　克尚 teamまんま
023 ★ 神保　宏明 121 辻井　理 バルバクラブ　カナザワ
024 ★ 曽我　征彦 FC　SOGA 122 寺前　寛之 リボルバー
025 ★ 高畠　碧人 唐揚げレーシング 123 土肥　穣 ラ・トータス
026 ★ 谷村　晟宰 タニポン‘ｓ 124 殿村　和也 LoveMeTender
027 ★ 田村　功司 NOZZO 125 豊本　洋平 新湊猛虎会
028 ★ 田山　秀嗣 126 永井　辰雄 ISnet fukui
029 ★ 寺井　賢一 プリンスロード 127 中嶋　耕
030 ★ 寺田　賢三 Fukadaまじりんぐ 128 中村　聖一 バルバクラブカナザワ
031 ★ 道券　宣浩 129 西野　輝之 北陸電力㈱
032 ★ 富田　浩盟 チーム・レグルス 130 西村　勝仁 チーム２４６Ｒ
033 ★ 内藤　寬之 131 野村　英隆 新湊猛虎会
034 ★ 中田　博之 cassano 132 原　祐輔
035 ★ 中野　和彦 桑島自転車店 133 広瀬　裕也 シンジョーズ
036 ★ 中村　勝彦 日本ろう自転車競技協会 134 深村　陽成
037 ★ 西野　雅幸 135 藤原　禎嗣
038 ★ 長谷部　裕宣 136 前瀬　和顕
039 ★ 馬場　治生 137 増永　章 パワーキック
040 ★ 林口　健司 チームレグルス 138 松田　政宏 パワーキック
041 ★ 北條　慧 139 的場　勝仁 TCC-SPEED通勤高速
042 ★ 北條　恒哉 140 宮田　健二
043 ★ 本間　智樹 TONDEMO CLUB CS KAGA 141 宮本　順平 ﾄﾝﾃﾞﾓｸﾗﾌﾞ
044 ★ 水上　幸雄 プリンスロード 142 宮本　波音 ﾄﾝﾃﾞﾓ vic
045 ★ 宮崎　幸平 マクレーレ 143 百津　幹太
046 ★ 宮本　光則 ネイバーズ 144 山内　譲太 TEAM 光
047 ★ 武藤　慶太 VIVACE石川支部 145 Yosikawa　Masato
048 ★ 村田　佳和 JKCC 146 吉田　裕太
049 ★ 本野　洋樹 147 吉森　裕基 ﾗｯｷｰﾌｫﾚｽﾄ
050 ★ 山　英則 148 米田　誠一郎 新湊猛虎会 
051 ★ 山崎　裕平 バルバカナザワ 149 浜本　定義 ｽｸｰﾃﾞﾘｱG-FOX
052 ★ 横山　秀人 Team 智錬 150 平野　慎介
053 ★ 吉田　篤史

温泉ライダー in 加賀温泉郷　柴山4時間エンデューロ

参加者リスト



■女子ソロ
No. W 走者 チーム名
071 ★ 及川　久恵
072 ★ 大岩　忍 JKCC
073 ★ 岡田　香織 DU BON TEMPS
074 ★ 藤原　里絵子 ラブミーテンダー
075 ★ 松本　寿美江 プリンスロード
076 ★ 室石　まどか チームДавай
077 ★ 八幡　富美代
201 伊木　百合子 ＰＫ
202 石川　千代 バルバカナザワ
203 吉田　幸代 トンデモクラブ



■男子・ロード
No. チーム名 ■メンバー1 ■メンバー2 ■メンバー3 ■メンバー4 ■メンバー5
301 アクティブスタイル 上田　直樹 副島　洋昭
302 あさひ自転車倶楽部 桝田　幸太郎 桝田　裕一郎
303 ARAYA CYCLING CLUB 永井　庸平 永井　隆雄
304 SKR 増渕　智康 下野　幸宏
305 おっさんリボルバー 松井　秀樹 土田　圭一
306 おはようRC 福岡　直 福岡　碧
307 加賀トライアスロンクラブ 橋本　純一 稲谷　哲志
308 good vibes cycle 有木　聡 二ノ宮　慶太
309 GGB 池川　義典 谷内　昭人
310 Jolly Z 高田　一輝 橋本　知人
311 シンジョーズ・チーム記憶なし 三谷　長生 清水　健一郎
312 SCUDERIA  Colnago 三箇　健一 古岡　和也
313 sesaanta 髙橋　紀久 山本　邦弘
314 HowkandToru 西出　孝則 南出　徹
315 WM 福光　正寛 小笹　昌弘
316 TEAM AVANTE 中川　真太郎 宮田　真一
317 チーム　ＳＳＫ 佐々木　健斗 佐々木　徹男
318 チームM-2・Ａ 松田　健太 小泉　敏一
319 Team KANNA 平野　祥二 平野　陽太
320 ちーむK2 森本　響介 森本　健太郎
321 Team GONA 後藤　俊規 長平　修一郎
322 チームTSR 早川　邦彦 立木　崇
323 チーム細川 細川　翔汰 細川　芳人
324 Team☆リボルバー 浴本　年博 豊岡　勝
325 ノースショア 辰巳　裕次郎 元庄矢　崇仁
326 バルバカナザワ一平塾 松村　隆弘 尾崎　一平
327 パワーキック還暦 村松　義規 井田　敏満
328 パン工房　バビロン 村田　孝幸 中田　武良
329 Hit Point Emptys 本間　一弥 早川　寛
330 ポッコリーズ 高畠　昌志 三木　裕一
331 メガネ●●3K 天野　克正 新川　慶祐
332 Ride and Tondemo 中田　秀明 岡本　昌憲
333 La Tartaruga β 青木　拓也 三浦　宏之  
334 la tortoise 石間　克郎 清田　太一
335 love me tender 原　広幸 北川　利尚
336 Revolver 谷口　翔一 平野　誠
337 リボルバーFJK 平井　哲郎 岩城　健雄
338 Isnet fukui 福田　行宏 林　宏憲 藤澤　芳一
339 あまりモン 上田　大登 万木　恒太 矢沢　諒平
340 アルベロバレー　TeamA 杉山　翔一 本間　雅之 塚田　祐也
341 アルベロバレー　TeamB 中川　忠志 尾崎　尚登 松長　秀樹
342 A.W.O.L 上本　朋和 小林　宏次 斉藤　航
343 カナザワマスターズ 福井　達夫 吉田　丈郎 水野　純弥 小林　由明
344 ここからはじまるんだ 金崎　圭悟 清水　祐亮 連　秀馬
345 魁☆獅子吼塾 佐々木　仁 安田　真史 富田　岳史
346 CLいち 金森　晃 笹島　淳志 国奥　裕太
347 CLに 磯部　剛 林　剛史 加藤　幸弘
348 JAC Aチーム 谷田　登 前田　幹夫 能美　敬一
349 JAC Bチーム 喜多　博 内尾　周平 瀧尾　海晴
350 JOLLY X 南　優彦 上田　真史 酒井　啓二
351 dynamo 笠嶋　祐介 角野　大輔 渡辺　竜治
352 チームHIK 堀田　勉 生田　陽平 笠森　徹
353 チームM-2・D 坂井　祐介 田中　孝欣 大崎　良一
354 チームM-2・B 荒木　充雄 庄司　識人 寺崎　正
355 チーム東陵 向出　大介 中西　幹雄 中江　克哉
356 チームヤマシゲ 丸山　恭弘 三代　克彦 小川　淳
357 チームヤマシゲ 水野　勝仁 鈴木　康治 小宮　真一
358 TEAM MODENA  HIBK 小松　直 山田　公則 國納　建蔵
359 TBC-1 川合　孝明 門奈　優 秋山　圭太



■男子・ロード
No. チーム名 ■メンバー1 ■メンバー2 ■メンバー3 ■メンバー4 ■メンバー5
360 Deban.de.Roller A 木下　龍 中野　裕平 下　大介
361 トンデモキムラーチーム 木村　昇 中松　貴隆 米田　和人
362 トンデモナイッス 森　宏幸 新田　勝則 杉浦　公彦
363 トンデモブルーマン 青山　成弘 川渕　念 谷内　啓之
364 仲俺レーシング・A組 濱本　義宏 高橋　隼一 三田　耕輔
365 中澤悟 中出　大 澤田　剛 北村　悟
366 能登ライダーズ 島田　淳一 橋本　吉郎 岡田　敦也
367 飲んでもオヤヂ朝練 宮村　優 白石　昌武 梅田　康之
368 走れ！新庄チャリ部Aチーム！ 延命　宏明 橋　直宏 佐藤　雄亮
369 走れ！新庄チャリ部Bチーム！ 渡邉　大輔 橋本　篤史 延命　拓也
370 パパーズ自転車部 川端　大雅 米林　正克 萱野　大樹
371 バルバカナザワOHN 岡崎　泰嗣 濱田　雅和 西田　克史
372 バルバクラブハクサンG 久安　直志 河原　史明 加美　謙太
373 FLATBASE 水野　建慶 木下　幸星 橋本　邦彦
374 フリー素材 荻原　朋樹 日野　孔輔 小野沢　達
375 プリンスロードフォーエバー 俣田　信一 川辺　高信 野小　正樹
376 ブルターニュの穴熊 柴　ノブオ 士反　崇克 越村　邦生 
377 北陸電力　自転車部 谷川　雄太 浜谷　眞一 森山　達朗
378 R.C.無遊輪 稲津　三夫 田本　雅彦 坂井　光信
379 モリベア～冬眠：覚醒 田中　久之 山下　耕司 辻本　雅俊
380 RadioRockets α 小坂　一斗 杉浦　拓未 栗田　昭英
381 RadioRockets β 扇　尚弘 川嶋　広貴 小坂　康夫
382 RadioRockets γ 奥村　健一朗 草開　公帆 小川　宜彦
383 La tartaruga α 西本　尚弘 酒井　裕也 中谷　友祐
384 Ｌｏｓｅｒ 安田　雅喜 垣貫　剛広 安田　修
385 井上3sunプラス 松田　一記 竹内　竜也 中田　勇一 北口　権一
386 HKB　ののいち 越野　和徳 小杉　昌裕 野崎　信一 山崎　裕之
387 AC可児シックボーイズ 士野　充 杉崎　竜人 岡田　健介 三嶋　章吾
388 おもももももーズ 梅地　俊甫 井上　一樹 阿蘇　雄太 澤潟　匠
389 KES自転車部 唐島　資徳 當摩　史隆 金子　輝仁 竹本　圭佑
390 ジェイ・バスアスリートクラブ 坂元　進 通善　稔 福田　翔太 因藤　仁
391 タカラスタンダードCCトナミ 松村　紀明 西沢　誠 大達　清寛 長井　国雄
392 チームR リボーン 浅井　博志 折戸　和司 笠井　充 中村　陽一
393 チームM-2・C 松田　英樹 金子　博文 砺波　鉄夫 鳥内　勝己
394 チームケンモリ 野村　耕三 水野　晃宏 井関　界人 柴田　信資
395 チームこそれん 茂岩　豊 林　敏幸 安井　秀樹 小川　修司
396 TEAM CHICLE 山本　隆博 高畑　佳史 市原　健太 樋口　友康
397 TEAM D-One 畠　直樹 瀬戸　優弥 宮谷　直人 青木　正仁
398 チームＴＯＬＡＰ 門田　茂 長谷　久生 辻口　修 山口　修司
399 TEAM　MODENA　F40 伏見　智久 山根　圭一 牛上　勝 石井　洋志
400 TEAM MODENA GY 小林　康博 室木　俊祐 川西　利浩 高井　唯人
401 チームヤマシゲ親父 山田　大嗣 中村　大輔 横井　健夫 加藤　佳高
402 ＴＴＲ 中嶋　伸一 鍛治　忠和 西能　一仁 高崎　倫行
403 TBC-2 鈴木　孝典 伊藤　裕司 鈴木　利光 鈴木　規仁
404 仲俺レーシング・B組 高橋　聖哉 小田　正城 川村　紘嗣 深谷　正浩
405 NOZZO 道下　博之 米澤　直明 山内　雄司 山岸　郷志
406 パワーキックもがき隊 杉本　啓樹 福浦　友貴 和田　大 藤山　龍太
407 ⅣCUS 正木　涼也 服部　泰成 菱本　侑祐 原　大和
408 フレッシュベジタブルス 橋本　聡 西谷　諒平 北川　哲也 吉竹　寛矩
409 前工チャリ部A 五十嵐　慎治 森井　貴寛 三村　友男 堀川　智徳
410 イタリア料理イケミと愉快な仲間達 本田　智之 徳木　健二 大村　貴則 中嶋　鉄男 池見　真一
411 株式会社エムテック 山根　雄一郎 竹田　秀樹 江尻　哲也 田村　直也 山田　朋広
412 KIT RACING 出口　善之 河内　朋也 川原　直人 大内　涼雅 一木　巧太郎
413 SDK レーシングチーム 宮下　泰行 丹羽　健二 柏村　健介 望月　慶 西園　崇広
414 Deban.de.Roller B 坂田　拓 篠田　肇 山本　将勝 南出　義仁 小倉　悠
415 Neigh Borhs RT  A 宮川　淳 廣瀬　敏 荒木　樹 金子　和裕 中澤　賢太朗
416 プリンスロードまったり 中川　清志 大原　丈昌 西嶋　高志 湯浅　敏正 ジョナサン　ケリー

417 前田工繊チャリ部Bチーム 川端　誠 南本　政司 東　聖志 岡田　幹弘 森田　鉄平
418 まじ卍 原田　直輝 西村　容武 古越　賢 松井　久 小尾　幸平



■男子・ロード
No. チーム名 ■メンバー1 ■メンバー2 ■メンバー3 ■メンバー4 ■メンバー5
419 JKCC-R 小出仙　憲康 林　純也
420 JKCC-A 丸谷　雄治 和田　要 東藤　一也
421 JKCC-B 北野　敦 東出　孝志 荒木　弘行
422 SUPER ROCKETS ∞ 佐藤　一也 中川　和樹
423 ﾊﾞﾙﾊﾞｸﾗﾌﾞﾊｸｻﾝH 前田　将弥 山口　優也
424 ほねだいく 櫻吉　啓介 櫻吉　威風
425 坂井CC　ﾁｰﾑ生中 吉川　敏浩 草壁　玄明 橋本　祥平
426 g-foxminami 秋田　賢伸 三田村　亮裕 堀田　義光
427 Neigh Borhs RT  D 宮川　真治 鈴木　典之 加納　康平
428 ﾊﾞﾙﾊﾞｸﾗﾌﾞﾊｸｻﾝC 木田　敬信 野村　峯弘 梅田　仙司
429 ﾊﾞﾙﾊﾞｸﾗﾌﾞﾊｸｻﾝD 田中　晃一 小林　昌史 前田　大輔
430 ﾊﾞﾙﾊﾞｸﾗﾌﾞﾊｸｻﾝE 長谷川　良平 新保　充功 黒川　隆彦
431 ﾂｰﾙﾄﾞのと400 外川　伸介 表　寿史 谷井　年久 山崎　雅也 樋口　陽浩

■男子・車種自由
No. チーム名 ■メンバー1 ■メンバー2 ■メンバー3 ■メンバー4 ■メンバー5
501 石小自転車部 中橋　大輔 広岡　慎吾
502 チーム大雅～す 中川　尊雄 西岡　圭太
503 ２D６ 田上　裕之 野崎　雅
504 空母ナカジマ 木下　俊也 中島　厚史 渡辺　実
505 TEAM SHO 東方　一平 瀬堂　泰斗 大河原　靖貴
506 700C-EATERS 宮野　暁 宮崎　真人 牧野　徹
507 バルバカナザワYHT 山城　哲也 高熊　盛人 平木　貴裕 友貞　満
508 僕ら仲良し三人組 山田　吉彦 木村　健吾 小林　誠
509 ENG CYCLE POWER TEAM 伊藤　慎一郎 晶貴　孝之 江口　智史 深山　慶
510 即席チーム 中川　龍一 高畠　正成 涌井　幹央 大村　大
511 TEAM HI-ROAD 谷内　啓之 菅原　光弘 中内　康暢 岡安　裕之
512 トンデモクラブ チーム金石＋1 宮田　学 丸山　功記 木村　直樹 藤田　健太郎
513 パセリ 後藤　康文 太田　喜彰 藤田　祥伍 長谷　健司
514 ＩＰＵサイクリング 渡辺　健一郎 渡辺　瑛勇 元川　開斗 星野　光司 小路　司
515 チームkmc 竹川　渡 佐藤　一也 和気　武司 芝尾　圭亮 角内　洋一
516 Y’sサークル 坂山　貴浩 金子　恭也 高山　義明 和田　幸男 山田　博之
517 加賀市役所CC-男たちのYAMATO 竹田　健成 東出　康弘 岡村　実 大和　裕也 藤原　公一
518 加賀市役所CC-KFC 上出　亮 田中　孝佳 治下　敏宏 原　敬一郎 山本　創平
519 自転車整備部A 橋場　康人 宮本　勘史 新田　優樹 竹田　大樹
520 自転車整備部B 南川　俊治 坂野　信吾 豊田　丈紫 高野　昌宏
521 自転車整備部C 田村　陽一 笹木　哲也 山崎　裕也 笠原　竹博
522 Neigh Borhs RT  B 河瀬　正史 内田　安彦 吉森　敦 石川　智規 苗島　豊

■男女混成・ロード
No. チーム名 ■メンバー1 ■メンバー2 ■メンバー3 ■メンバー4 ■メンバー5
601 柴犬&roadies; 吉村　健央 吉村　亜紀子
602 シンジョーズ・チーム　オクトパス 石崎　京介 矢口　裕子
603 チームあさぶん 木目古　和裕 八木　梨江
604 T 2 山根　あまね 高田　千代
605 超カルレーシング 嶋口　佐知子 嶋口　和人
606 DU BON TEMPS 広見　武志 正満　美沙央
607 HSC 山田　実 宮保　ひかり
608 ももいろリボルバーZ 森川　裕太 木村　亜希子
609 KIT GIRLS 竹村　晴南 川北　泉 太田　晴菜
610 国土開発センターA 澤　康雄 島木　正博 本野　葵
611 国土開発センターB 亀田　満 岡田　卓也 加茂川　千枝
612 SPIRITトライアスロン部 吉原　朋江 北西　世津子 三味　美帆子
613 谷さんの逆襲 野澤　琴美 小西　美希 谷　茂樹
614 TEAM AMiGos 工藤　英彦 矢島　竜一 栗原　春湖
615 チームM-2・Ｅ 松田　美紀子 竹島　昭一 中山　綱記
616 チーム・GG 宮本　一美 西田　芳 山本　正人
617 チームヤマシゲ混合 今枝　良仁 水野　貴正 水野　麻衣子
618 のとじまトライアスロン実行委員会 古山　幸一 近畑　静也 近畑　由紀子



■男女混成・ロード
No. チーム名 ■メンバー1 ■メンバー2 ■メンバー3 ■メンバー4 ■メンバー5
619 バルバカナザワW 町　百合 駒口　雅子 野崎　美里
620 ＰＫbeauty ＆ the beast 瀧澤　正彦 坂東　千雅 佐々木　武治
621 森人Ｂ　feat.卍 浦　尚史 石木　真希 山本　卍
622 森人Ｃ 浦　幸太朗 田近　沙央里 八田　昌也
623 Love me tender!? ma2 松永　悠希 松永　薫 松永　佳久
624 うさぎちゃんCC 坪野　洋子 奈部　明 能登　正則 吉岡　克
625 金澤麦酒倶楽部 大智　英樹 神田　美樹 寺内　健 虎尾　義勝
626 SDL 生川　博士 生川　れい子 岩田　卓也 岩垣　宏康
627 シンジョーズ・チーム　ジェリーフィッシュ 奥村　恵美子 奥村　奈央 岩本　郁夫 梅野　茜
628 スイカ部♀ 藤澤　千尋 村上　弥生 北嶋　幸恵 塩﨑　風音
629 ducks 高村　良二 木谷　裕也 小山　孝之 松原　美樹子
630 チーム「どうぶつのつ森  略してどう森」 嶋本　涼 高西　訓 田屋　弘樹 福田　和歌子
631 富山弱ペダ婦人部 北村　さやか 江尻　歩望 浦上　恵梨 菅谷　有那
632 トンデモ・マドンナ 森　真由美 森　佳奈江 小林　久美子 北川　ひろみ
633 ななたんと貴族たち 嶋　靖夫 高道　七重 中西　誠拓 黒田　康夫
634 ハッピービギナーズ 田畑　雅弘 岩野　昌之 田畑　千代子 岡上　真弓
635 バルバクラブ越前 寺木　義晴 寺木　なをみ 京藤　咲紀 細坂　浩嗣
636 PK仮装部 横山　浩一 江並　美紀 笹山　健一 中川　みつる
637 V.I.Cジュニア 細川　愛音 加藤　将晃 広瀬　瑠 広瀬　凛
638 FPCO 岩田　弘恵 岡田　庸平 岡　祐介 八尾　佳幸 岩田　達也
639 サイクルチーム輪人-Watto- 平　泰徳 小田　義和 山口　博子 北嶋　孝幸 上田　隆広
640 Team Orange Ring 村井　裕 大石　泰正 川尻　大貴 竹原　茜 山本　マサル
641 仲俺レーシング・C組 木戸　俊孝 笹木　洋之 阿美　一也 坂口　和哉 高橋　朋子
642 プリンスロードびゅんびゅん 野原　勇太 高田　潔 磯貝　宇 今村　仁 池島　奈緒美
643 たにﾎﾟﾝ’ｓ 谷村　兼太郎 谷村　いおな
644 ﾊﾞﾙﾊﾞｸﾗﾌﾞ　ﾊｸｻﾝ 野村　るみ子 今井　美和 手取屋　良重
645 ﾊﾞﾙﾊﾞｸﾗﾌﾞﾊｸｻﾝB 木田　美紀 西田　陽子 松江　和紀
646 g-foxminami 中谷　伸一 土手下　義信 松村　真由美
647 Neigh Borhs RT C 堀内　聡 武澤　智成 山口　秀一 河瀬　まゆみ

■男女混成・ロード
No. チーム名 ■メンバー1 ■メンバー2 ■メンバー3 ■メンバー4 ■メンバー5
701 TEAM 光 浜口　和宏 浜口　香織 前田　恵子
702 森本ＡＣ 北川　敬嗣 山下　明子 前田　忠士
703 ＷＩＮＧＺＥＲＯwith名交 松尾　和明 尾崎　寛範 野口　修 野口　由実子
704 逆風スランプ 山口　美樹 中側　太郎 山本　幹雄 松井　智久
705 森人Ａ 中川　雅人 吉本　真悟 山岡　綾 佐原　周子
706 自転車部 水野　慎也 寺尾　善弘 中村　剛 横井　秀明 横井　千鶴子
707 ちーちゃんSSS 木下　千絵美 白崎　夏輝 寺島　弘貴 高島　千尋 増田　稜穂
708 痛風タヌキ 山口　唯男 西出　由紀 山口　一輝 浅井　淳子 松井　麻容子
709 プラスチックス 寺西　一人 渋谷　克己 関　裕磨 新木　那実 宮西　孝徳
710 ﾋﾞｰｹｰＣＣ　② 越野　学 加藤　佑佳 池尾　嘉治
711 ﾋﾞｰｹｰＣＣ　① 岡部　翔 今川　徹哉 口野　綾夏 木原　翔太
712 L’AUTISTA 友村　久紀 友村　真由美 大西　善紀 島田　拓也 山本　稔一

■ママチャリ
No. チーム名 ■メンバー1 ■メンバー2 ■メンバー3 ■メンバー4 ■メンバー5
801 武丹本舗 加藤　聡一郎 永宮　健守 河合　俊治 山崎　宏一
802 Team 夢屋 坂上　帆南美 辻　麻友子 河原木　寿之 伊藤　大悟
803 北陸① 岩佐　麻菜 川島　華苗 大村　優実 福岡　麗
804 北陸イチ 中定　星菜 榊原　愛 山本　和也 長友　快
805 ダンキチ 姉崎　正治 笠原　雄毅 遠藤　皆生 吉田　創 岡出　幸久
806 運動Boom1 村田　祥健 飯山　直士 本多　智 竹中　良介 出村　健
807 運動Boom2 小林　政博 沖田　大喜 生田　剣一 西脇　大起 村田　恵


