
スタート 　4/7（土） 11：30～

スタートタイム 選手名 フリガナ

11:30:00 白 101 山田 正人 ヤマダ マサト

11:31:00 102 伊藤 隆久 イトウ タカヒサ

11:32:00 103 當麻 雄大 トウマ ユウダイ

11:33:00 104 福留 康介 フクドメ コウスケ

11:34:00 105 岸本 伊織 キシモト イオリ

11:35:00 106 古谷 勇輝 フルタニ ユウキ

11:36:00 107 森本 玄達 モリモト ヒロミチ

11:37:00 108 桐野 一道 キリノ カズミチ

11:38:00 109 田中 契 タナカ ヒサシ

11:39:00 110 堀田 耕司 ホッタ コウジ

エントリー数：10

Ｔyrell Kagawa Racing

ZAS Racing

ナカガワRC

イナーメ信濃山形

ロダン

パナソニックレーシング

トマト大好き

Team アベノバ

一般個人タイムトライアル

チーム（所属）名ゼッケン

BREZZA-KAMIHAGI

Elite Test Team

周回数　1周



4/7（土） 15:00～ 周回数　35周

選手名 フリガナ 学年 チーム（所属）名

白 1 田中　裕也 タナカ　ユウヤ 3 市立堺高校

2 大久保　拓哉 オオクボ　タクヤ 3 市立堺高校

3 常次　勇人 ツネツグ　ハヤト 2 市立堺高校

4 高田　公幸 タカタ　ヒロユキ 2 市立堺高校

5 徳山　隼太 トクヤマ　ジュンタ 3 府立茨木工科高校

6 大新　悠真 オオジン　ユウマ 2 府立茨木工科高校

7 井上　裕太郎 イノウエ　ユウタロウ 2 府立茨木工科高校

8 伊藤　雄祐 イトウ　ユウスケ 2 府立茨木工科高校

9 百田　和真 モモタ　カズマ 2 府立佐野工科高校

10 道幸　陸人 ドウコウ　リクト 2 府立佐野工科高校

11 浦田　恭平 ウラタ　キョウヘイ 3 初芝立命館高校

12 吉賀　周平 ヨシガ　シュウヘイ 2 初芝立命館高校

13 池沢　一真 イケサワ　カズマ 2 初芝立命館高校

14 瀧藤　絢斗 タキフジ　ケント 2 初芝立命館高校

15 辻畑　拓己 ツジハタ　タクミ 2 初芝立命館高校

16 草野　琉風 クサノ　ルカ 2 初芝立命館高校

17 高水　健人 タカミズ　ケント 2 大阪産業大学附属高校

18 大原　陸 オオハラ　リク 3 府立城東工科高校

19 小江 虎之介 オエ　トラノスケ 3 府立城東工科高校

20 北出 蒼矢 キタデ　ソウヤ 3 府立城東工科高校

21 田中　龍己 タナカ　リュウキ 2 府立城東工科高校

22 佐藤　大心 サトウ　タイシン 2 府立城東工科高校

23 岩﨑　悠翔 イワサキ　ユウト 2 府立城東工科高校

24 山﨑　友樹 ヤマサキ　ユウト 2 府立城東工科高校

25 加藤　文生 カトウ　フミオ 3 大阪偕星学園高校

26 金森　智哉 カナモリ　トモヤ 3 大阪偕星学園高校

27 石橋　宙樹 イシバシ　ヒロキ 3 府立千里高校

28 天野　壮悠 アマノ　タケハル 2 府立千里高校

29 佐伯　宗一郎 サエキ　ソウイチロウ 2 府立千里高校

30 佐藤　嵩弥 サトウ　シュウヤ 2 府立千里高校

31 黒田　圭祐 クロダ　ケイスケ 2 府立千里高校

32 谷口　誓 タニグチ　チカイ 2 府立千里高校

33 貴田　拓海 キダ　タクミ 3 府立藤井寺工科高校

34 小滝　真徳 オタキ　マサノリ 3 府立藤井寺工科高校

35 前田　竜哉 マエダ　リュウヤ 3 府立藤井寺工科高校

36 野上　瑛斗 ノガミ　エイト 2 府立藤井寺工科高校

37 坂本　篤哉 サカモト　アツヤ 3 興 國 高 校

38 光田　竣輔 ミツダ　シュンスケ 3 興 國 高 校

39 瀧本　輝也 タキモト　テルヤ 3 興 國 高 校

40 長谷川　大悟 ハセガワ　ダイゴ 2 興 國 高 校

高校生男子

ゼッケン



4/7（土） 15:00～ 周回数　35周

選手名 フリガナ 学年 チーム（所属）名

高校生男子

ゼッケン

41 平瀬　元貴 ヒラセ　モトキ 2 興 國 高 校

42 坂井　翔 サカイ　カケル 2 興 國 高 校

43 大河内　楓斗 オオコウチ　カイト 2 興 國 高 校

44 東　優仁 アズマ　ユウト 2 興 國 高 校

45 小野　孝弘 オノ　タカヒロ 2 興 國 高 校

46 福島　大吉 フクシマ　ダイキチ 2 興 國 高 校

47 田中　大士 タナカ　ヒロヒト 2 興 國 高 校

48 原田 翔真 ハラダ ショウマ 3 泉大津高等学校

49 前原 直幸 マエハラ ナオユキ 3

50 岩田 祥眞 イワタ ショウマ 2 MUUR zero

51 岩田 聖矢 イワタ セイヤ 1 宇陀サイクルレーシング

52 新開 隆人 シンカイ リュウジ 3 Coraggio Kawanishi Cycling Team Junior Youth

53 天野 颯太 アマノ ソウタ 3

54 天野 玲 アマノ レイ 1

55 横野 甫 ヨコノ ハジメ 1 Sonic Racing

エントリー数：55



4/8（日） 8：05～ 周回数　10周

選手名 フリガナ チーム（所属）名

青 1 益田 幸治 マスダ コウジ 西宮自転車工房プスプス

2 池田 祐介 イケダ ユウスケ

3 黒松 佑輔 クロマツ ユウスケ

4 真弓 勝志 マユミ カツユキ

5 西谷 一彦 ニシタニ カズヒコ バルバクラブエチゼン

6 河瀬 真一郎 カワセ シンイチロウ バルバクラブエチゼン

7 川瀬 涼 カワセ リョウ バルバクラブエチゼン

8 乙川 亮 オトガワ リョウ

9 細坂 浩嗣 ホソサカ ヒロシ バルバクラブエチゼン

10 川村 翔人 カワムラ ショウト バルバクラブエチゼン

11 齋藤 智仁 サイトウ トモノリ バルバクラブエチゼン

12 前田 行紀 マエダ ユキノリ バルバクラブエチゼン

13 堀 宏明 ホリ ヒロアキ バルバクラブエチゼン

14 村尾 智 ムラオ サトシ ＵＣＣ（宇治川サイクリングクラブ）

15 重野 史博 ジュウノ フミヒロ バルバクラブエチゼン

16 奥東 亮太 オクヒガシ リョウタ バルバクラブエチゼン

17 野村 一貴 ノムラ カズタカ team スクアドラ

18 中村 圭吾 ナカムラ ケイゴ

19 小中 康平 コナカ コウヘイ バルバクラブフクイ

20 前田 貴央 マエダ タカオ バルバクラブフクイ

21 塩田 智也 シオダ トモヤ バルバクラブタカオカ

22 北井 健 キタイ タケシ バルバクラブタカオカ

23 中野 雅博 ナカノ マサヒロ バルバクラブタカオカ

24 岡田 浩司 オカダ コウジ Teamスクアドラ

25 上中 佑太 ウエナカ ユウタ

26 葛岡 哉 クズオカ ハジメ チーム闇練

27 竹林 賢太郎 タケバヤシ ケンタロウ バルバクラブトヤマ

28 加賀田 貴志 カガタ タカシ バルバクラブトヤマ

29 川上 隆 カワカミ タカシ AVANT GARDE

30 宮口 広志 ミヤグチ ヒロシ

31 奥田 堅二 オクダ ケンジ EURO-WORKS Racing

32 川口 浩孝 カワグチ ヒロタカ EURO-WORKS Racing

33 川畑 勇気 カワバタ ユウキ バルバクラブハクサン

34 森 拓也 モリ タクヤ バルバクラブハクサン

35 石川 高史 イシカワ タカフミ コマツサイクリング部

エントリー数：35

ビギナー（Ｃ４）

ゼッケン



4/8（日） 8：25～ 周回数　15周

選手名 フリガナ チーム（所属）名

桃 1 杉田 正人 スギタ マサト Team スクアドラ

2 松本 龍介 マツモト リョウスケ Zippy OB

3 宮尾 康明 ミヤオ ヤスアキ Team WiLLs

4 丸山 幸展 マルヤマ ユキノブ Team WiLLs

5 岡本 大介 オカモト ダイスケ ベッキーシクロクロス

6 犬伏 雄一 イヌブセ ユウイチ Teamスクアドラ

7 河野 哲寛 コオノ アキヒロ Zippy OB

8 上田 茂雄 ウエダ シゲオ チームスクアドラ

9 荻田 浩行 オギタ ヒロユキ HyakuCycle　山一ハウス

10 大上野 宏幸 オオウエノ ヒロユキ ベッキーシクロクロス

11 土井 寿 ドイ ヒサシ バルバクラブ　エチゼン

12 前田 義範 マエダ ヨシノリ ベッキーシクロクロス

13 森谷 忠司 モリヤ タダシ ベッキーシクロクロス

14 森元 啓介 モリモト ケイスケ Team きたきつね

15 知場 誠 チバ マコト バルバクラブエチゼン

16 岩上 真也 イワカミ シンヤ ベッキーシクロクロス大原朝市Ｒ＆Ｃ

17 岩田 誠 イワタ マコト 回転木馬

18 藤井 博英 フジイ ヒロヒデ CYCLE SHOP 香輪

19 佐藤 貴徳 サトウ タカノリ チーム yyy  IJK sabi

20 大森 佳治 オオモリ ケイジ

※ 40代、50代は混走 エントリー数：20

40オーバーマスターズ（40代）

ゼッケン

4/8（日） 8：25～ 周回数　15周

選手名 フリガナ チーム（所属）名

黄 31 山田 正人 ヤマダ マサト Tyrell Kagawa Racing

32 木下 泰一 キノシタ タイチ 北摂すからと～れ

33 松尾 茂男 マツオ シゲオ EURO-WORKS Racing

34 松本 哲 マツモト サトシ グランデパール播磨

35 中村 一馬 ナカムラ カズマ Teamまんま

36 松本 英明 マツモト ヒデアキ グランデパール播磨

37 内山 尚之 ウチヤマ ナオユキ バルバクラブカナザワ

38 西嶋 喜継 ニシジマ ヨシツグ 怪速ゾルゲ隊

39 佐々木 秀次 ササキ ヒデジ Team まんま

40 富永 義弘 トミナガ ヨシヒロ チーム　ミニットマン

41 村田 孝幸 ムラタ タカユキ ベッキークリテリウム

42 東 明宏 アズマ アキヒロ

43 吉谷 健司 ヨシタニ ケンジ Euro Works Racing

44 横尾 治彦 ヨコオ ハルヒコ NASU FAN CLUB

※ 40代、50代は混走 エントリー数：14

40オーバーマスターズ（50代）

ゼッケン



　4/8（日）08：55～ 周回数　10周

選手名 フリガナ チーム（所属）名

黄 51 重原 尚希 シゲハラ ナオキ Team RingoRoad

52 重原 優希 シゲハラ ユウキ Team RingoRoad

53 塩谷 真一朗 シオタニ シンイチロウ FortunaTredici

54 大仲 凜功 オオナカ リク

55 犬伏 輝斗 イヌブセ キラト Teamスクアドラ

56 山下 虎ノ亮 ヤマシタ トラノスケ Club  La.sista

57 小森 悠音 コモリ ユウト 富雄中学校

58 藤井 章宏 フジイ アキヒロ CYCLE SHOP 香輪

59 奧田 東航 オクダ トワ

60 田中 大翔 タナカ ヒロト 宇陀サイクルレーシング

61 金田 歩 カネダ アユム sakatni

62 児玉 誠虎 コダマ マサトラ Lumiere KOBE

63 鎌田 晃輝 カマダ コウキ VC FUKUOKA

64 岡田 宝 オカダ タカラ Coraggio Kawanishi Cycling Team Junior Youth.

65 野村 厚介 ノムラ コウスケ 宇陀サイクルレーシング

※ レディースクラスと混走

エントリー数：15

中学生

ゼッケン

4/8（日）08：55～ 周回数　10周

選手名 フリガナ チーム（所属）名

桃 21 釜山 彩 カマヤマ アヤ

22 中山 奏 ナカヤマ カナ バルバクラブフクイ

23 小林 由佳 コバヤシ ユカ バルバクラブエチゼン

24 籠 菜央 カゴ ナオ バルバクラブエチゼン

25 平木 聡深 ヒラキ サトミ バルバクラブフクイ

26 室崎 友紀 ムロサキ ユキ バルバクラブタカオカ

27 京藤 咲紀 キョウトウ サキ バルバクラブエチゼン

28 松本 景子 マツモト ケイコ ZIPPY OB

29 塚本 真琴 ツカモト マコト バルバクラブトヤマ

30 八幡 富美代 ヤハタ フミヨ

31 小野 真由美 オノ マユミ Team WiLLs

32 今井 美和 イマイ ミワ バルバクラブハクサン

※ 中学生クラスと混走 エントリー数：12

レディース

ゼッケン



4/8（日） 9:20～ 周回数　15周

選手名 フリガナ チーム（所属）名

緑 1 加藤 喜丈　 カトウ ヨシタケ Team スクアドラ

2 釜山 大樹 カマヤマ タイキ

3 山野 智也 ヤマノ トモヤ

4 太田 賢士 オオタ ケンシ GSJ!

5 石黒 俊人 イシグロ トシヒト VELOCE プロッシモ

6 佐々木 善満 ササキ ヨシミツ VC VELOCE Prossimo

7 圷 貴大 アクツ タカヒロ バルバクラブエチゼン

8 寺本 尚平 テラモト ショウヘイ バルバクラブエチゼン

9 松木 謙吉 マツキ ケンキチ VC VELOCE Prossimo

10 星野 雅彦 ホシノ マサヒコ Team スクアドラ

11 田中 稔 タナカ ミノル Teamスクアドラ

12 関口 眞宏 セキグチ マサヒロ Teamスクアドラ

13 水口 智之 ミナクチ サトシ チームポッポ

14 髙橋 拓也 タカハシ タクヤ バルバクラブエチゼン

15 鈴木 洋介 スズキ ヨウスケ バルバクラブエチゼン

16 岡崎 由幸 オカザキ ヨシユキ TEAM SANREMO

17 三井 克造 ミツイ カツゾウ SKIP BEAT

18 高島 裕海 タカシマ ヒロウミ

19 西尾 真治 ニシオ シンジ

20 国本 勝彦 クニモト カツヒコ Team FRAT 酔いどれ飲んべい

21 船町 憲市 フナマチ ケンイチ

22 宇井 孝爾 ウイ コウジ EURO-WORKS Racing

23 皆戸 憲司 ミナト ケンジ

24 西田 和彦 ニシダ カズヒコ Bicycle Color

25 山口 裕平 ヤマグチ ユウヘイ AVANT GARDE

26 菱田 成 ヒシダ ナル Avance Plus

27 阿部 敏幸 アベ トシユキ GSJ (メガネ)

エントリー数：27

ビギナープラス（Ｃ３）

ゼッケン



4/8（日） 9:50～ 周回数　20周

選手名 フリガナ チーム（所属）名

黄 1 山口 泰司 ヤマグチ ヒロシ THcrew cycling

2 原田 龍一 ハラダ リュウイチ cool velo

3 山口 佳孝 ヤマグチ ヨシタカ TEAM WHITE GORILLA

4 中林 昭雄 ナカバヤシ アキオ VC VELOCE PROSSIMO

5 近藤 慎一郎 コンドウ シンイチロウ Team Neko

6 為永 誠 タメナガ マコト バルバクラブエチゼン

7 當麻 雄大 トウマ ユウダイ ナカガワRC

8 斉藤 修一 サイトウ シュウイチ バルバクラブフクイ

9 渡辺 諒 ワタナベ リョウ バルバクラブフクイ

10 小川 勇樹 オガワ ユウキ バルバクラブフクイ

11 大日方 海斗 オビナタ カイト バルバクラブフクイ

12 武内 健太 タケウチ ケンタ バルバクラブフクイ

13 山岡 崚平 ヤマオカ リョウヘイ Team Y

14 伏見 将太 フシミ ショウタ Team Y

15 高橋 昌裕 タカハシ マサヒロ バルバクラブフクイ

16 小場 健太 コバ ケンタ バルバクラブタカオカ

17 大坪 優治 オオツボ ユウジ TRAP

18 足立 岳志 アダチ タケシ GSJ

19 竹村 伸宏 タケムラ ノブヒロ EURO-WORKS

20 阪ノ上 義朗 サカノウエ ヨシアキ TEAM GSJ ふれあいゾーン代表

21 高橋 亘平 タカハシ コウヘイ グランデパール播磨

22 今村 公俊 イマムラ タカトシ EURO-WORKS Racing

23 奥 良英 オク ヨシヒデ Y's Racing

24 橋本 寛記 ハシモト ヒロキ グランデパール播磨

25 吉本 侑矢 ヨシモト ユウヤ

26 小倉 隆 オグラ タカシ

27 服部 健一 ハットリ ケンイチ Sakatani Racing

28 孫崎 義之 マゴサキ ヨシユキ チーム サカタニ

29 小寺 啓介 コテラ ケイスケ masahikomifune.com cycling team

エントリー数：29

スポーツ（Ｃ２）

ゼッケン



4/8（日）10:20～ 周回数　8周

選手名 フリガナ チーム（所属）名 学年

青 41 逸崎 来友 イツサキ ライト 4年生

42 野村 亮太 ノムラ リョウタ スクアドラ 4年生

43 武西 憲進 タケニシ ケンシン 愛媛県自転車競技連盟ジュニアクラブ 4年生

44 中尾 涼介 ナカオ リョウスケ フォアライン 5年生

45 児玉 愛侍 コダマ アイジ Lumiere KOBE 4年生

46 鎌田 翔太 カマダ ショウタ サニーサイド 5年生

47 西田 光汰 ニシダ コウタ Bicycle Color 5年生

48 古川 柊斗 フルカワ シュウト 6年生

49 塩貝　穂佳 シオガイ ホノカ ４年生

エントリー数：9

小学高学年

ゼッケン

4/8（日）10:40～ 周回数　5周

選手名 フリガナ チーム（所属）名 学年

桃 41 宇埜 遼太郎 ウノ リョウタロウ 2年生

42 小高 武瑠 コタカ タケル チームベプシ 3年生

43 乙川 煌大 オトガワ コウダイ 1年生

44 白井 廉太朗 シライ レンタロウ 3年生

45 白井 陽都 シライ ハルト 1年生

46 柴田 兼志 シバタ ケンシ 3年生

47 鳴尾 旭 ナルオ アサヒ ＭＡＹ－Ｂｅ　ＮＡＲＵＯ 3年生

48 小賀野 美瑠 ナカガワAS K'sデザイン 3年生

49 鎌谷 律

オガノ ミル

カマタニ リツ 2年生

エントリー数：9

小学低学年

ゼッケン



4/8（日）11:55～ 周回数　25周

選手名 フリガナ チーム（所属）名

青 51 二口 早紀 フタクチ サキ バルバクラブフクイ

52 高田 由貴 タカダ ユキ Zippy

53 白崎 美由紀 シラサキ ミユキ バルバクラブフクイ

54 栗林 ひろみ クリバヤシ ヒロミ バルバクラブトヤマ

※ 実業団フェミニン（Ｆ）と混走 エントリー数：4

ＪＣＦ登録女子

ゼッケン

4/8（日）10:55～ 周回数　25周

選手名 フリガナ チーム（所属）名

緑 31 福留 康介 フクドメ コウスケ イナーメ信濃山形

32 上田 明 ウエダ アキラ 日本ろう自転車競技協会

33 前原 直幸 マエハラ ナオユキ VC FUKUOKA

34 池田 慎治 イケダ シンジ ずんぐりむっくりーず

35 天野 壮悠 アマノ タケハル 大阪府立千里高校

36 河内 博行 カワチ ヒロユキ zas racing

37 松井 久 マツイ ヒサシ ペダル

38 今西 尚志 イマニシ ヒサフミ ペダル

39 大内 薫 オオウチ カオル ペダル

40 島田 真琴 シマダ マコト ペダル

41 渡部 達也 ワタナベ タツヤ ペダル

42 村岡 勉 ムラオカ ツトム ペダル

43 一色 寛之 イッシキ ヒロユキ うきうき商店街

44 高塚 武彦 タカツカ タケヒコ ざすレーシング

45 紺谷 龍生 コンタニ タツオ チームきゃうちゃん

46 秋丸 湧哉 アキマル ユウヤ ペダル

47 小渡 健悟 コワタリ ケンゴ シエルヴォ奈良MIYATA-MERIDAレーシングチーム

48 茂越 龍哉 モゴエ タツヤ VC  AVANZARE

49 辻 俊行 ツジ トシユキ ナカガワAs-K'sデザイン

50 山口 雄大 ヤマグチ タケヒロ FIETS GROEN 日本ロボティクス

51 藤田 隼也 フジタ ジュンヤ Banana Holic

52 桐野 一道 キリノ カズミチ トマト大好き

53 山本 雅道 ヤマモト マサミチ シエルボ奈良MIYATA-MERIDAレーシングチーム

54 続木 健二 ツヅキ ケンジ なし

55 東 宣誓 アズマ ノリチカ まほロバRC

56 背戸 貴之 セト タカシ EURO-WORKS Racing

57 児玉 誠治 コダマ セイジ Lumiere KOBE

58 科野 大蔵 シナノ ダイゾウ Team Chantez

60 吉田 隼人 ヨシダ ハヤト NIPPO-VINI FANTINI-EUROPA OVINI

28 道見 和也 ドウミ　カズヤ 大阪産業大学

エントリー数：30

エキスパート（Ｃ１）

ゼッケン




