
サイクルエンデューロｉｎ播磨中央公園　参加リスト

　【オープン】

BIB 氏名 フリガナ チーム名

1 鍜冶　善文 カジ ヨシフミ

2 前島　悠仁 マエジマ　ユウジ soleil de l’est

3 武内　研二 タケウチ　ケンジ アバンギャルド和歌山

4 李　延壮 イ　ヨンジャン

5 大橋　悠 オオハシ　ユウ YK30C

6 安立　昌司 アダチ マサシ シラサギサイクル

7 米澤　信嘉 ヨネザワ　ノブヨシ

8 井上　健一 イノウエ ケンイチ サイクルセンターＭＩＫＵ

9 中川　尊雄 ナカガワ タカオ チーム大雅～す

10 西川　隆顕 ニシカワ　タカアキ

11 西野　雅文 ニシノ マサフミ instinct

12 桐山　雄一 キリヤマ　ユウイチ POLPO

13 山本　隆久 ヤマモト タカヒサ soleil de l'est

14 江夏　徳寿 エナツ ノリトシ Kazamidori

15 原田　英和 ハラダ　ヒデカズ

16 中田　圭亮 ナカタ ケイスケ

17 湯淺　壮司 ユアサ　タケシ

18 米津　佑一 ヨネツ ユウイチ

19 中馬　聡司 チュウマ サトシ soleil de lest

20 南谷　晃律 ミナミタニ アキノリ Team AXiON

21 斉藤　和哉 サイトウ カズヤ シルクロード

22 永井　庸平 ナガイ ヨウヘイ ARAYA CYCLING CLUB

23 村西　史規 ムラニシ フミキ ARAYA CYCLING CLUB

24 青田　敏隆 アオタ　トシタカ

25 井上　耕治 イノウエ コウジ

26 伊勢　洋人 イセ ヒロト チーム　WEAEKEND　

27 児玉　誠治 コダマ セイジ Lumiere KOBE

28 上田　和孝 ウエダ カズタカ

29 山川　晃平 ヤマカワ　コウヘイ

30 吉田　敦 ヨシダ　アツシ Team中西機械

31 加茂　豪康 カモ　タケヤス Life Ride

32 三浦　清史 ミウラ　キヨフミ

33 松岡　真生 マツオカ　マオ

34 田中　慶介 タナカ ケイスケ
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　【オープン】

BIB 氏名 フリガナ チーム名

35 上阪　健登 ウエサカ　ケント

36 三崎　康平 ミサキ　コウヘイ KAZAMIDORI

37 矢代　直也 ヤシロ ナオヤ

38 植田　恒平 ウエダ　コウヘイ ウオズミサイクル

39 若林　信 ワカバヤシ マコト チームAVEL

40 加藤　宏幸 カトウ ヒロユキ Team Axion

41 荒尾　真道 アラオ　マサミチ

42 三木　政和 ミキ マサカズ

43 肥塚　雅行 コエヅカ マサユキ

44 馬野　大嗣 マノ ヒロツグ

45 山下 良樹 ヤマシタ ヨシキ

46 高井 一平 タカイ イッペイ Life Ride

47 武中 研太 タケナカ ケンタ CSK Racing Club

48 片山 草太 カタヤマ ソウタ

49 高見 翔 タカミ ツバサ

50 成田 吉宣 ナリタ ヨシノブ Clover Bicycle

51 田中 宏 タナカ ヒロシ Clover Bicycle

52 津田 晋 ツダ シン Wago

53 濱本 直秀 ハマモト ナオヒデ

54 山中 大幸 ヤマナカ ヒロユキ HRC

55 稲津 祐哉 イナヅ ユウヤ HEART BEAT Racing但馬

56 津崎 忠広 ツサキ タダヒロ HEART BEAT Racing但馬

57 中富 貴也 ナカトミ タカヤ ベロテク

58 古川 哲也 フルカワ テツヤ チーム WEAEK END

59 田中 正広 タナカ マサヒロ HEART BEAT Racing但馬

60 山本 恵大 ヤマモト ヤストモ グランデパール播磨

61 宿南　悟 シュクナミ サトル soleil de l'eet

62 山根 壮史 ヤマネ マサシ Team Special Rapid

63  赤木 正芳 アカギ マサヨシ チ－ムワゴ

64 道見 和也 ドウミ カズヤ 大阪産業大学

65 見掛 峻太郎 ミカケ シュンタロウ 大阪産業大学
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　【マスター】

BIB 氏名 フリガナ チーム名

101 片田　哲也 カタダ テツヤ

102 岩本　昌志 イワモト　マサシ csy

103 石田　吉宏 イシダ　ヨシヒロ weedy

104 後藤　東洋士 ゴトウ ヒロシ

105 高谷　亮介 タカタニ　リョウスケ

106 古谷　広志 フルタニ ヒロシ

107 海老　純 エビ　ジュン シラサギサイクル

108 内田　晃央 ウチダ アキオ KAZAMIDORI

109 植田　勝己 ウエダ カツミ カザミドリ

110 久下　弘樹 クゲ ヒロキ

111 柴辻　篤史 シバツジ アツシ kazamidori

112 松本　秀浩 マツモト　ヒデヒロ WEAEK END

113 樋口　貢 ヒグチ　ミツグ いちもくさん

114 松井　克多 マツイ ヨシカズ Life Ride

115 山田　和弘 ヤマダ　カズヒロ 268wedo

116 安田　大介 ヤスダ ダイスケ

117 高畑　樹男 タカバタケ ミキオ KAZAMIDORI

118 油浅　弘幸 ユアサ　ヒロユキ CLOUD 9ers

119 阿部　晃士 アベ コウジ GENE BIKES

120 宮谷　直希 ミヤタニ　ナオキ

121 山口　隆 ヤマグチ タカシ

122 福中　健二 フクナカ ケンジ

123 山本　勝司 ヤマモト カツシ 268wedo

124 井口　訓 イノグチ サトル Ｔ-Ｒｉｄｅ

125 藤田 一典 フジタ カズノリ 嵯峨青果食品

126 伊藤 卓資 イトウ タカシ ASPHALT-KIDS

127 藤本 達生 フジモト タツオ NASU FAN CLUB

128 岸本 健吾 キシモト ケンゴ 登川流

129 白谷 和雄 シラタニ カズオ HONDE

130 高原 鉄雄 タカハラ テツオ Eolo

131 木下 敬介 キノシタ ケイスケ

132 谷口 誠 タニグチ マコト HEART BEAT Equipe

133 松本 章人 マツモト アキト HEART BEAT Equipe但馬

134 守屋　慶一 モリヤ ケイイチ Salata Bianca Kobe

135 石井　和明 イシイ　カズアキ NASU FAN CLUB
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　【ウーマン】

BIB 氏名 フリガナ チーム名

201 大日南　亜紀子 オオヒナ アキコ

202 桝田　絵美 マスダ エミ シラサイ

203 松川 希代子 マツカワキヨコ

204 川口　うらら カワグチ ウララ Ｓｏｎｉｃ－Ｒａｃｉｎｇ

　【ジュニア】

BIB 氏名 フリガナ チーム名

301 吉村　光也 ヨシムラ　コウヤ TEAM SF

302 細田　悠太 ホソダ ユウタ 宇陀サイクルレーシング

303 内橋　和也 ウチハシ　カズヤ 西脇工業高等学校

304 清瀬　拓真 キヨセ　タクマ 西脇工業高校

305 荒木　哉大 アラキ カナタ

306 前田　陵 マエダ　リョウ 小野工業高校 野外活動部

307 櫻田　洸樹 サクラダ　コウジュ ゆりのきチルドレン

308 山川　晃弥 ヤマカワ アキヤ 市立伊丹高校

309 井門　孝太 イド　コウタ

310 滝川 圭太郎 タキガワ ケイタロウ ゆりのきチルドレン

311 松笠 寛也 マツカサ ヒロヤ Coraggio Kawanishi Cycling Team Jr.


312 古川 眞隆 フルカワ マサタカ ゆりのきチルドレン

313 二唐　基 ニガラ モトシ WGAracing

314 道見 優太 ドウミ ユウタ Team POLPO

315 森根 詩成 モリネ シイナ 市立伊丹高校

316 前川 直也 マエカワ ナオヤ 市立伊丹高校

317 松本　峻 マツモト シュン 市立伊丹高校

318 樋口　章 ヒグチ アキラ 市立伊丹高校

319 安田 康太 ヤスダ コウタ 市立伊丹高校

320 田中 秀弥 タナカシュウヤ 市立伊丹高校

321 奥田 圭佑 オクダ ケイスケ 市立伊丹高校

322 横井　廉 ヨコイ レン 県立山崎高校

323 梶 鉄輝 カジ テツキ 市立伊丹高校
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　【チーム】

BIB 氏名 フリガナ チーム名

山田　淳史 ヤマダ アツシ

杉本　亮 スギモト　リョウ

進藤　直樹 シンドウ　ナオキ

浦門　義人 ウラカド ヨシト

道盛　祐哉 ミチモリ ユウヤ

南方 皐佑

森本　朋樹 モリモト　トモキ

中野　敬文 ナカノ　タカフミ

中島　義弘 ナカシマ　ヨシヒロ

内田　貴之 ウチダ　タカユキ

山田 裕介 ヤマダ ユウスケ

高橋 由二 タカハシ ユウジ
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402 市立伊丹高校

ちーむ壱参伍

山東

チーム山小OB
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