
スタート 　４/１（土） 14:30～ 周回数　30周

選手名 フリガナ チーム（所属）名 登録番号

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

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

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

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

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

6 天野 颯太 アマノ ソウタ 北桑田高校 26MY1600794

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

8 廣本 凌也 ヒロモト リョウヤ 松山聖陵高校 38MY1301684

9 中川 泰我 ナカガワ タイガ 松山聖陵高校 38MY1500173

10 平林 飛都 ヒラバヤシ タカト 松山聖陵高校 38MY1400155

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

12 藤野 竜弥 フジノ タツヤ 松山聖陵高校 38MY1301690

13 祖母井 佑樹 ウバガイ ユウキ 松山聖陵高校 38MY1601629

14 古川 秀基 フルカワ ヒデキ 藤井寺工科高校 27MY1502515

15 小滝 真徳 オタキ マサノリ 藤井寺工科高校 27MY1601899

16 貴田 拓海 キダ タクミ 藤井寺工科高校 27MY1601542

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

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

19 加藤 文生 カトウ フミオ 大阪偕星学園高校 27MJ1601916

20 入江　嶺 イリエ レイ 大阪産業大学附属高校 27MJ1501906

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

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

23 岸本　蓮 キシモト レン 茨木工科高校 27MY1501622

24 廣田 竜也 ヒロタ タツヤ 茨木工科高校 27MY1501621

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

26 浅尾 佳弘 アサオ ヨシヒロ 茨木工科高校 27MY1501628

27 井戸 世成 イド セナ 茨木工科高校 27MY1501625

28 井村 泰誠 イムラ タイセイ 茨木工科高校 27MY1501623

29 徳山 隼太 トクヤマ ジュンタ 茨木工科高校 27MY1602388

30 中井 漢斗 ナカイ カント 茨木工科高校 27MY1602389

31 西田 幸生 ニシダ コウキ 茨木工科高校 27MY1602390

32 上枝　涼 ウエエダ リョウ 佐野工科高校 27MJ1501486

33 藤田 航星 フジタ コウキ 佐野工科高校 27MJ1501493

34 中川 彪斗 ナカガワ タケト 佐野工科高校 27MJ1501483

35 衛藤 知良 エトウ チカラ 初芝立命館高校 27MJ1600030

36 内田 宇海 ウチダ タカミ 初芝立命館高校 27MY1500013

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

38 津崎　蓮 ツザキ レン 城東工科高校 27MJ1501022

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

40 大原　陸 オオハラ リク 城東工科高校 27MY1601019

41 小江 虎之介 オエ トラノスケ 城東工科高校 27MY1601018

42 北出 蒼矢 キタデ ソウヤ 城東工科高校 27MY1601017
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43 美好 蒼太 ミヨシ ソウタ 城東工科高校 27MY1601021

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

45 石井 雄悟 イシイ ユウゴ 興國高校 27MJ1501603

46 本郷 璃久 ホンゴウ リク 興國高校 27MY1501602

47 菊本 泰右 キクモト タイスケ 興國高校 27MY1501607

48 岡田 洋明 オカダ ヒロアキ 興國高校 27MJ1501605

49 吉川 夏都 キッカワ ナツト 興國高校 27MY1501615

50 田村 幸四郎 タムラ コウシロウ 興國高校 27MJ1501617

51 宮崎 潤規 ミヤザキ ヒロキ 興國高校 27MJ1501616

52 田中 志輸 タナカ シユ 興國高校 27MY1502440

53 山元 孝幸 ヤマモト タカユキ 興國高校 27MY1501611

54 光田 竣輔 ミツダ シュンスケ 興國高校 27MY1601573

55 成子 嘉紀 ナルコ ヨシノリ 興國高校 27MY1601575

56 坂本 篤哉 サカモト アツヤ 興國高校 27MY1601574

57 瀧本 陽也 タキモト テルヤ 興國高校 新規申請中

58 山田 峻輝 ヤマダ シュンキ 堺市立堺高校 27MY1502449

59 田中 宏彰 タナカ ヒロアキ 堺市立堺高校 27MY1502448

60 大久保 拓哉 オオクボ タクヤ 堺市立堺高校 27MY1601455

61 田中 裕也 タナカ ユウヤ 堺市立堺高校 27MY1601458

62 中川　颯 ナカガワ ハヤテ 堺市立堺高校 27MY1601454

63 仲野 結音 ナカノ ユウト 堺高校（定) 27MJ1602455
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