
JCF登録 高校生男子 スタート 土曜日 13：00～ 周回数 36

参加者名 フリガナ JCF登録番号

白/青 51 曽我部　厚誠 ソガベ　アツノリ 城東工科 27MJ1300853

白/青 52 古川　智也 フルカワ　トモヤ 城東工科 27MJ1300854

白/青 53 山﨑　一 ヤマサキ　ハジメ 城東工科 27MJ1300852

白/青 54 福永大智 フクナガ　ダイチ 城東工科 27MY1401065

白/青 55 伊賀慎汰郎 イガ　シンタロウ 城東工科 27MY1401064

白/青 56 梶本　祐海 カジモト　マサミ 城東工科 27MY1401066

白/青 57 町田　龍士 マチダ　リュウジ 城東工科 27MY1401067

白/青 58 大得　智季 オオエ　サトキ 大阪偕星 27MJ1301815

白/青 59 尼丁　禎章 アマチョウ　サダアキ 大阪偕星 27MY1400550

白/青 60 前田　直也 マエダ　ナオヤ 大阪偕星 27MJ1300777

白/青 61 林　亮介 ハヤシ　リョウスケ 大阪偕星 27MY1401119

白/青 62 浜田　樹 ハマダ　イツキ 大阪産大附 27MY1401224

白/青 63 谷　和也 タニ　カズヤ 市立堺 27MY1400397

白/青 64 水谷　悟史 ミズタニ　サトシ 市立堺 27MY1401188

白/青 65 戸田　凱人 トダ　カイト 市立堺 27MY1401189

白/青 66 須々田　敏輝 ススダ　トシキ 茨木工科 27MU1100728

白/青 67 藤村　祐輝 フジムラ　ユウキ 茨木工科 27MJ1201026

白/青 68 中川　祐利 ナカガワ　ユウト 茨木工科 27MJ1300047

白/青 69 石田　稜人 イシダ　リョウト 茨木工科 27MY1401448

白/青 70 植村　風太 ウエムラ　フウタ 茨木工科 27MY1301174

白/青 71 浦尾　惇平 ウラオ　ジュンペイ 茨木工科 27MJ1301173

白/青 72 川原　健太 カワハラ　ケンタ 茨木工科 27MJ1301175

白/青 73 須々田　誠 ススダ　マコト 茨木工科 27MY1401451

白/青 74 板垣　勇大 イタガキ　ユウト 茨木工科 27MY1401449

白/青 75 大久保　一輝 オオクボ　カズキ 茨木工科 27MY1401450

白/青 76 石田　真一朗 イシダ　シンイチロウ 佐野工科 27MJ1200434

白/青 77 小西　翔太 コニシ　ショウタ 佐野工科 27MJ1400884

白/青 78 間瀬　勝義 マセ　カツヨシ 佐野工科 27MY1400077

白/青 79 小川　恵司 オガワ　ケイジ 興國 27MY1200601

白/青 80 山神　海晴 ヤマガミ　カイセイ 興國 27MY1200602

白/青 81 東野　誠覇 ヒガシノ　セイハ 興國 27MJ1200604

白/青 82 植益　和行 ウエマス　カズユキ 興國 27MY1300702

白/青 83 脇坂　尚希 ワキサカ　ナオキ 興國 27MY1301213

白/青 84 丸亀　孝太 マルガメ　コウタ 興國 27MY1301615

白/青 85 平瀬　功汰 ヒラセ　コウタ 興國 27MY1300828

白/青 86 山﨑　咲斗 ヤマサキ　サキト 興國 27MY1301616

白/青 87 二宮　誉仁 ニノミヤ　タカヒト 興國 27MJ1300703

白/青 88 長谷川　聖汰郎 ハセガワ　セイタロウ 興國 27MY1401103

白/青 89 山住　虎太郎 ヤマズミ　コタロウ 興國 27MY1401104

白/青 90 岸本　亮祐 キシモト　リョウスケ 興國 27MY1401106

白/青 91 得津　光司 トクツ　コウジ 東海大仰星 27MY1300068

白/青 92 山本　隼人 ヤマモト　ハヤト 秋桜 27MY1300704

白/青 93 村上　翔馬 ムラカミ　ショウマ 飾磨工業高校 28MY1400981

白/青 94 中谷　空 ナカタニ　ソラ 飾磨工業高校 28MY1400980

白/青 95 大谷　昴史 オオタニ　コウスケ 飾磨工業高校 28MY1401281

カテゴリー

ゼッケン チーム（所属）名



JCF登録 一般男子A スタート 土曜日　13：55～ 周回数 36

参加者名 フリガナ JCF登録番号

白/青 1 西田　拓未 ニシダ　タクミ SalataBiancaKobe 27MU1400866

白/青 2 徳永　宏高 トクナガ　ヒロタカ CT　Taka 27MM1100677

白/青 3 大永　剛志 オオナガ　ツヨシ トラクタ-RC 28MM0400053

白/青 4 松井　正通 マツイ　マサミチ 26MM9701808

白/青 5 井上　人志 イノウエ　ヒトシ シエルヴォ奈良ミヤタメリダサイクリングチーム 27ME0500349

白/青 6 山本　浩史 ヤマモト　ヒロフミ ペダル 27MM0701445

白/青 7 松井　久 マツイ　ヒサシ ペダル 27MM9701951

白/青 8 今西　尚志 イマニシ　ヒサフミ ペダル 27MM9701714

白/青 9 大内　薫 オオウチ　カオル ペダル 27MM9701840

白/青 10 島田　真琴 シマダ　マコト ペダル 13ME0100803

白/青 11 永田　将司 ナガタ　ショウジ Team　Via 27MM0800047

白/青 12 和坂　素材 ワサカ　モトキ チーム　サニーサイド 27MM0800187

白/青 13 河合　智一 カワイ　トモカズ 38MU1101864

白/青 14 伊藤　高明 イトウ　タカアキ Sakatani　Racing 27ME0400099

白/青 15 小橋　勇利 コバシ　ユウリ JP　SPORTS　TEST　TEAM-MASSA-ANDEX 38MU0801875

白/青 16 おかざき　ようすけ オカザキ　ヨウスケ 28ME0600115

白/青 17 上野　君徳 ウエノ　キミノリ 27MM1101623

白/青 18 池田　慎治 イケダ　シンジ ネクストリーム 27ME1001574

白/青 19 高津　新一 タカツ　シンイチ 奈良キタサイクルまほロバRC 28MM1000200

白/青 20 野島　遊 ノジマ　ユウ cycle☆Lover's 27MU0800067

白/青 21 栂尾　大知 トガオ　タイチ シエルヴォ奈良ミヤタメリダサイクリングチーム 27MU0800067

JCF登録　女子 スタート 日曜日　12：00～ 周回数 15

参加者名 フリガナ JCF登録番号

桃 1 松田　玲夏 マツダ　レイカ 城東工科 27MJ1300855

桃 2 樋口　彩華 ヒグチ　アヤカ 城東工科 27FY1401830

桃 3 三好　明日香 ミヨシ　アスカ 市立堺 27FY1400074

桃 4 佐々木　百合乃 ササキ　ユリノ 市立堺 27FY1400887

桃 5 川崎　麻美 カワサキ　マミ 20FM1201771

カテゴリー

ゼッケン チーム（所属）名

カテゴリー

ゼッケン チーム（所属）名



シニア40 スタート 日曜日　8：45～ 周回数 15

参加者名 フリガナ

緑 1 水口　智之 ミナクチ　サトシ チームポッポ

緑 2 大島　健裕 オオシマ　タケヒロ CSヤマダ

緑 3 岩上　真也 イワカミ　シンヤ 大原朝市Ｒ＆Ｃ

緑 4 岩田　誠 イワタ　マコト 回転木馬

緑 5 三木　昌三 ミキ　ショウゾウ リブロング神戸

緑 6 樋口　貢 ヒグチ　ミツグ いちもくさん

緑 7 木村　薫敏 キムラ　シゲトシ チームミニットマン

緑 8 木下　泰一 キノシタ　タイチ 北摂すからと～れ

緑 9 前田　義範 マエダ　ヨシノリ TRAP

緑 10 日笠　輝彦 ヒカサ　テルヒコ 自転車のごった煮

緑 11 南薗　正一 ミナミゾノ　ショウイチ 泥んこプロレス

緑 12 佐藤　貴徳 サトウ　タカノリ ㈱三協製作所　チームｙｙｙ

緑 13 田尾　茂郎 タオ　シゲオ リブロング神戸

緑 14 辻　潤 ツジ　ジュン Ｙ’ｓ－ｒａｃｉｎｇ

緑 15 柴辻　篤史 シバツジ　アツシ kazamidori

緑 16 楠　昌広 クスノキ　マサヒロ Y's　racing

緑 17 角崎　博之 カドサキ　ヒロユキ バルバクラブ　フクイ

緑 18 上田　洋行 ウエダ　ヒロユキ バルバクラブ　フクイ

緑 19 藤澤　芳一 フジサワ　ヨシカズ バルバクラブ　フクイ

緑 20 古井　哲朗 フルイ　テツロウ RODAN

緑 21 冨安　明 トミヤス　アキラ sakatani

緑 22 辻井　理 ツジイ　オサム バルバクラブ　カナザワ

緑 23 天野　弘章 アマノ　ヒロアキ ｽﾃﾗｼﾙﾍﾞｽﾄ／天野家

緑 24 石井　和明 イシイ　カズアキ NASU　FAN　CLUB

緑 25 新名　隆 ニイナ　タカシ チームミニットマン

緑 26 田中　賢司 タナカ　ケンジ ステラシルベスト　京都

緑 27 原　祐輔 ハラ　ユウスケ バルバクラブ　カナザワ

シニア50 スタート 日曜日　8：45～ 周回数 15

参加者名 フリガナ

桃 51 横手　宏彰 ヨコテ　ヒロアキ 北摂すからと～れ

桃 52 大西　博司 オオニシ　ヒロシ チャリ子@さぬき-事務局

桃 53 西嶋　喜継 ニシジマ　ヨシツグ 怪速ゾルゲ隊

桃 54 中林　昭雄 ナカバヤシ　アキオ ステラシルベスト

桃 55 横尾　治彦 ヨコオ　ハルヒコ NASU　FAN　CLUB

桃 56 永井　博之 ナガイ　ヒロユキ TRAP

桃 57 富永　義弘 トミナガ　ヨシヒロ チーム　ミニットマン

桃 58 東　明宏 アズマ　アキヒロ Team　α　Y's　racing

桃 59 大東　典裕 オオヒガシ　ノリヒロ Y's　Racing

桃 60 岡崎　泰嗣 オカザキ　ヤスシ バルバクラブ　カナザワ

桃 61 松田　泰英 マツダ　ヤスヒデ ゆるジョグ

カテゴリー

ゼッケン チーム（所属）名

カテゴリー

ゼッケン チーム（所属）名



中学生 スタート 日曜日　9：08～ 周回数 10

参加者名 フリガナ

緑 51 白江　颯聖 シラエ　ハヤセ

緑 52 水口　迅 ミナクチ　ジン チームポッポ

緑 53 細田　悠太 ホソダ　ユウタ 宇陀サイクルレーシング

緑 54 佐合　真大 サゴウ　マサト Team-DADDY

緑 55 佐合　海大 サゴウ　ヒロト Team-DADDY

緑 56 天野　颯太 アマノ　ソウタ CSヤマダ

緑 57 西原　裕太郎 ニシハラ　ユウタロウ 宇陀サイクルレーシング

緑 58 石井　仁 イシイ　ジン クラブシルベスト

緑 59 進藤　瑞生 シンドウ　ミズキ

緑 60 岩田　祥眞 イワタ　ショウマ 回転木馬

緑 61 天野　壮悠 アマノ　タケハル ｽﾃﾗｼﾙﾍﾞｽﾄ／天野家

緑 62 田村　幸四郎 タムラ　コウシロウ

レディース スタート 日曜日　9：08～ 周回数 10

参加者名 フリガナ

桃 21 大島　雅紀 オオシマ　マサキ CSヤマダ

桃 22 原田　悦子 ハラダ　エツコ

桃 23 清岡　杏奈 キヨオカ　アンナ チャリ子@さぬき

桃 24 藤森　麻衣 フジモリ　マイ

桃 25 山野井　真紀子 ヤマノイ　マキコ

桃 26 松井　優佳 マツイ　ユウカ 吹田トライアスロン

桃 27 近藤　由美 コンドウ　ユミ バルバ　タカオカ

桃 28 墨谷　ゆう子 スミヤ　ユウコ バルバクラブ　フクイ

桃 29 高橋　百合 タカハシ　ユリ バルバクラブ　カナザワ

桃 30 水野　奈緒美 ミズノ　ナオミ バルバクラブ　カナザワ

桃 31 岡本　直子 オカモト　ナオコ Y's　racing

桃 32 梶岡　康恵 カジオカ　ヤスエ バルバクラブ　フクイ

桃 33 中西　知恵子 ナカニシ　チエコ ステラシルベスト　セブン

カテゴリー

ゼッケン チーム（所属）名

カテゴリー

ゼッケン チーム（所属）名



ビギナー スタート 日曜日 9：25～ 周回数 10

参加者名 フリガナ

白 1 佐藤　暁洋 サトウ　アキヒロ AKK　5

白 2 石田　友 イシダ　ユウ ハクセイ

白 3 鍋山　聡 ナベヤマ　サトシ Team　Mt.Nabe

白 4 甲斐　一平 カイ　イッペイ

白 5 秦　幸宏 ハタ　ユキヒロ

白 6 松原　友紀 マツバラ　トモノリ

白 7 中村　将也 ナカムラ　マサヤ 戦闘力たったの5

白 8 福山　勝三 フクヤマ　カツミ Gochisouｽﾃﾗ☆ｼﾙﾍﾞｽﾄ

白 9 小場　健太 コバ　ケンタ バルバクラブ　タカオカ

白 10 谷端　一樹 タニバタ　カズキ

白 11 豊島　伸匡 トヨシマ　ノブマサ

白 12 山田　裕介 ヤマダ　ユウスケ

白 13 古野　元春 フルノ　モトハル チーム☆ルパン

白 14 白石　拓三 シライシ　タクゾウ ステラシルベスト

白 15 坂口　翔太 サカグチ　ショウタ

白 16 大西　誠 オオニシ　マコト

白 17 長原　雅也 ナガハラ　マサヤ

白 18 増岡　雄一朗 マスオカ　ユウイチロウ skyhigh

白 19 山田　全 ヤマダ　ゼン skyhigh

白 20 香川　将也 カガワ　マサヤ skyhigh

白 21 白石　遥晟 シライシ　ミチアキ skyhigh

白 22 坂本　裕也 サカモト　ユウヤ skyhigh

白 23 深田　陽司 フカダ　ヨウジ skyhigh

白 24 乾　弘道 イヌイ　ヒロミチ skyhigh

白 25 高瀬　雅人 タカセ　マサト skyhigh

白 26 家高　翔三郎 ヤタカ　ショウサブロウ skyhigh

白 27 植田　公徳 ウエダ　マサノリ skyhigh

白 28 斉藤　譲 サイトウ　ユズル

白 29 小塩　健司 コシオ　ケンジ TRAP

白 30 俣野　幸太郎 マタノ　コウタロウ

白 31 高須賀　敏宏 タカスガ　トシヒロ

白 32 大橋　和彦 オオハシ　カズヒコ Gochisou

白 33 新井　雄太 ニイ　ユウタ ネクストリーム

白 34 裏谷　凡象 ウラタニ　ボンゾウ バルバクラブ　フクイ

白 35 村中　勇紀 ムラナカ　ユウキ バルバクラブ　フクイ

白 36 村上　和雄 ムラカミ　カズオ

白 37 西山　太朗 ニシヤマ　タロウ チームホワイト

白 38 寺本　裕一 テラモト　ユウイチ

白 39 政所　勇貴 マンドコロ　ユウキ

白 40 曽根　卓也 ソネ　タクヤ

白 41 木田　敬信 キダ　ケイシン バルバクラブ　カナザワ

白 42 和智　浩一 ワチ　ヒロカズ ステラシルベスト

白 43 武森　一樹 タケモリ　カズキ

白 44 松田　慶一 マツダ　ケイイチ TRAP

白 45 尾崎　祐司 オザキ　ユウジ

白 46 桑原　良幸 クワバラヨシユキ バルバクラブ　フクイ

白 47 松井　真一 マツイシンイチ バルバクラブ　フクイ

白 48 佐野　真義 サノナオヨシ 城東輪業社

カテゴリー

ゼッケン チーム（所属）名



スポーツ スタート 日曜日 9：45～ 周回数 20

参加者名 フリガナ

黄 51 松本　寿夫 マツモト　ヒサオ チームＷＡＶＥ　大阪支部

黄 52 辻　康成 ツジ　ヤスナリ ＮＲＳ

黄 53 西田　誉 ニシダ　ホマレ Team-RSO　Racing

黄 54 深松　雄一 フカマツ　ユウイチ

黄 55 野口　博史 ノグチ　ヒロシ Team　Sakatani

黄 56 田平　修三 タヒラ　シュウゾウ トーヨーRT

黄 57 吉谷　健司 ヨシタニ　ケンジ Euro　Works　Racing

黄 58 塩野　裕一 シオノ　ユウイチ

黄 59 荏原　浩明 エバラ　ヒロアキ ペイスターズ

黄 60 小川　勝典 オガワ　カツノリ

黄 61 金森　透 カナモリ　トオル バルバクラブ　タカオカ

黄 62 小坂　悟 コサカ　サトル バルバクラブ　タカオカ

黄 63 吉田　克英 ヨシダ　カツヒデ バルバクラブ　タカオカ

黄 64 辻　健人 ツジ　ケント ネクストリーム

黄 65 李　延壮 イ　ヨンジャン

黄 66 小倉　隆 オグラ　タカシ

黄 67 樋口　稔彦 ヒグチ　ナルヒコ チームアヴェル

黄 68 松井　響 マツイ　ヒビキ ステラシルベスト

黄 69 内田　伸一 ウチダ　シンイチ Team　Mt.Nabe

黄 70 森田　正德 モリタ　マサノリ

黄 71 森田　哲也 モリタ　テツヤ

黄 72 田中　契 タナカ　ヒサシ Team　まんま

黄 73 大上野　宏幸 オオウエノ　ヒロユキ team　SONIC

黄 74 北川　滉士 キタガワ　ヒロト

黄 75 三枝　秀徳 ミエダ　ヒデノリ ステラシルベスト

黄 76 林　貴朗 ハヤシ　タカオ ダムダム団

黄 77 山上　賢志郎 ヤマカミ　ケンシロウ 関西大学　CTC

黄 78 津森　拓也 ツモリ　タクヤ 関西大学　CTC

黄 79 南部　隆一 ナンブ　リュウイチ バルバクラブ　フクイ

黄 80 笠川　幹明 カサカワ　モトアキ バルバクラブ　フクイ

黄 81 竹村　伸宏 タケムラ　ノブヒロ EURO-WORKS　RACING

黄 82 市埜　吉孝 イチノ　ヨシタカ

黄 83 高橋　豊 タカハシ　ユタカ Zippy

黄 84 西尾　洋介 ニシオ　ヨウスケ バルバクラブ　トヤマ

黄 85 菱岡　洋志 ヒシオカ　ヒロシ 八ヶ岳Cycling　Club

黄 86 八木　汰珠 ヤギ　タイジュ team　スクアドラ

黄 87 出途　一宏 デト　カズヒロ バルバクラブ　フクイ

黄 88 中尾　篤志 ナカオ　アツシ EURO-WORKS　Racing

黄 89 堂下　光忠 ドウシタ　ミツタダ バルバクラブ　フクイ

黄 90 福永　敬三 フクナガ　ケイゾウ Team　Minuteman

黄 91 秦　一実稚 ハタ　カズミチ MELCO　UNO

黄 92 西浦　徹 ニシウラ　トオル ZIPPY.C.C

カテゴリー

ゼッケン チーム（所属）名



小学生の部　高学年 スタート 日曜日　10：15～ 周回数 8

参加者名 フリガナ 学年 性別

黄 1 佐藤　雄大 サトウ　ユウタ チームｙｙｙ 4年生 男子

黄 2 宮本　奏穂 ミヤモト　カナホ Team　スクアドラ 4年生 女子

黄 3 天野　玲 アマノ　レイ CSヤマダ 6年生 男子

黄 4 吉谷　颯太 ヨシタニ　ソウタ Euro　Works　Racing 6年生 男子

黄 5 佐藤　真那也 サトウ　マナヤ 三崎レーシング 6年生 男子

黄 6 守屋　洸希 モリヤ　ヒロキ Salata　bianca　kobe 6年生 男子

黄 7 横野　甫 ヨコノ　ハジメ Sonic　Racing 6年生 男子

黄 8 岩田　聖矢 イワタ　セイヤ 回転木馬 6年生 男子

黄 9 久田　朔 ヒサダ　ハジメ 5年生 男子

黄 10

小学生の部　低学年 スタート 日曜日　10：35～ 周回数 5

参加者名 フリガナ 学年 性別

青 1 奥井　達也 オクイ　タツヤ ライフレーシングクラブ 2年生 男子

青 2 藤森　葵衣 フジモリ　アオイ 1年生 女子

青 3 自檀地　一 ジダンジ　ハジメ 宇陀サイクルレーシング 3年生 男子

青 4 藤井　章宏 フジイ　アキヒロ サイクルショップ香輪 3年生 男子

青 5 加藤　裕真 カトウ　ユウマ 2年生 男子

青 6 上田　真太郎 ウエダ　シンタロウ プレザント 2年生 男子

青 7 松井　一矢 マツイ　カズヤ You-Yu 3年生 男子

青 8 守屋　柚希 モリヤ　ユズキ Salata　bianca　kobe 3年生 女子

青 9 谷川　稀生 タニカワ　キオ 富山市立西田地方小学校 3年生 男子

青 10 鳴尾　匠 ナルオ　タクミ MAY-Be　NARUO 3年生 男子

青 11 藤本　智仁 フジモト　トモヒト 藤本家自転車部 3年生 男子

青 12 吉賀　崇伴 ヨシガ　タカトモ FKDRacing 1年生 男子

カテゴリー

ゼッケン チーム（所属）名

カテゴリー

ゼッケン チーム（所属）名



エキスパート スタート 日曜日　10：50～ 周回数 25

参加者名 フリガナ

青 51 杭田　翔太 クエダ　ショウタ チームダックスフンド

青 52 山本　哲 ヤマモト　テツ イプ練

青 53 川本　憲一 カワモト　ケンイチ 愛しのウリ坊

青 54 中廣　利貴 ナカヒロ　トシタカ Team.Mt.Nabe

青 55 藤田　正治 フジタ　マサハル Euro-Works　Racing

青 56 堀井　長善 ホリイ　ナガヨシ チーム恋来

青 57 宮本　邦寛 ミヤモト　クニヒロ Team　スクアドラ

青 58 辻　貴光 ツジ　タカミツ Hakusei

青 59 牧野　雅弘 マキノ　マサヒロ バルバクラブ　フクイ

青 60 柳　神二郎 ヤナギ　シンジロウ バルバクラブ　フクイ

青 61 山川　陽輔 ヤマカワ　ヨウスケ バルバクラブ　フクイ

青 62 天谷　和浩 アマヤ　カズヒロ バルバクラブ　フクイ

青 63 浜田　大雅 ハマダ　タイガ サカタニレーシング

青 64 山本　淳史 ヤマモト　アツシ

青 65 川原　寛之 カワハラ　ヨシユキ バルバクラブ　トヤマ

青 66 高橋　昌裕 タカハシ　マサヒロ バルバクラブ　フクイ

青 67 渡邊　雄太 ワタナベ　ユウタ ネクストリーム

青 68 坂手　誠明 サカテ　マサアキ 虹裏自転車スレ

青 69 沼田　昭彦 ヌマタ　アキヒコ メイドさん学科自転車部

青 70 川口　卓行 カワグチ　タカユキ DESTRA

青 71 中野　宏二郎 ナカノ　コウジロウ 大阪工業大学

カテゴリー

ゼッケン チーム（所属）名
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