
◆男子・ロード・チーム

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

101 泉州オニオンズ 渡邉　誠 清水　亮羽

102 チームシンケン 佐古　成生 河井　康隆

103 Team亭主関白 東　孝次 山本　禎尚

104 FAST HORSE 湯浅　篤彦 湯浅　一馬

105 Filante-A 林　一男 横田　忠昌

106 BOST 今村　圭作 深瀬　維吹

107 リバティ薬局 吉本　宏一 吉本　京平

108 Filante-B 松山　泰治 大林　良 東　勇人

109 貧脚ボーイズ 山下　大輝 寺尾　慎悟 田所　宏樹

110 鈍脚ボーイズ 合田　健二 原　春彦 矢野　貴之

111 ダイワサイクル　チームA 石井　瑞基 島本　賢志 池端　雅輝

112 ダイワサイクル　チームB 金子　陽一 魚谷　朋寛 仲野　結音

113 ダイワサイクル　チームC 西出　尭正 油目　悟 中村　洋

114 チーム　かにみそ 城　健斗 谷　拓希 仲　司

115 サイクリング☆スター 馬場　剛志 森　祐二 吉田　宗弘 中村　誠次

116 白崎ツーリング隊 松下　博和 森　誠 嶋田　博之 木野　惠太

117 すぱいだぁず 三木　佑太 浦野　祐太 岡本　興治 川端　寛司

118 tasso 米野　剛司 長田　和也 奈良　淳也 木野村　陽

119 RADIO TAISO 村賀　正太 三好　孝和 山下　英幸 松倉　敬介

◆男子・車種自由・チーム

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

201 THE兄弟 辻川　淳 玉井　美穂

202 MOUAGE 中平　智一郎 椚座　雅充 井口　禎和 石田　憲吾

203 こまっちゃん 長嶋　義人 小松　英雄 金谷　真一 奥森　雄貴

204 zelo 太田　和哉 居原田　健 小松　哲幸 黒田　肇

205 CHARIST YURA 岡田　雄大 弓場　寅貴 佐々木　裕太 川﨑　翔太

206 ほげほっぽ 新家　弘嗣 野田　創太 中　康信 楠本　佳章

207 マーライオン 水谷　崇 鈴木　健太 高垣　喜久 岩城　晃一

白崎エンデューロ in 由良
選手リスト



◆男女混成・ロード・チーム

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

301 イエローインパルス 和田　香織 村井　孝司

302 小江戸Ｓｏｔｔｏ 工藤　英彦 栗原　春湖

303 The 兄妹 南　裕之 西川　奈苗

304 TEAM TOPFIELD 藤原　三和子 藤原　幸春

305 泉州オニオンズ2 山崎　朋子 田仲　彩子 丸口　悠貴

306 ダイワサイクル　チームD 牛島　大地 加藤　雄一 田島　嘉子

307 team HAYABUSA 奥本　隆広 奥本　颯輝 奥本　眞裕

308 紀北防衛軍 森本　衣里 山本　真由 中西　一郎 友重　みゆき

309 mikan 服部　環 服部　栄子

◆ロード以外・チーム

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

501 Team Kikyo Type-M 山口　敏行 池側　秀俊 天野　祥顕



◆男子・ロード・ソロ

No. 走者 チーム名 No. 走者 チーム名

601 青木　英男 宝の湯 638 高石　将太

602 東　武紀 639 田頭　紘治

603 阿蘓　正登 640 高田　浩之

604 阿部　智和 あべ 641 瀧山　正樹 KARASU 

605 新井　翔大 642 田辺　辰也

606 池上　直紀 643 田伏　弘典 TEAM SANREMO

607 池野　聡一 創一電工レーシング 644 玉置　佳嗣

608 磯田　信行 645 玉虫　清孝

609 井出　充 646 辻中　宏文 じやっくだにえる

610 今村　公俊 647 辻野　弘晃

611 岩本　邦宏 RC:shirahama 648 鶴澤　俊

612 上山　大祐 ダイスポ自転車競技部 649 寺井　健 ENAサイクルチーム

613 大迫　克成 650 寺山　武憲

614 大野　啓介 651 堂岡　悠理

615 大橋　和也 チームシンケン 652 中　明雄

616 岡田　信剛 Team ALZ 653 中川　道弘

617 奥山　敦夫 創一電工レーシング 654 中治　綱太 TeamGreenRoad

618 亀井　毅 サイクリングスポーツクラブVIX 655 中西　哲健 KYOBIレーシング

619 河合　洋 サイクリングスポーツクラブVIX 656 中西　正彦

620 川野　喜重 657 中野　優 CT9A

621 木下　敦博 bochi 658 中村　一也

622 木下　崇 659 西尾　清史 CCOPP

623 木村　亮 橿原wado 660 西川　昌克 丹紀自転車倶楽部

624 高　興和 661 西本　尚弘

625 小山　翔伍 karasu 662 服部　京太 創一電工レーシング

626 雑賀　保彦 team Arcturus 663 林　俊樹

627 堺　智裕 664 廣田　和馬

628 坂本　達哉 遊輪クラブ 665 広原　哲也 TEAM ZAKU

629 佐々木　克憲 666 副井　洋生

630 佐藤　秀樹 667 藤村　豪昭

631 佐野　晶 668 松田　宗久

632 澤田　明人 CCOPP 669 松村　和哉

633 塩路　真之 670 松本　哲也 AVANT GARDE

634 渋谷　晃也 671 丸野　敏喜

635 嶋谷　圭司 672 丸野　友樹

636 鈴木　健嗣 チーム俺嫁 673 三浦　一雄

637 高井　晴紀 OSSO Racing 674 溝　登 VIX Cycling club



◆男子・ロード・ソロ ◆男子・ロード以外・ソロ

No. 走者 チーム名 No. 走者 チーム名

675 峰　悟司 Team Kikyo 801 石村　佑樹

676 村上　佳親 802 岩橋　宏典

677 村口　雅英 803 川島　隆伸

678 森田　譲治 KARASU 804 木下　強 浴衣レーシング

679 守分　佑介 浴衣レーシング 805 嵯峨　英晃

680 山口　泰司 THCrew 806 田山　秀嗣 SAKAI★RACING

681 山下　和也 807 上山　智久

682 山田　貴志 808 久保　宗之

683 山名　拳太郎 LALPE KF RACING

684 山中　寛弘 テックスポーツ一人ぼっち ◆女子・ロード・ソロ

685 吉野　耕平 ダイスポ自転車競技部 No. 走者 チーム名

686 渡部　貴史 901 井口　智子 チーム大松

687 粟飯原　光広 902 浦野　士乃美

688 門築　篤史 903 夏見　彩希 ゾースエレファンットメント

689 佐々木　晃雄 ミニットマン 904 濵口　真帆 BEI CYCLING CLUB

690 高岸　俊幸 karaSu 905 平田　時子 BIXサイクリングクラブ

691 中野　武史 karasu 906 元田　真由美

692 沼平　茂雄 猪八戒

693 山本　克己 チーム　イチイチゼロハチ

694 山本　哲哉 ネクストリーム・うどん虹や


