
サイクルロードレースinグリーンピア三木　参加リスト

【チームスプリント】

ＢＩＢ 氏名 チーム名

ヤマシタ カズヨシ

ハタ　カズミチ

ヤブモト　タクヤ

カシオ　イッチ

ジョウ　ケント

オギノ　ヒロアキ

タカクラ　ユズト

モリワキ　コウキ

マツキヨ ヒデオ

フクシマ　ケンタ

トクノ　ジュンヤ

ワタナベ　ヤスノリ

オク ナオヒト

イイヅカ　マサノブ

イイヅカ　ケイコ

フジタ　タカ

500 三菱電機UNO

501 ゆるゆるサイクリングクラブ

504 予備

503 harapecoサイクリングチーム

502 京都大学



サイクルロードレースinグリーンピア三木　参加リスト

【２周回登録の部】

ＢＩＢ 氏名 チーム名

200 オガワ ヤスヒロ Tyrell Kagawa Racing

【２周回オープン】

ＢＩＢ 氏名 チーム名

1 カシュウ ユウヤ 県西OB

2 カネコ マサツグ

3 ジョウ ダイスケ no beer no life

4 トダ　ミライ

5 イトウ　マサオ ｔｏｍｏｅ

6 トナカ シュンジ ｔｏｍｏｅ

7 フジタ リョウヘイ ｔｏｍｏｅ

8 ハセガワ ユウジ ｔｏｍｏｅ

9 ヨネサキ カズヤ ｔｏｍｏｅ

10 シオノ タクミ ｔｏｍｏｅ

11 スズキ ヒロヒト ｔｏｍｏｅ

12 セキド ケイスケ

13 フジワラ　タカラ

14 ウメヅ ケイスケ

15 ノソコ タク

16 サカエ　ナオキ

17 サコ アツシ またたび

211 キリノ　カズミチ

212 イノウエ　マロ

213 ミヤタ サトシ Life Ride

201 ナカヒロ　トシタカ Team.Mt.Nabe

202 ミヤムラ マサル ONE/WD

300 タツダ オサム Life Ride

301 ササキ ヒトシ コベルコ建機TC

302 タカイ イッペイ Life　Ride

303 キクチ　ヒロシ グランデパール播磨



サイクルロードレースinグリーンピア三木　参加リスト

【２周回マスター】

ＢＩＢ 氏名 チーム名

20 ヤマダ ユウスケ チーム 山小OB

21 イワモト　マサシ チーム岩本

22 カタヤマ　ケン Team　ART

23 イノグチ　サトル T-Ride

24 サカガミ アツム ウオズミサイクル

25 ヤマモト ダイスケ team モニョモニョ

26 ツジ キヨシ

27 イケダ　チヒロ 北摂すからと~れ

28 タテミゾ ヒロミチ イカリ大和

29 トヨタ コウジ イカリ大和

30 イワイ　カズアキ

31 キノシタ　ケイスケ

203 シモナカ ヤスシ NASU FAN CLUB

204 オオナガ ノリヒコ トラクターRC

205 ミナミ シンイチ

206 タカバタケ ミキオ

207 ナガタ　カツヒサ

304 ママダ　ミツカズ Team GoPack

305 イシイ カズアキ NASU FAN CLUB

【２周回ウーマン】

ＢＩＢ 氏名 チーム名

40 イイヅカ ケイコ harapecoサイクリングチーム

41 フジタ　タカ harapecoサイクリングチーム

306 カジ　スミコ Ｓｏｎｉｃ－Ｒａｃｉｎｇ

【２周回ジュニア】

ＢＩＢ 氏名 チーム名

50 ハツガイ ヒデタカ チームサカタニ

51 エンドウ タクミ

52 カサハラ シュンスケ 播州赤穂自転車部

208 タケナカ ハヤト 広島市立落合中学校

307 カジ　テツキ Ｓｏｎｉｃ－Ｒａｃｉｎｇ



サイクルロードレースinグリーンピア三木　参加リスト

【４周回登録の部】

ＢＩＢ 氏名 チーム名

60 ヤマシタ カズヨシ 三菱電機UNO

61 タカガキ シゲミツ HEART BEAT Racing 但馬

62 マツモト アキト HEART BEAT Racing但馬

63 フクシマ ケンタ

64 ワタナベ ヤスノリ

200 オガワ ヤスヒロ Tyrell Kagawa Racing

209 カワグチ タカヒロ

【４周回オープン】

ＢＩＢ 氏名 チーム名

70 トウザワ　ショウタ CSK Racing Club

71 オク ナオヒト harapecoサイクリングチーム

72 マスオカ ユウイチロウ SkyHigh

73 シライシ ミチアキ SkyHigh

74 ウエダ マサノリ SkyHigh

75 ハタ カズミチ 三菱電機UNO

76 イチマル　トモキ

77 オオサキ　タカノリ

78 ヤブモト タクヤ

79 マキノ　アオバ

80 イイヅカ マサノブ harapecoサイクリングチーム

81 ベニタニ　コウジ

82 タガ トシハル フニーサイクル

83 タカセ　マサト sky high

84 ヤシロ ナオヤ LifeRide

85 シンムラ　リョウタ 関西学院大学

86 タテベ　アリヒロ

87 ナカイ　ケンタ

88 トクチ　ショウマ

89 コバヤシ　タクマ

90 ウエダ　ユウ

210  オオクラ　カズナガ ステラシルベスト

202 ミヤムラ マサル ONE/WD

300 タツダ オサム Life Ride

301 ササキ ヒトシ コベルコ建機TC

302 タカイ イッペイ Life　Ride

303 キクチ　ヒロシ グランデパール播磨



サイクルロードレースinグリーンピア三木　参加リスト

【４周回マスター】

ＢＩＢ 氏名 チーム名

100 カワカミ　ヨシヒコ R2 SPORTS CYCLING TEAM

101 ナカガワ ヨシキヨ

102 ナカガワ　カズヤ

103 ハヤシ　イズミ

104 ゴトウ ヒロシ ネクストリーム

105 フジワラ シゲトシ HEART BEAT Equipe 但馬

106 タニグチ マコト HEART BEAT　Equipe　但馬

107 ムラセ コウジ 京都新聞サイクリングチーム

108 ナカニシ　マサヒコ

109 カサハラ ヒロユキ 播州赤穂自転車部

110 マツイ ヨシカズ Life Ride

111 ヨコイ ヨシナリ ＳＳＲＴ自転車部

112 マルコ ヒロシ 一条TAKARAZUKAチームＳ

203 シモナカ ヤスシ NASU FAN CLUB

204 オオナガ ノリヒコ トラクターRC

304 ママダ　ミツカズ Team GoPack

305 イシイ カズアキ NASU FAN CLUB

【４周回ウーマン】

ＢＩＢ 氏名 チーム名

120 ミナミ　サトコ

306 カジ　スミコ Ｓｏｎｉｃ－Ｒａｃｉｎｇ

【４周回ジュニア】

ＢＩＢ 氏名 チーム名

130 カクマエ カズマ 芦学

131 ナカニシ ノリカツ

307 カジ　テツキ Ｓｏｎｉｃ－Ｒａｃｉｎｇ



サイクルロードレースinグリーンピア三木　参加リスト

【７周回登録の部】

ＢＩＢ 氏名 チーム名

140 シン タケヒロ salata bianca kobe

141 ヤマグチ　アツヒロ velo club VENTO

142 フジエダ ミツオ

143 マンタニ カズシ 岡山大学

144 イノウエ ヨシクニ HEART BEAT Racing 但馬

145 ツジ　クニヒロ クラブシルベスト

146 アリサワ ヒロアキ TEAM POLPO

147 モリカネ　タケシ ユニヴェール

148 カワナベ ゲンキ 白星サイクル

149 マツキヨ ヒデオ

150 トクノ ジュンヤ

209 カワグチ タカヒロ

【７周回登録女子の部】

ＢＩＢ 氏名 チーム名

156 マツイ ユウカ You-yu



サイクルロードレースinグリーンピア三木　参加リスト

【７周回オープン】

ＢＩＢ 氏名 チーム名

160 ツネミ　キミオ 三菱自動車自転車部

161 オノ　マサカズ 岡山大学自転車競技部

162 ミサカ ユウスケ

163 イワサキ カズタカ

164 タカト　ヨシタカ

165 オクムラ ソウイチロウ

166 スズ　ショウマ

167 スガワラ　ヒロユキ LINDATUNE

168 マツダ カイ

169 コバタ ヒロシ

170 マナベ ケン

171 ヨコイ レン 県立山崎高校

172 ツバキ　イブキ

201 ナカヒロ　トシタカ Team.Mt.Nabe

210  オオクラ　カズナガ ステラシルベスト

211 キリノ　カズミチ

212 イノウエ　マロ

213 ミヤタ サトシ Life Ride

300 タツダ オサム Life Ride

301 ササキ ヒトシ コベルコ建機TC

302 タカイ イッペイ Life　Ride

303 キクチ　ヒロシ グランデパール播磨



サイクルロードレースinグリーンピア三木　参加リスト

【７周回マスター】

ＢＩＢ 氏名 チーム名

180 フジタ　カズノリ 嵯峨青果食品

181 ハダ　タダシ ステラ シルベスト

182 ホリカワ　シンジ

183 ナカジマ　ダイスケ 忍者イスケ

184 フジタ トヨオ コナミ京橋

185 ヤマダ タカシ SCサイクリング同好会

205 ミナミ シンイチ

206 タカバタケ ミキオ

207 ナガタ　カツヒサ

304 ママダ　ミツカズ Team GoPack

305 イシイ カズアキ NASU FAN CLUB

【７周回ウーマン】

ＢＩＢ 氏名 チーム名

190 ヤマダ　アツコ TRI6 west

306 カジ　スミコ Ｓｏｎｉｃ－Ｒａｃｉｎｇ

【７周回ジュニア】

ＢＩＢ 氏名 チーム名

208 タケナカ ハヤト 広島市立落合中学校

307 カジ　テツキ Ｓｏｎｉｃ－Ｒａｃｉｎｇ


	三木

