
第17回　ちくさ高原ヒルクライム

【 ロードＡ男子　】

ＢＩＢ 氏名 チーム名 ＢＩＢ 氏　　名 チーム名

1 タカハシ ヨウイチロウ 26 エノモト ノブオ チーム レッド パイン

2 イソヤマ トモヒロ 27 ムラオ ススム

3 ユアサ ヒロユキ 28 ナカジ コウタ TeamGreenRoad

4 ツダ タケシ 29 トウザワ ショウタ CSK Racing Club

5 ホリ ケンジ 30 ヤマモト タクヤ ヴェルジェ

6 イシダ ヨシヒロ 31 フクマル トモヤ Lumiere  KOBE

7 イチマル トモキ 32 ナカノ トオル coccinella

8 ムラタ マサト 33 タカエダ ダイチ 大阪産業大学

9 カガワ シンタロウ 34 ミヤタ ケイイチ アミーゴ倉敷

10 ヤマダ ホクト 神戸高専自転車競技部 35 ミヤザキ コウジ Lumiere KOBE

11 ヤマオカ ヨウイチ 36 ハルキ ヨシカズ チームヴェルジェ

12 タケウチ ユウキ 神戸高専自転車競技部 37 ロクジョウ ヨシアキ

13 タガミ ユウヤ ABC 38 オガワ タカシ soleil de l'est

14 ウエバ タクロウ 大阪府立大学 39 ニイ ユキノブ チームWave

15 ヤマモト リョウ 大阪府立大学 40 ミズイ ヤスオ みっちょ

16 マルオ ダイジロウ グランデパール播磨 41 ハリーズ ジェームズ

17 タカシマ ヒロウミ 第13豆助科連隊 42 ナガタニ トモヒロ Team YRS

18 カワバタ ヤスタケ Companio Kobe 43 カジ テツキ Ｓｏｎｉｃ－Ｒａｃｉｎｇ

19 マツダ ケンイチ Companio Kobe 44 フカイ ヒデユキ Ｓｏｎｉｃ－Ｒａｃｉｎｇ

20 フジモト テルヒサ Companio Kobe

21 ナカニシ ヨシユキ

22 アカマツ ジュンイチ power pack

23 ゴトウ マサノリ

24 クサノ アツシ

25 マツモト アキト ハート ビート

【 ＭＴＢ－Ａ男子　】

ＢＩＢ 氏　　名 チーム名

90 オノ タケシ 900レーシング

91 ナカヤマ ヒデオ TEAM-NR



第17回　ちくさ高原ヒルクライム

【 ロードＢ男子　】

ＢＩＢ 氏　　名 チーム名 ＢＩＢ 氏　　名 チーム名

100 マルオ コウタロウ 131 シライシ アキラ

101 ニシカワ タカアキ 132 ナンバ ヨシフミ TEME　Adventure

102 ヤマグチ ナオト 133 シキダ マサタカ ウオズミサイクル

103 タガ トシハル フニーサイクル 134 フジタ カズノリ 嵯峨青果食品

104 ヨシイ ユキハル 135 ウエダ タカヒロ ロックオン

105 ハヤシ イズミ 136 モリ ケンタロウ イプ練

106 マツモト ヒロシ リブロング神戸 137 ヒラノ コウタロウ 大阪工業大学

107 ソデオカ ユウト 138 ワタナベ ヒデユキ Ｓｏｎｉｃ－Ｒａｃｉｎｇ

108 タニガワ ヒロカズ ネクストリーム

109 イチハシ ツヨシ 攻翼機動隊

110 タカシゲ ケンタ 神戸高専自転車競技部

111 シライシ リクホ 神戸高専自転車競技部

112 セガワ ジュン 神戸高専自転車競技部

113 カワサキ ヨシヒロ

114 クマガイ アスカ

115 スギモト カズオ

116 スギハラ マサノリ

117 ヨコテ ヒロアキ RSOサークル

118 ヨコタ コウジ ヴァイ！

119 オカ カズマ 大阪府立大学

120 ミドウ ケイ 神戸大学サイクリング部

121 ソライ マサオ

122 カジマ ヨシオ coccinella

123 ハタ カズミチ 三菱電機UNO

124 マツナミ トシオ チーム サニーサイド

125 マエダ リョウ 小野工業高校　野外活動部

126 コバヤシ マサキ

127 スズキ ケンタ

128 ゴトウ ケンタロウ Cycle Team ALLEZ

129 ワニブチ ショウヘイ Cycle Team ALLEZ

130 ナス ケイタロウ ﾘﾌﾞﾛﾝｸﾞ神戸



第17回　ちくさ高原ヒルクライム

【 ロードＢ女子 】

ＢＩＢ 氏　　名 チーム名

160 ホリエ ミチコ チームきゃうちゃん

161 ナス ミユキ ﾘﾌﾞﾛﾝｸﾞ神戸

【 ＭＴＢ－Ｂ男子　】

ＢＩＢ 氏　　名 チーム名

180 イワタ マコト 回転木馬

【 ロードＣ男子 】

ＢＩＢ 氏　　名 チーム名

200 フジワラ タカラ

201 サトウ リョウ 大阪工業大学

202 スガノ ショウタ 大阪工業大学

203 ソネ ダイチ 大阪工業大学

204 タナカ ノブユキ

205 ウエツキ カズヒコ

【 ロードＣ女子 】

ＢＩＢ 氏　　名 チーム名

300 ツダ アツコ


	参加リスト

