
No. チーム名 地区 メンバー1 年齢 メンバー2 年齢 メンバー3 年齢

1 チームなる 愛知県 飯田 豊 41 山本 真也 26 和田 成仁 30

2 EuroMaterialAstuto 京都府 Sandu Ionut 39 Tanaka Ryutaro 39 Katsumizu Takuya 28

3 サイクル室 愛知県 福島 正和 32 中村 全志 43 田村 浩樹 32

4 ピナレロ三兄弟 岐阜県 野田 範幸 38 三島 竜二 45 構井 智哉 23

5 GSユアサ京都自転車部 京都府 副嶋 大輝 34 船原 徹士 38 清水 勇太 29

6 GSユアサ京都自転車部 大阪府 雪岡 純 46 轟 洋 32 梶川 拓人 28

7 鈴鹿、松阪周回練メンバー募集中です 三重県 川邊 恭平 37 松川 亜利樹 46 福田 和志 20

8 R９９RBC 大阪府 樋浦 義高 36 澤田 往治 36 西川 翼 25

9 SAKAI★RACING 三重県 市村 博志 51 北岡 主成 50 吉村 宗大 30

10 絶景のんびりサイクリング倶楽部 三重県 若林 大悟 47 甲斐 吉保 44 大橋 里栄子

11 OneKame01 三重県 宮明 稚晴 60 加賀 光太郎 36 福島 渉悟 26

12 梅林ベアーズ 岐阜県 古田 治美 苅谷 重晴 53 山内 俊弘 28

13 三重大学 MUCC 三重県 杉谷 俊毅 20 高田 知拓 22 上田 直輝 20

14 桃 愛知県 鳥居 裕紀 45 鳥居 来安 12 江本 健吾 44

15 AZZURING 大阪府 多田 直樹 45 高田 智貴 43 鍛治 功 40

16 引退レーシング 滋賀県 伊藤 公秀 22 中村 優吾 22 辻村 智寛 21

17 失われた青春 愛知県 山本 達彦 25 滝野 雅之 26 吉岡 侑太郎 26

18 チームいいね！押す 愛知県 小林 悟史 25 原田 恭輔 23 桐原 敬 25

19 K's racing 大阪府 新家 一慶 19 中島 公兹 41 岩崎 竜也 19

20 いちよしCC京田辺 大阪府 西尾 純二 44 小西 健文 44 近藤 隆充 39

21 チームきょうたなべ 京都府 宮崎 哲 49 大西 秋治 56 小野原 寛人 42

22 SAW-team 三重県 前田 俊一 17 南平 侑人 18 平賀 和 18

23 箕面サイクリングクラブ 大阪府 横手 宏彰 55 井上 寛之 42 正木 陽介 55

24 LRC 滋賀県 竹中 徹 50 奥山 拓也 30 西村 精児 49

25 SHINNO RACING 三重県 伊藤 夢真 17 加藤 辰之助 17 浜田 優一 17

26 射撃部＋one 三重県 池内 陽介 41 川中 憲彦 45 高橋 宏典 43

27 車両チャリ同盟 兵庫県 芦田 昌祥 27 手塚 達也 26 塩見 勇祐 29

28 CS YAMADA 京都府 木下 弘幸 33 矢内 克志 49 杉田 晃一 28

29 Team Phantom 愛知県 嘉手川 将 48 江里口 等 45 中島 昴平 23

30 えっ？エキスパート？ビギナーですが。 愛知県 森園 武明 36 中越 太志 35 寺澤 功朗 37

31 TEAM YMJ 和歌山 三木 壮徒 36 山内 豊和 39 石橋 拓也 26

32 アイサンレーシングサポーターズクラブ 愛知県 澤田 浩二 45 清水 つかさ 西谷 泰治 38

33 三鉄心 三重県 鈴木 則充 43 稲森 哲朗 39 梶 辰輔 43

34 Team-DADDY-A 岐阜県 柘植 洋一 35 澤田 麻功 32 古田 将之 31

35 自転車走業 三重県 村山 直行 59 野口 淳平 38 内田 博樹 54

36 Team-DADDY B 岐阜県 林 繁美 52 市岡 幹雄 45 浅井 勝也 49

37 グット　きらめき　2020 岐阜県 永田 勝巳 56 廣瀬 裕剛 46 松本 輝也 39

38 DESTRA 愛知県 内丸 達也 31 加藤 浩晃 34 吉田 真人 36

39 ISnet fukui 福井県 小林 靖幸 23 永井 辰雄 55 藤澤 芳一 54

40 Climber's High 三重県 小田 真輝 32 髙尾 毅 29 守山 徹 35

41 古田山 愛知県 古山 達也 41 古田 哲也 43 内田 友樹 39

42 こけしdi2/クズ勢 岐阜県 三宅 直弥 30 浅野 佑介 30 酒井 智寛 25

43 TEAM　カスッ！ 愛知県 海良 晶子 海良 幸治 50 小熊 孝芳 30

44 Tachyon Cycle team 愛知県 深谷 天翔 15 大岩 広輝 16 川畑 翔栄 15

45 Tachyon Cycling Team 愛知県 石上 翔登 17 鈴木 幸雄 14 半田 匠 16

46 チームTHM 三重県 増村 琉綺 16 堀内 佑真 17 谷口 友希 17

47 チームじゃない 愛知県 佐藤 泰介 25 清水 大貴 19 落合 翼 16

3001 TTGミトロング-V 石川県 荒木 樹 39 細川 翔汰 15 浦 幸太郎 15

3002 ちゃりん娘 萩原 綾香 井上 うた 大西 由利絵

3×3時間（スリーバイスリー）　スタート/13:30　ゼッケン色(青)　49チーム


