
　　★チーム名、種別、各担当の氏名・性別・年齢・所在地に誤りがあるときは、お知らせください。スタートリストは修正不可ですが、リザルトは正しく記載いたします。　

氏 名 性別 年齢 所在地 氏 名 性別 年齢 所在地 氏 名 性別 年齢 所在地

1001 しょぶり焼きそばダブル納豆トッピングで 総合 橋本 善仁 男 19 広島県 坂本 宏樹 男 20 広島県 中嶋 直大 男 23 広島県

1002 はしもとまと よしひとまと 総合 大上 雅弘 男 20 広島県 小浦 和馬 男 21 広島県 藤本 康介 男 19 広島県

1003 炙りネギマヨ 総合 太郎浦 和樹 男 20 広島県 小川 優太朗 男 20 広島県 川崎 友輔 男 20 広島県

1004 ヒトカラメディア 総合 加藤 慶一 男 32 東京都 田久保 博樹 男 30 東京都 日比野 亮二 男 29 神奈川県

1005 チームTBO 総合 徳川 雅彦 男 31 徳島県 坂東 克浩 男 41 徳島県 岡田 慎司 男 36 徳島県

1006 TEAM  TKK 総合 萱原 美国 男 33 大阪府 高木 公志 男 33 徳島県 蔭山 和也 男 33 徳島県

1007 チキン黒コショウ焼き 総合 魏 弘之 男 20 広島県 大瀧 拓弥 男 22 広島県 松野 文彬 男 21 広島県

1008 だいさんじ 総合 大石 和弘 男 43 徳島県 山田 啓介 男 58 徳島県 青木 崇晃 男 40 徳島県

1009 JTEKT CYCLING CLUB 総合 西谷 敏彦 男 47 奈良県 重永 雅行 男 51 奈良県 小林 正典 男 57 奈良県

1010 BEEREN Bチーム 総合 小松 郁夫 男 56 兵庫県 中島 隆行 男 46 兵庫県 平井 陽一 男 47 兵庫県

1011 日亜化学トライアスロン部HERITAGE 総合 西山 英吾 男 43 徳島県 榊 篤史 男 43 徳島県 山部 和紀 男 43 徳島県

1012 GOLD RUSH 総合 谷井 啓一 男 42 兵庫県 灘本 泰輔 男 48 兵庫件 町田 尚紀 男 31 鹿児島県

1013 走魂有馬塾ひわさ夏の陣 総合 香川 一成 男 52 兵庫県 山本 幸司 男 47 兵庫県 有馬 純 男 49 兵庫県
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1014 BEEREN-A 総合 樗木 晃 男 51 兵庫県 菅澤 和彦 男 52 兵庫県 梶本 繁樹 男 47 兵庫県

1015 ポンコツＫＹＫ 総合 三宅 正弘 男 35 徳島県 篠原 裕之 男 37 徳島県 石川 公裕 男 41 徳島県

1016 ひよこ事業部 総合 矢野 文彬 男 30 京都府 藤田 雄一郎 男 31 京都府 前田 一真 男 30 京都府

1017 須磨MON 総合 本間 壽夫 男 69 兵庫県 　杉永　 一顕 男 52 兵庫県 小西 創一 男 57 兵庫県

1018 阿武能丸 総合 小鹿 文彦 男 44 千葉県 船田 悟史 男 41 東京都 吉田 基晴 男 45 徳島県

1019 ヒメジケイエイＡチーム 総合 篠田 直宏 男 45 兵庫県 藤井 一博 男 52 兵庫県 吉良 晋平 男 45 兵庫県

1020 ヒメジケイエイＢチーム 総合 尾辻 雅也 男 44 兵庫県 松尾 基宏 男 46 兵庫県 八木 美光 男 39 兵庫県

1021 チーム　トト 総合 篠原 昇一 男 60 徳島県 板東 誠人 男 36 徳島県 野口 俊治 男 59 徳島県

1022 日亜化学　Team　INFINITY 総合 竹内 洋平 男 32 徳島県 紡車 尚吾 男 33 徳島県 清水 智和 男 37 徳島県

1023 弁護士法人リーガルアクシス 混合 立石 量彦 男 41 徳島県 大森 千夏 女 33 徳島県 立石 量彦 男 41 徳島県

1024 サクラ2 混合 木村 妙 女 58 徳島県 岡田 侑己 男 20 徳島県 武岡 康則 男 47 徳島県

1025 Tdc 混合 田中 佑典 男 30 兵庫県 田中 博雄 男 59 兵庫県 田中 惠子 女 57 兵庫県

1026 Teamぷっちょ 混合 古橋 裕子 女 26 神奈川県 中島 章裕 男 32 大阪府 清水 千野 女 27 兵庫県

1027 さくら 女子 佐々 由美子 女 57 徳島県 平島 ゆかり 女 44 徳島県 天野 ひろみ 女 50 徳島県

1028 石飛教室　須磨女 女子 杉田 倫栄 女 36 兵庫県 林 真由美 女 49 兵庫 松尾 由樹恵 女 42 兵庫県

1029 石飛教室　練習生 女子 広井 千景 女 58 兵庫県 谷本 智代 女 42 兵庫県 千住 明奈 女 30 兵庫県


