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1 201 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻｶｽﾞ 愛媛県 onmac山本 雅一

2 202 ｺﾊﾞｼ ﾖｳｼﾞ 香川県 ﾄﾞM組合ころ部3軍小橋 洋二

3 203 ｶﾘﾔ ﾌﾐｱｷ 高知県 NightRideinKochi刈谷 文昭

4 204 ｶﾜｸﾎﾞ ﾅﾂｷ 高知県 KCTC川久保 夏貴

5 205 ｳｴﾏﾂ ｶﾂﾋﾛ 香川県 香川県ﾄﾞM組合植松 克裕

6 206 ｶﾒｵｶ ｼﾝﾔ 愛媛県 masahikomifune.com CyclingTeam亀岡 晋也

7 207 ｶﾝ ﾀﾞｲｽｹ 愛媛県 今治市役所Daytripperz菅 大介

8 208 ｾｷﾓﾄ ｺｳｲﾁ 愛媛県 SOLD OUT!関本 孝一

9 209 ｱﾝﾄﾞｳ ﾔｽｼ 愛媛県 INFINITY安藤 靖

10 210 ﾅｶｼﾞﾏ ﾄｼｵ 高知県 Night Ride in Kochi中島 寿雄

11 211 ｲﾉｳｴ ﾏｻﾄ 愛媛県 ECW-RT井上 雅人

12 212 ｳｴﾆｼ ｼｮｳｼﾞ 愛媛県 INFINITY上西 庄二

13 213 ｶﾈﾉﾌﾞ ﾏｻﾙ 愛媛県 なし兼信 優

14 214 ﾂｻﾞｷ ｵｻﾑ 愛媛県津崎 修

15 215 ﾐｽﾞｻｷ ｶｽﾞﾓﾘ 愛媛県水崎 和盛

16 216 ﾄﾞｲ ﾐﾁﾉﾌﾞ 香川県土居 通伸

17 217 ｲﾜｻｷ ﾂﾖｼ 高知県 Team Nasso岩崎 剛

18 218 ﾓﾘ ｼｭｳｼﾞ 高知県森 秀司

19 219 ｵｶｳﾁ ﾕｳｼﾞ 香川県岡内 雄司

20 220 ﾀｶﾊｼ ﾏｻｷ 愛媛県高橋 正樹

21 221 ﾄﾞｲ ｺｳｼﾞ 香川県 香川県ﾄﾞM組合土居 康二

22 222 ｷﾑﾗ ﾀｶﾋﾛ 岡山県 ﾁｰﾑWave木村 高博

23 223 ﾄﾖｼﾏ ﾀｶﾕｷ 愛媛県 ﾋﾞｽｺおいしくてつよくなる豊島 貴之

24 224 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｲﾁ 愛媛県 MOCKLIES渡邉 興一

25 225 ﾀｶﾞｼﾗ ｺｳｿﾞｳ 愛媛県 PAINKILLER田頭 幸造

26 226 ﾌｼﾞﾀ ﾀｶｵ 愛媛県藤田 貴夫

27 227 ｾﾄ ﾏｻｶｽﾞ 香川県 TyrellKagawaCyclingTeam瀬戸 雅一

28 228 ｲﾏﾑﾗ ﾏｻﾕｷ 愛媛県 走れ馬鹿犬今村 政幸

29 229 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾂﾔ 広島県 ﾒｶﾆｯｸﾋﾟｯﾄｻｲｸﾘﾝｸﾞﾁｰﾑ小林 達也

30 230 ﾔﾏｼﾛ ﾘｮｳ 愛媛県山城 良

31 231 ｺｼﾐｽﾞ ﾄﾓｷ 高知県輿水 朝樹

32 232 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾉﾌﾞ 愛媛県鈴木 博宣

33 233 ｶﾀﾔﾏ ﾀﾞｲｷ 愛媛県 ﾁｰﾑ大永山片山 大樹

34 234 ﾔﾏﾅｶ ﾄﾓﾖｼ 広島県 Bicicletta-MANI山中 知義

35 235 ｲｶﾜ ﾘﾂ 愛媛県井川 立

36 236 ｵｵﾓﾄ ｼﾞｭﾝﾔ 愛媛県 今治造船自転車部大本 純也

37 237 ｶｼﾞｶﾜ ｱｷﾋﾛ 愛媛県 TEAM51.5GO梶川 明宏

38 238 ｴﾝﾄﾞｳ ｸﾆﾋｺ 愛媛県 ひよこCLUB遠藤 邦彦

39 239 ｵｵﾆｼ ｺｳｲﾁ 愛媛県大西 弘一

40 240 ｺﾞｳﾏﾙ ｶﾂﾉﾘ 広島県 ちゅう吉福山CX部郷丸 勝範

41 241 ﾊﾀ ｼｭｳｲﾁ 愛媛県秦 修一

42 242 ﾎﾘ ﾐﾁｵ 愛媛県 MOKKU堀 美智夫

43 243 ｻｲｷ ﾉﾎﾞﾙ 愛媛県佐伯 昇

44 244 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾃﾙﾋｺ 愛媛県 MOTO WAN渡辺 輝彦

45 245 ﾔﾉ ｹﾝｿﾞｳ 愛媛県 ｸﾞﾗﾝﾋﾟｰCX矢野 健三

46 246 ｻﾄﾞ ﾄｼｷ 広島県佐渡 俊紀

47 247 ﾎﾘｶﾜ ｼﾝｼﾞ 愛媛県堀川 伸二

48 248 ﾌﾙｶﾜ ｺｳｼﾞ 愛媛県古川 浩次

49 249 ｵｶﾓﾄ ｶｽﾞﾋﾛ 愛媛県岡本 和弘
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50 250 ﾌｼﾞﾜﾗ ｹﾝ 愛媛県 焼鳥山鳥R藤原 健

51 251 ﾌｼﾞｲ ｼﾝﾍﾟｲ 愛媛県藤井 晋平

52 252 ｼﾝﾐｮｳ ﾀﾞｲｼﾞﾛｳ 愛媛県新名 大二郎

53 253 ﾐﾔﾓﾄ ﾀﾀﾞﾋﾛ 愛媛県宮本 忠裕

54 254 ﾀｸﾎﾞ ﾂﾖｼ 愛媛県田窪 剛

55 255 ｷﾀｼﾞﾏ ﾁｻﾄ 岡山県 FREESPEED北嶋 千里

56 256 ｻﾄｳ ﾉﾌﾞﾋｺ 愛媛県 ｴｷｯﾌﾟU V.T.T佐藤 信彦

57 257 ｵﾘﾓﾄ ｺｳｲﾁﾛｳ 広島県 Bicicletta-MANI折本 皇一郎

58 258 ﾔﾅｷﾞﾊﾞｼ ﾋﾛﾄ 広島県柳橋 寛人

59 259 ｽｽﾞｷ ｼｭｳﾍｲ 愛媛県鈴木 修平

60 260 ｻｺｳ ﾋﾛﾉﾘ 岐阜県 team crz酒向 宏紀

61 261 ﾔｽｵｶ ﾄｼﾌﾐ 高知県 KCTC安岡 利文

62 262 ｳﾗｲﾃﾞ ｴｲｼﾞ 香川県裏出 英司

63 263 ｶｸﾀ ﾂﾖｼ 香川県 TEAM 410G角田 剛

64 264 ﾋﾗｵｶ ﾋﾛｷ 広島県 Bicicletta-MANI平岡 寛基

65 265 ｵﾁ ﾕｳｽｹ 愛媛県越智 悠介

66 266 ｺﾏﾂ ﾋﾛｱｷ 高知県 suisitsu小松 広明

67 267 ｼﾏﾀﾞ ﾀｹｼ 山口県 ｱﾚｰﾈｿﾚｰﾈ島田 剛
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