
No. 賞 タイトル 氏名 住所
1 最優秀賞 勝者と敗者 高橋 健四朗 大阪市東住吉区
2 優秀賞 アウト・イン 岡﨑 弘幸 和歌山県和歌山市
3 特別賞 チームワーク 中尾 征次郎 大阪市平野区
4 入選 どうして笑えるの？ 高橋 健四朗 大阪市東住吉区
5 入選 絶妙なコーナリング 中尾 盛幸 阪南市
6 入選 勝利 松原 唯夫 堺市堺区
7 入選 疾走 西浦 康昭 岸和田市
8 入選 集団 國居 利昭 和泉市
9 入選 疾走 國居 利昭 和泉市
10 入選 日日是好日 梨本 康夫 大阪市淀川区
11 入選 地元 堺の意地 遍々古 泰久 東大阪市
12 入選 勝利へ 栄光のラストスパート 遍々古 泰久 東大阪市
13 入選 世界の走り 遍々古 泰久 東大阪市
14 入選 レース日よりですね。 高橋 春子 松原市
15 入選 時空の彼方へ 高橋 俊治 松原市
16 入選 接戦 井阪 明 高石市
17 入選 「ダッシュ」 森林 正和 堺市堺区
18 入選 「コーナーリング」 森林 正和 堺市堺区
19 入選 escape! 竹内 公司 堺市北区
20 入選 ラスト・スプリント 宮城 将 八尾市
21 入選 観客の大声援を受けて 芝田 雅暉 堺市西区
22 入選 最終コーナー 荒木 正義 京都府宇治市
23 入選 勝負師、ゴールに向かって！ 桶本 義広 堺市北区
24 入選 Ale！Yukiya 山口 慎一 吹田市
25 佳作 スマイル 高橋 健四朗 大阪市東住吉区
26 佳作 激戦 中尾 盛幸 阪南市
27 佳作 接戦 中尾 盛幸 阪南市
28 佳作 追走 松原 唯夫 堺市堺区
29 佳作 ガンバレ 西浦 康昭 岸和田市
30 佳作 力走 國居 利昭 和泉市
31 佳作 Stand ｂｙ 梨本 康夫 大阪市淀川区
32 佳作 Go ａｈｅａｄ！ 梨本 康夫 大阪市淀川区
33 佳作 スター軍団 岡﨑 弘幸 和歌山県和歌山市
34 佳作 ガンバレ！ 井阪 明 高石市
35 佳作 ファイト！　 ファイト！ 井阪 明 高石市
36 佳作 「戦う視線」 森林 正和 堺市堺区
37 佳作 shadow racer 竹内 公司 堺市北区
38 佳作 凄まじい車輪の風切り音 芝田 雅暉 堺市西区
39 佳作 下り坂を一気に駆け抜けて 芝田 雅暉 堺市西区
40 佳作 コーナリング－スタンバイ！ 桶本 義広 堺市北区
41 佳作 コーナ　リング 五領田 清一 堺市中区
42 佳作 デット　ヒート 五領田 清一 堺市中区
43 佳作 脱兎の如し 五領田 清一 堺市中区
44 佳作 激走 山本 治彦 泉大津市
45 佳作 トップ争い 山本 治彦 泉大津市
46 佳作 ダッシュ 山本 治彦 泉大津市
47 佳作 スリップ ストリーム 安野谷 敏 堺市西区
48 佳作 競り合い 安野谷 敏 堺市西区
49 佳作 疾走 安野谷 敏 堺市西区
50 佳作 疾走 譲原 清 堺市西区
51 佳作 余裕かな!! 譲原 清 堺市西区
52 佳作 リフレッシュ・タイム 嶋田 博 堺市西区
53 佳作 虎視眈眈 嶋田 博 堺市西区
54 佳作 テッペンへＧｏ！ 嶋田 博 堺市西区
55 佳作 疾走 青木 輝男 堺市南区
56 佳作 女子レース 伊藤 幸子 大阪市東住吉区
57 佳作 声援 伊藤 幸子 大阪市東住吉区
58 佳作 スポンサー 伊藤 幸子 大阪市東住吉区
59 佳作 ダッシュ！ 小島 義紀 大阪市中央区
60 佳作 ワァ－－－!!! 小島 義紀 大阪市中央区
61 佳作 華麗なる激戦 中尾 征次郎 大阪市平野区
62 佳作 トップゴールをめだして 中尾 征次郎 大阪市平野区
63 佳作 風を切って 寺岡 栄三 泉佐野市
64 佳作 ゴールを目指して 寺岡 栄三 泉佐野市
65 佳作 激走 寺岡 栄三 泉佐野市
66 佳作 向かい風を突き抜けろ！ 千賀 康司 大阪市阿倍野区
67 佳作 混戦模様 千賀 康司 大阪市阿倍野区
68 佳作 デット・ヒート 林 實 堺市南区
69 佳作 デット・ヒート 林 實 堺市南区
70 佳作 地元のシマノ レースコントロール 山本 浩史 大阪狭山市
71 佳作 登りでも スピード落ちず 山本 浩史 大阪狭山市
72 佳作 ｏｕｔ ｏｆ ｂｒｅａｔｈ 山口 慎一 吹田市
73 佳作 第１コーナー 岩室 典雄 堺市西区
74 佳作 コーナリング 岩室 典雄 堺市西区
75 佳作 快走 岩室 典雄 堺市西区


