
スタート 　４/1（土） 11：20～ 周回数　1周

スタートタイム 選手名 フリガナ

11:20:00 白 101 豊田 勝徳 トヨダ カツノリ

11:21:00 白 102 頼近 直純 ヨリチカ ナオズミ

11:22:00 白 103 寺本 裕一 テラモト ヒロカズ

11:23:00 白 104 岸本 伊織 キシモト イオリ

11:24:00 白 105 薗田 吉章 ソノダ ヨシアキ

11:25:00 白 106 中森 雅人 ナカモリ マサト

チーム乱人

EURO-WORKS Racing

一般個人タイムトライアル

チーム（所属）名ゼッケン

WAKO'S RACING TEAM

Teamまんま

サニーサイドTT部

零式



スタート 　４/１（土） 14：35～ 周回数　10周

選手名 フリガナ

緑 51 柚木 平蔵 ユキ ヘイゾウ ONEandONLY-CR

緑 52 沖本 拓己 オキモト タクミ 2020Limited846/宇陀サイクルレーシング

緑 53 重原 優希 シゲハラ ユウキ RingoRoad.com

緑 54 重原 尚希 シゲハラ ナオキ RingoRoad.com

緑 55 岩田 祥眞 イワタ ショウマ 回転木馬

緑 56 岩田 聖矢 イワタ セイヤ 宇陀サイクルレーシング＠玉川中学校

緑 57 天野 玲 アマノ レイ 宇陀サイクルレーシング

緑 58 白川 隆太 シラカワ リュウタ Ｓａｋａｔａｎｉ　Ｒａｃｉｎｇ

緑 59 横野 甫 ヨコノ ハジメ Sonic Racing

※ レディースクラスと混走

スタート 　４/１（土） 14：35～ 周回数　10周

選手名 フリガナ

桃 61 小泉 英子 コイズミ エイコ TRI6

桃 62 広野 優璃 ヒロノ ユウリ

桃 63 河野 益貴 カワノ ミキ AVEL

桃 64 山野 直子 ヤマノ ナオコ ナスファンクラブ

※ 中学生クラスと混走

中学生

ゼッケン チーム（所属）名

レディース

ゼッケン チーム（所属）名



スタート 　４/１（土） 15:25～ 周回数　30周

選手名 フリガナ チーム（所属）名 登録番号

黄 1 前原 直幸 マエハラ ナオユキ ナカガワAS・Kデザイン 27MY1601992

黄 2 當麻 雄大 トウマ ユウダイ ナカガワＡＳ・Ｋ’デザイン 27MJ9999999

黄 3 浅田 優 アサダ ユウ Coraggio Kawanishi Cycling Team Junior Youth 28MY1602178

黄 4 新開 隆人 シンカイ リュウジ Coraggio Kawanishi Cycling Team Junior Youth 28MY1602287

黄 5 天野 壮悠 アマノ タケハル VC VELOCE 27MY1600024

黄 6 天野 颯太 アマノ ソウタ 北桑田高校 26MY1600794

黄 7 田村 健人 タムラ ケント Coraggio Kawanishi Cycling Team Junior Youth 27MJ1500578

黄 8 廣本 凌也 ヒロモト リョウヤ 松山聖陵高校 38MY1301684

黄 9 中川 泰我 ナカガワ タイガ 松山聖陵高校 38MY1500173

黄 10 平林 飛都 ヒラバヤシ タカト 松山聖陵高校 38MY1400155

黄 11 大平 竜太郎 オオヒラ リュウタロウ 松山聖陵高校 38MY1502767

黄 12 藤野 竜弥 フジノ タツヤ 松山聖陵高校 38MY1301690

黄 13 祖母井 佑樹 ウバガイ ユウキ 松山聖陵高校 38MY1601629

黄 14 古川 秀基 フルカワ ヒデキ 藤井寺工科高校 27MY1502515

黄 15 小滝 真徳 オタキ マサノリ 藤井寺工科高校 27MY1601899

黄 16 貴田 拓海 キダ タクミ 藤井寺工科高校 27MY1601542

黄 17 大畠 睦生 オオハタ ムツキ 大阪偕星学園高校 27MY1502317

黄 18 金森 智哉 カナモリ トモヤ 大阪偕星学園高校 27MJ1601915

黄 19 加藤 文生 カトウ フミオ 大阪偕星学園高校 27MJ1601916

黄 20 入江　嶺 イリエ レイ 大阪産業大学附属高校 27MJ1501906

黄 21 井田 翔太 イダ ショウタ 大阪産業大学附属高校 27MJ1501940

黄 22 上之薗 鉄朗 ウエノソノ テツロウ 茨木工科高校 27MY1501629

黄 23 岸本　蓮 キシモト レン 茨木工科高校 27MY1501622

黄 24 廣田 竜也 ヒロタ タツヤ 茨木工科高校 27MY1501621

黄 25 出口 謙一郎 デグチ ケンイチロウ 茨木工科高校 27MY1501626

黄 26 浅尾 佳弘 アサオ ヨシヒロ 茨木工科高校 27MY1501628

黄 27 井戸 世成 イド セナ 茨木工科高校 27MY1501625

黄 28 井村 泰誠 イムラ タイセイ 茨木工科高校 27MY1501623

黄 29 徳山 隼太 トクヤマ ジュンタ 茨木工科高校 27MY1602388

黄 30 中井 漢斗 ナカイ カント 茨木工科高校 27MY1602389

黄 31 西田 幸生 ニシダ コウキ 茨木工科高校 27MY1602390

黄 32 上枝　涼 ウエエダ リョウ 佐野工科高校 27MJ1501486

黄 33 藤田 航星 フジタ コウキ 佐野工科高校 27MJ1501493

黄 34 中川 彪斗 ナカガワ タケト 佐野工科高校 27MJ1501483

黄 35 衛藤 知良 エトウ チカラ 初芝立命館高校 27MJ1600030

JCF登録高校生男子

ゼッケン



スタート 　４/１（土） 15:25～ 周回数　30周

選手名 フリガナ チーム（所属）名 登録番号

JCF登録高校生男子

ゼッケン

黄 36 内田 宇海 ウチダ タカミ 初芝立命館高校 27MY1500013

黄 37 浦田 恭平 ウラタ キョウヘイ 初芝立命館高校 新規申請中

黄 38 津崎　蓮 ツザキ レン 城東工科高校 27MJ1501022

黄 39 中村 聡一郎 ナカムラ ソウイチロウ 城東工科高校 27MJ1502063

黄 40 大原　陸 オオハラ リク 城東工科高校 27MY1601019

黄 41 小江 虎之介 オエ トラノスケ 城東工科高校 27MY1601018

黄 42 北出 蒼矢 キタデ ソウヤ 城東工科高校 27MY1601017

黄 43 美好 蒼太 ミヨシ ソウタ 城東工科高校 27MY1601021

黄 44 小助川 啓瑚 コスケガワ ケイゴ 城東工科高校 27MY1601020

黄 45 石井 雄悟 イシイ ユウゴ 興國高校 27MJ1501603

黄 46 本郷 璃久 ホンゴウ リク 興國高校 27MY1501602

黄 47 菊本 泰右 キクモト タイスケ 興國高校 27MY1501607

黄 48 岡田 洋明 オカダ ヒロアキ 興國高校 27MJ1501605

黄 49 吉川 夏都 キッカワ ナツト 興國高校 27MY1501615

黄 50 田村 幸四郎 タムラ コウシロウ 興國高校 27MJ1501617

黄 51 宮崎 潤規 ミヤザキ ヒロキ 興國高校 27MJ1501616

黄 52 田中 志輸 タナカ シユ 興國高校 27MY1502440

黄 53 山元 孝幸 ヤマモト タカユキ 興國高校 27MY1501611

黄 54 光田 竣輔 ミツダ シュンスケ 興國高校 27MY1601573

黄 55 成子 嘉紀 ナルコ ヨシノリ 興國高校 27MY1601575

黄 56 坂本 篤哉 サカモト アツヤ 興國高校 27MY1601574

黄 57 瀧本 陽也 タキモト テルヤ 興國高校 新規申請中

黄 58 山田 峻輝 ヤマダ シュンキ 堺市立堺高校 27MY1502449

黄 59 田中 宏彰 タナカ ヒロアキ 堺市立堺高校 27MY1502448

黄 60 大久保 拓哉 オオクボ タクヤ 堺市立堺高校 27MY1601455

黄 61 田中 裕也 タナカ ユウヤ 堺市立堺高校 27MY1601458

黄 62 中川　颯 ナカガワ ハヤテ 堺市立堺高校 27MY1601454

黄 63 仲野 結音 ナカノ ユウト 堺高校（定) 27MJ1602455



スタート 　４/2（日） 8：15～ 周回数　10周

選手名 フリガナ

桃 31 佐藤 耕平 サトウ コウヘイ Cyclotron Targets

桃 32 柚木 平蔵 ユキ ヘイゾウ ONEandONLY-CR

桃 33 中山 奏 ナカヤマ カナ バルバクラブ　フクイ

桃 34 豊岡 多恵 トヨオカ タエ バルバクラブ　フクイ

桃 35 梅田 恭弘 ウメダ ヤスヒロ バルバクラブ　フクイ

桃 36 真弓 勝志 マユミ カツユキ

桃 37 籠 菜央 カゴ ナオ バルバクラブ　エチゼン

桃 38 川村 翔人 カワムラ ショウト バルバクラブ　エチゼン

桃 39 粟野 勝 アワノ マサル バルバクラブ　エチゼン

桃 40 村尾 智 ムラオ サトシ TEAM-KOG

桃 41 芦田 真行 アシダ マサユキ

桃 42 塩田 智也 シオダ トモヤ バルバクラブタカオカ

桃 43 高橋 豊 タカハシ ユタカ ZIPPY

桃 44 松下 誠 マツシタ マコト TEAM-KOG

桃 45 木田 敏弘 キダ トシヒロ

桃 46 吉田 丈郎 ヨシダ タケオ バルバクラブカナザワ

桃 47 小川 雅志 オガワ マサシ Nasu Fan Club

桃 48 重野 史博 ジュウノ フミヒロ バルバクラブ　エチゼン

桃 49 渡部 寛史 ワタナベ ヒロシ VCヴェローチェプロッシモ

桃 50 永宗 劉蠍礙 ナガムネ マサキ LRμR

桃 51 竹林 賢太郎 タケバヤシ ケンタロウ バルバクラブ　トヤマ

桃 52 福井 一弥 フクイ カズヤ EURO-WORKS Racing

桃 53 松本 将吾 マツモト ショウゴ KAZAMIDORI

桃 54 田中 稔 タナカ ミノル

桃 55 南崎 嘉英 ナンザキ ヨシヒデ Teamスクアドラ

ビギナー（Ｃ４Ａ）

ゼッケン チーム（所属）名



スタート 　４/2（日） 8：35～ 周回数　10周

選手名 フリガナ

青 1 川口 浩孝 カワグチ ヒロタカ EURO-WORKS Racing

青 2 益田 幸治 マスダ コウジ 西宮自転車工房プスプス

青 3 坪川 格崇 ツボカワ ノリタカ バルバクラブ　フクイ

青 4 加藤 渉 カトウ ワタル バルバクラブ　フクイ

青 5 加藤 義明 カトウ ヨシアキ バルバクラブ　フクイ

青 6 石黒 俊人 イシグロ トシヒト VC  VELOCE  プロッシモ

青 7 堺 俊博 サカイ トシヒロ サイクロトロン ターゲッツ

青 8 京藤 咲紀 キョウトウ サキ バルバクラブ　エチゼン

青 9 西谷 一彦 ニシタニ カズヒコ バルバクラブ　エチゼン

青 10 河瀬 真一郎 カワセ シンイチロウ バルバクラブ　エチゼン

青 11 森澤 勝信 モリサワ カツノブ

青 12 小中 康平 コナカ コウヘイ バルバクラブ　フクイ

青 13 橘 辰雄 タチバナ タツオ バルバクラブタカオカ

青 14 佐々木 善満 ササキ ヨシミツ VC VELOCE Prossimo

青 15 山野 智也 ヤマノ トモヤ

青 16 加藤 喜丈　 カトウ ヨシタケ Team スクアドラ

青 17 前田 貴央 マエダ タカオ バルバクラブ　フクイ

青 18 清水 力 シミズ チカラ バルバクラブ　エチゼン

青 19 宮本 義信 ミヤモト ヨシノブ バルバクラブ　エチゼン

青 20 林 寛晃 ハヤシ ヒロアキ LRμR

青 21 大佐古 徹 オオサコ トオル Team-RSO Racing

青 22 佐藤 拓 サトウ ヒロシ バルバクラブ　トヤマ

青 23 関口 眞宏 セキグチ マサヒロ Teamスクアドラ

青 24 星野 雅彦 ホシノ マサヒコ SQUADRA

青 25 犬伏 雄一 イヌブセ ユウイチ Teamスクアドラ

ビギナー（Ｃ４B）

ゼッケン チーム（所属）名



スタート 　４/2（日） 8：55～ 周回数　15周

選手名 フリガナ

黄 71 藤澤 岬平 フジサワ コウヘイ バルバクラブ　フクイ

黄 72 武内 健太 タケウチ ケンタ バルバクラブ　フクイ

黄 73 高橋 潔志 タカハシ キヨシ

黄 74 河津 巧 カワズ タクミ

黄 75 岩永 幸治 イワナガ コウジ バルバクラブ　フクイ

黄 76 石崎 正紘 イシサキ マサヒロ バルバクラブタカオカ

黄 77 中川 威 ナカガワ タケシ EURO-WORKS Racing

黄 78 高島 裕海 タカシマ ヒロウミ

黄 79 松山 公一 マツヤマ コウイチ VC VELOCE Prossimo

黄 80 松木 謙吉 マツキ ケンキチ VC VELOCE Prossimo

黄 81 江尻 大悟 エジリ ダイゴ バルバクラブカナザワ

黄 82 片桐 健 カタギリ タケシ 自転車で暴れ倒し

黄 83 杉田 正人 スギタ マサト Team スクアドラ

黄 84 松岡 直継 マツオカ ナオツグ

ビギナープラス（Ｃ３）

ゼッケン チーム（所属）名



スタート 　４/2（日） 9：20～ 周回数　15周

選手名 フリガナ

緑 1 荻田 浩行 オギタ ヒロユキ HyakuCycle　山一ハウス

緑 2 前田 光亮 マエダ ミツアキ バルバクラブ　フクイ

緑 3 寺本 史生 テラモト フミオ バルバクラブ　フクイ

緑 4 上田 洋行 ウエダ ヒロユキ バルバクラブ　フクイ

緑 5 岩上 真也 イワカミ シンヤ ベッキークリテリウムはじめました

緑 6 栗波 博行 クリナミ ヒロユキ バルバクラブ　フクイ

緑 7 大上野 宏幸 オオウエノ ヒロユキ ベッキークリテリウムはじめました

緑 8 柴辻 篤史 シバツジ アツシ kazamidori

緑 9 前田 義範 マエダ ヨシノリ ベッキークリテリウムはじめました

緑 10 土井 寿 ドイ ヒサシ バルバクラブ　エチゼン

緑 11 大森 佳治 オオモリ ケイジ

緑 12 木下 泰一 キノシタ タイチ 北摂すからと～れ

緑 13 大西 智史 オオニシ サトシ team スクアドラ

緑 14 樋口 貢 ヒグチ ミツグ いちもくさん

緑 15 岩田 誠 イワタ マコト 回転木馬

緑 16 辻 康成 ツジ ヤスナリ NASU FAN CLUB

緑 17 河野 哲寛 コオノ アキヒロ Ｚｉｐｐｙ　ＯＢ＆ＯＧ

緑 18 東 宣誓 アズマ ノリチカ まほロバRC

緑 19 藤井 博英 フジイ ヒロヒデ cycle shop 香輪・宇陀レーシングＰＴＡ

緑 20 榊田 裕計 サカキダ ヒロカズ TEAM SANREMO

緑 21 前田 哲宏 マエダ アキヒロ Zippy OB

緑 22 岡本 大介 オカモト ダイスケ

緑 23 布村 順治 ヌノムラ ジュンジ バルバスラブ　トヤマ

緑 24 大村 一良 オオムラ カズヨシ PC松本

緑 25 佐藤 貴徳 サトウ タカノリ チームyyy

緑 26 伊藤 真弘 イトウ マサヒロ cycleshop香輪

緑 27 森谷 忠司 モリヤ タダシ ベッキークリテリウムはじめました

緑 28 石元 克司 イシモト カツシ ZAS Racing

緑 29 小山 幸次 コヤマ コウジ MUUR ZERO

緑 30 森元 啓介 モリモト ケイスケ Team　きたきつね

緑 31 丸毛 康広 マルモ ヤスヒロ

※ 40代、50代は混走

40オーバーマスターズ（40代）

ゼッケン チーム（所属）名



スタート 　４/2（日） 9：20～ 周回数　15周

選手名 フリガナ

40オーバーマスターズ（40代）

ゼッケン チーム（所属）名



スタート 　４/2（日） 9：20～ 周回数　15周

選手名 フリガナ

白 41 頼近 直純 ヨリチカ ナオズミ Teamまんま

白 42 瀬戸 紀夫 セト ノリオ バルバクラブ　フクイ

白 43 藤澤 芳一 フジサワ ヨシカズ バルバクラブ　フクイ

白 44 松川 洋治 マツカワ ヨウジ バルバクラブ　フクイ

白 45 寺前 鉄也 テラマエ テツヤ バルバクラブ　フクイ

白 46 榎本 一代 エノモト カズシロ 大阪土地家屋調査士会　堺支部

白 47 村田 孝幸 ムラタ タカユキ ベッキークリテリウムはじめました

白 48 宮村 優 ミヤムラ マサル ONE/WD

白 49 吉岡 学 ヨシオカ マナブ EURO-WORKS Racing

白 50 吉谷 健司 ヨシタニ ケンジ Euro Works Racing

白 51 東 明宏 アズマ アキヒロ Y's-racing

白 52 三木 昌三 ミキ ショウゾウ リブロング神戸

白 53 横手 宏彰 ヨコテ ヒロアキ チームi（アイ）

白 54 西嶋 喜継 ニシジマ ヨシツグ 怪速ゾルゲ隊

白 55 富永 義弘 トミナガ ヨシヒロ チーム　ミニットマン

白 56 山脇 亨 ヤマワキ トオル Ｎasu　Ｆan　Ｃlub

白 57 横尾 治彦 ヨコオ ハルヒコ Ｎasu　Ｆan　Ｃlub

※ 40代、50代は混走

40オーバーマスターズ（50代）

ゼッケン チーム（所属）名



スタート 　４/2（日） 9:45～ 周回数　20周

選手名 フリガナ

桃 1 山口 泰司 ヤマグチ ヒロシ

桃 2 斉藤 修一 サイトウ シュウイチ バルバクラブ　フクイ

桃 3 牧野 雅弘 マキノ マサヒロ バルバクラブ　フクイ

桃 4 渡辺 諒 ワタナベ リョウ バルバクラブ　フクイ

桃 5 福井 統 フクイ オサム バルバクラブ　フクイ

桃 6 小川 勇樹 オガワ ユウキ バルバクラブ　フクイ

桃 7 大日方 海斗 オビナタ カイト バルバクラブ　フクイ

桃 8 中森 雅人 ナカモリ マサト EURO-WORKS Racing

桃 9 鈴木 洋介 スズキ ヨウスケ バルバクラブ　エチゼン

桃 10 李 延壮 イ ヨンジャン

桃 11 中林 昭雄 ナカバヤシ アキオ VC VELOCE Prossimo

桃 12 金森 透 カナモリ トオル バルバクラブタカオカ

桃 13 為永 誠 タメナガ マコト バルバクラブ　エチゼン

桃 14 足立 岳志 アダチ タケシ TEAM FRAT

桃 15 今村 公俊 イマムラ タカトシ EURO-WORKS Racing

桃 16 西田 誉 ニシダ ホマレ Team-RSO Racing

桃 17 竹村 伸宏 タケムラ ノブヒロ EURO-WORKS RACING

桃 18 川本 憲一 カワモト ケンイチ 愛しのウリ坊

桃 19 山口 佳孝 ヤマグチ ヨシタカ TEAM WHITE & FRATゴリラズ

桃 20 中前 元久 ナカマエ モトヒサ バルバクラブカナザワ

桃 21 藤田 正治 フジタ マサハル

スポーツ（Ｃ２）

ゼッケン チーム（所属）名



スタート 　４/2（日） 10:15～ 周回数　8周

選手名 フリガナ

青 71 竹中 希春 タケナカ キハル 6年生

青 72 柚木 正成 ユキ マサシゲ ONEandONLY-CR 6年生

青 73 上田 真太郎 ウエダ シンタロウ Limited Team 846 5年生

青 74 安藤 優作 アンドウ ユウサク RTアプローズ 4年生

青 75 広野 達徳 ヒロノ タツノリ 4年生

青 76 西原 夕華 ニシハラ ユウカ すみっコRT 4年生

青 77 児玉 誠虎 コダマ マサトラ Lumiere KOBE 6年生

青 78 谷口 隼悟 タニグチ シュンゴ ぼらC、C 6年生

青 79 築山 颯汰 ツキヤマ ハヤタ FREE SPEED 6年生

青 80 片山 国拓 カタヤマ クニヒロ Team ZERO UNO FRONTIER 6年生

スタート 　４/2（日） 10:35～ 周回数　5周

選手名 フリガナ

黄 91 竹中 珠央 タケナカ タマオ 1年生

黄 92 宇埜 遼太郎 ウノ リョウタロウ OCF 1年生

黄 93 白井 廉太朗 シライ レンタロウ 2年生

黄 94 逸崎 来友 イツサキ ライト 3年生

黄 95 阪根 康太 サカネ コウタ BikeTeam回転木馬 3年生

黄 96 河野 音 コオノ ネネ かぜのえん 1年生

黄 97 白川 隼人 シラカワ ハヤト 西百舌鳥小学校 3年生

黄 98 村社 春希 ムラコソ ハルキ チームブレイブ 2年生

黄 99 佐藤 結貴乃 サトウ ユキノ チームyyy 3年生

黄 100 松井 美海 マツイ ミミ ペダル 3年生

黄 101 塩貝 穂佳 シオガイ ホノカ 2年生

小学高学年

ゼッケン チーム（所属）名

小学低学年

ゼッケン チーム（所属）名



スタート 　４/2（日） 10:50～ 周回数　25周

選手名 フリガナ

白 1 設楽 彗斗 シダラ ケイト VC Fukuoka

白 2 桐野 一道 キリノ カズミチ VCFukuoka・サイクルフリーダム

白 3 井上 政貴 イノウエ マサキ イナーメ信濃山形

白 4 小渡 健悟 コワタリ ケンゴ

白 5 一色 寛之 イッシキ ヒロユキ うきうき商店街

白 6 福留 康介 フクドメ コウスケ Igname

白 7 佐藤 信哉 サトウ シンヤ VC Fukuoka・サイクルフリーダム

白 8 谷口 敦史 タニグチ アツシ ぼらC、C

白 9 松井 久 マツイ ヒサシ ペダル

白 10 今西 尚志 イマニシ ヒサフミ ペダル

白 11 大内 薫 オオウチ カオル ペダル

白 12 島田 真琴 シマダ マコト ペダル

白 13 渡部 達也 ワタナベ タツヤ ペダル

白 14 山口 雄大 ヤマグチ タケヒロ FIETS GROEN

白 15 川崎 卓治 カワサキ タクジ オカヤマシクロクロス

白 16 堀田 マナブ ホッタ マナブ Teamまんま

白 17 松井 大悟 マツイ ダイゴ エルドラード東北

白 18 天笠 辰一 アマガサ シンイチ 本町クラブ

白 19 藤田 裕紀 フジタ ユウキ サイファアスリートクラブ

白 20 川辺 史朗 カワベ フミアキ Life Ride

白 21 山本 雅道 ヤマモト マサミチ

スタート 　４/2（日） 11:55～ 周回数　25周

選手名 フリガナ チーム（所属）名 登録番号

緑 41 白崎 美由紀 シラサキ ミユキ バルバクラブ　フクイ 申請中

緑 42 原田 悦子 ハラダ エツコ ユニヴェール 37FE1500188

緑 43 山崎 友里 ヤマザキ ユリ バルバクラブタカオカ 申請中

※ 実業団フェミニン（Ｆ）と混走

ゼッケン

エキスパート（Ｃ１）

ゼッケン チーム（所属）名

シエルヴォ奈良MIYATA-MERIDAレーシングチーム

シエルヴォ奈良MIYATA-MERIDAレーシングチーム

ＪＣＦ登録女子
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