
スタート 　9/8（土） 11：30～ 周回数　1周　

スタートタイム 選手名 フリガナ チーム（所属）名

11:30:00 白 101 福留 康介 フクドメ コウスケ イナーメ信濃山形

11:30:30 102 勝水 拓也 カツミズ タクヤ EURO-WORKS Racing

11:31:00 103 頼近 直純 ヨリチカ ナオズミ Teamまんま

11:31:30 104 秋口 聡史 アキグチ サトシ TEAM CREA

11:32:00 105 久保田 寛隆 クボタ ヒロタカ R35

11:32:30 106 桐野 一道 キリノ カズミチ トマト大好き

11:33:00 107 遠松 純子 トオマツ ジュンコ DESTRA

11:33:30 108 細谷 史生 ホソヤ フミヒト 細谷塾&自転車工房ハイランダー

11:34:00 109 濱中 康志 ハマナカ ヤスシ

11:34:30 110 大原 陸 オオハラ リク 城東工科

※３０秒間隔でスタートします。

一般個人タイムトライアル

ゼッケン



スタート 　9/8（土） 14：50～ 周回数　15周

選手名 ふりがな チーム（所属）名

青 1 川上　翔海 かわかみ　しょうま 大阪偕星

2 野﨑　倖汐 のざき　こうせき 大阪偕星

3 矢萩　悠也 やはぎ　ゆうや 大阪産大

4 朝重　希実 ともしげ　のぞみ 大阪産大

5 本田　純盛 ほんだ　じゅんせい 茨木工

6 元井　壮吾 もとい　そうご 茨木工

7 船橋　巧 ふなばし　たくみ 茨木工

8 松下　龍己 まつした　りゅうき 茨木工

9 吉田　真隆 よしだ　しんりゅう 茨木工

10 松尾　涼佑 まつお　りょうすけ 興國

11 天野　玲 あまの　れい 興國

12 池島　達哉 いけしま　たつや 興國

13 東　遥輝 あずま　はるき 興國

14 廣江　可捺汰 ひろえ　かなた 興國

15 春木　佑也 はるき　ゆうや 市立堺

16 永田　博也 ながた　ひろや 市立堺

17 佐古　慶太 さこ　けいた 市立堺

18 元田　駿 もとだ　しゅん 市立堺

19 高田　公幸 たかた　ひろゆき 市立堺

20 花野　銀次郎 はなの　ぎんじろう 佐野工

21 福島　大貴 ふくしま　ひろき 佐野工

22 川内　健 かわうち　たかし 佐野工

23 木田　龍佑 きだ　りゅうのすけ 佐野工

24 八藤　叶 やとう　かない 佐野工

25 北田　琉真 きただ　りゅうま 佐野工

26 井上　一成 いのうえ　かずな 佐野工

27 魚住　亮太 うおずみ　りょうた 藤井寺工

28 辻野　功輔 つじの　こうすけ 藤井寺工

29 谷口　誓 たにぐち　ちかい 千里

30 寺島　樹頼 てらしま　じゅらい 千里

31 桐村　和典 きりむら　かずのり 千里

32 網矢　一徹 あみや　いってつ 松山聖陵高校

33 濱田　直喜 はまだ　なおき 松山聖陵高校

34 大橋　雷太 おおはし　らいた Le lien de Shiga

35 市橋　由翔 いちはし　ゆうと Le lien de Shiga

高校生男子

ゼッケン



スタート 　9/8（土） 15:15～ 周回数　30周

選手名 ふりがな チーム（所属）名

黄 36 北出　蒼矢 きたで　そうや 城東工

37 岩﨑　悠翔 いわさき　ゆうと 城東工

38 佐藤　大心 さとう　たいしん 城東工

39 田中　龍己 たなか　りゅうき 城東工

40 山﨑　友樹 やまざき　ゆうき 城東工

41 小谷　龍也 こたに　りゅうき 城東工

42 高石　晴誉 たかいし　きよたか 城東工

43 白瀬　麟 しらせ　りん 城東工

44 市原　幹丸 いちはら　みきまる 城東工

45 加藤　文生 かとう　ふみお 大阪偕星

46 金森　智哉 かなもり　ともや 大阪偕星

47 高水　健人 たかみず　けんと 大阪産大

48 徳山　隼太 とくやま　じゅんた 茨木工

49 大新　悠真 おおじん　ゆうま 茨木工

50 伊藤　雄祐 いとう　ゆうすけ 茨木工

51 井上　裕太郎 いのうえ　ゆうたろう 茨木工

52 坂本　篤哉 さかもと　あつや 興國

53 光田　竣輔 みつだ　しゅんすけ 興國

54 瀧本　陽也 たきもと　てるや 興國

55 平瀬　元貴 ひらせ　もとき 興國

56 長谷川　大悟 はせがわ　だいご 興國

57 小野　孝弘 おの　たかひろ 興國

58 福島　大吉 ふくしま　だいすけ 興國

59 坂井　翔 さかい　かける 興國

60 東　優仁 あずま　ゆうと 興國

61 田中　大士 たなか　ひろひと 興國

62 大河内　楓斗 おおこうち　かいと 興國

63 沖本　拓己 おきもと　たくみ 興國

64 永井　笙太 ながい　しょうた 興國

65 平尾　武司 ひらお　たけし 興國

66 大和　恒星 やまと　こうせい 興國

67 田中　裕也 たなか　ゆうや 市立堺

68 常次　勇人 つねつぐ　はやと 市立堺

69 逸崎　瑞喜 いつざき　みずき 市立堺

70 道幸　陸人 どうこう　りくと 佐野工

71 百田　和真 ももた　かずま 佐野工

72 貴田拓海 きだ　たくみ 藤井寺工

73 小滝　真徳 おたき　まさのり 藤井寺工

74 前田　竜哉 まえだ　りゅうや 藤井寺工

75 野上　瑛斗 のがみ　えいと 藤井寺工

76 米野　心 こめの　まこと 藤井寺工

77 原田　翔真 はらだ　しょうま 泉大津

78 浦田　恭平 うらた　きょうへい 初立命館

79 池沢　一真 いけさわ　かずま 初立命館

ゼッケン

JCF登録高校生男子



スタート 　9/8（土） 15:15～ 周回数　30周

選手名 ふりがな チーム（所属）名ゼッケン

JCF登録高校生男子

黄 80 佐伯　宗一郎 さえき　そういちろう 千里

81 佐藤　嵩弥 さとう　しゅうや 千里

82 黒田　圭祐 くろだ　けいすけ 千里

83 天野　壮悠 あまの　たけはる 千里

84 横野　甫 よこの　はじめ 初富田林

85 新開　隆人 しんかい　りゅうじ Coraggio Kawanishi Cycling Team Junior Youth

86 天野　颯太 あまの　そうた チーム　アベノバ

87 岩田　祥眞 いわた　しょうま MUUR zero

88 山本　大智 やまもと　だいち 松山聖陵高校

89 安倍　周作 あべ　しゅうさく 松山聖陵高校

90 目附　光 めつけ　ひかる 松山聖陵高校

91 稲葉　勇登 いなば　ゆうと 松山聖陵高校

92 丸山　颯斗 まるやま　はやと 松山聖陵高校

93 飯尾　文太 いいお　ぶんた 松山城南高等学校自転車競技部

94 岡本　翔 おかもと　しょう 松山城南高等学校自転車競技部

95 北宅　柊麻 きたや　とうま 松山城南高等学校自転車競技部

96 高田　玲 たかた　れい 松山城南高等学校自転車競技部

97 大岩　駿介 おおいわ　しゅんすけ 松山城南高等学校自転車競技部

98 山崎　開登 やまさき　かいと 松山城南高等学校自転車競技部

99 中岡　海 なかおか　かい 松山城南高等学校自転車競技部



スタート 　9/9（日） 8：05～ 周回数　10周

選手名 フリガナ

桃 31 木下 正竜 キノシタ マサタツ

32 野口 博史 ノグチ ヒロシ

33 山本 貴之 ヤマモト タカユキ cycleroad

34 高橋 豊 タカハシ ユタカ ZIPPY

35 山口 裕平 ヤマグチ ユウヘイ AVANT GARDE

36 三井 克造 ミツイ カツゾウ SKIP BEAT

37 井上 泰三 イノウエ タイゾウ

38 小高 偉徳 コタカ ヒデノリ チーム セブン

39 野村 一貴 ノムラ カズタカ Team スクアドラ

40 鹿嶋 泰孝 カシマ ヤスタカ ㈱パシフィックワールド

41 益田 幸治 マスダ コウジ

42 林 秀樹 ハヤシ ヒデキ Euro-Works Racing

43 井波 一輝 イナミ カズキ

44 上野 英一 ウエノ エイイチ

45 西浦 徹 ニシウラ トオル zippy.c.c

46 坂手 誠明 サカテ マサアキ チームサティスファクション

47 深川 優樹 フカガワ ユウキ

48 関口 寛之 セキグチ ヒロユキ EURO-WORKS Racing

49 丸野 晃平 マルノ コウヘイ

50 篠田 智秀 シノダ トモヒデ

51 小畑 健太郎 オバタ ケンタロウ バルバクラブフクイ

52 原 將太 ハラ ショウタ バルバクラブフクイ

53 堀 宏明 ホリ ヒロアキ バルバクラブエチゼン

54 中村 圭吾 ナカムラ ケイゴ バルバクラブタカオカ

55 高木 駿太郎 タカギ シュンタロウ

56 岡田 浩司 オカダ コウジ teamスクアドラ

57 岡田 昌紀 オカダ マサキ バルバクラブトヤマ

58 河瀬 真一郎 カワセ シンイチロウ バルバクラブエチゼン

59 細坂 浩嗣 ホソサカ ヒロシ バルバクラブエチゼン

60 関口 眞宏 セキグチ マサヒロ Teamスクアドラ

61 青山 洋樹 アオヤマ ヒロキ バルバワークストヤマ

62 竹林 賢太郎 タケバヤシ ケンタロウ バルバワークストヤマ

ビギナー（Ｃ４）

ゼッケン チーム（所属）名



スタート 　9/9（日） 8：25～ 周回数　15周

選手名 フリガナ

緑 1 大森 佳治 オオモリ ケイジ

2 国本 勝彦 クニモト カツヒコ GSJ！ アル中療養中場所

3 河野 哲寛 コオノ アキヒロ Zippy OB＆OG

4 前田 義範 マエダ ヨシノリ ベッキーシクロクロス

5 荻田 浩行 オギタ ヒロユキ HyakuCycle　山一ハウス

6 鎌田 剛 カマダ タケシ パラディーゾ

7 芝田 茂 シバタ シゲル

8 岩上 真也 イワカミ シンヤ ベッキーシクロクロスなおじさん

9 岩田 誠 イワタ マコト 回転木馬

10 片桐 健 カタギリ タケシ 自転車で暴れ倒し

11 犬伏 雄一 イヌブセ ユウイチ teamスクアドラ

12 西原 雄一郎 ニシハラ ユウイチロウ ナカガワ　サイクルワークス

13 森元 啓介 モリモト ケイスケ Team きたきつね

14 大上野 宏幸 オオウエノ ヒロユキ ベッキーシクロクロス

15 生野 耕平 イクノ コウヘイ イプ練Hase塾

16 大槻 誠 オオツキ マコト イプ練'17 with H

17 松本 龍介 マツモト リョウスケ Zippy OB

18 西田 誉 ニシダ ホマレ Team-RSO Racing

19 辻 康成 ツジ ヤスナリ NASU　FAN　CLUB

20 佐藤 貴徳 サトウ タカノリ チームyyy

21 上田 洋行 ウエダ ヒロユキ バルバクラブフクイ

22 渡邉 昭博 ワタナベ アキヒロ InspireRacingTeam

23 土井 寿 ドイ ヒサシ バルバクラブエチゼン

24 中村 晃一 ナカムラ コウイチ

25 前田 光亮 マエダ ミツアキ バルバクラブフクイ

26 坂本 心平 サカモト シンペイ

※ 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 　9/9（日） 8：25～ 周回数　15周

選手名 フリガナ

白 41 木下 泰一 キノシタ タイチ 北摂すからと～れ

42 横尾 治彦 ヨコオ ハルヒコ NASU FAN CLUB

43 堀田 敏弘 ホッタ トシヒロ

44 西嶋 喜継 ニシジマ ヨシツグ 怪速ゾルゲ隊

45 宮村 優 ミヤムラ マサル ONE/WD

46 頼近 直純 ヨリチカ ナオズミ Teamまんま

47 宮尾 雅裕 ミヤオ マサヒロ Team WiLLs

48 東 明宏 アズマ アキヒロ Y's-racing

49 佐々木 秀次 ササキ ヒデジ Team まんま

50 山田 唯史 ヤマダ タダシ

51 堀田 マナブ ホッタ マナブ teamまんま

52 藤澤 芳一 フジサワ ヨシカズ バルバクラブフクイ

53 濱中 康志 ハマナカ ヤスシ FRONTIER

54 富永 義弘 トミナガ ヨシヒロ チーム　ミニットマン

55 松川 洋治 マツカワ ヨウジ バルバクラブフクイ

56 加藤 喜丈　 カトウ ヨシタケ Team スクアドラ

※ 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 　9/9（日）08：55～ 周回数　10周

選手名 フリガナ

青 61 江崎 柊馬 エザキ トウマ Bicycle Color

62 山下 虎ノ亮 ヤマシタ トラノスケ Club La.sista(木津中学校)

63 鎌田 晃輝 カマダ コウキ VC FUKUOKA

64 大仲 凜功 オオナカ リク SakataniRacing

65 犬伏 輝斗 イヌブセ キラト teamスクアドラ

66 重原 尚希 シゲハラ ナオキ 木津南中学校/Team RingoRoad

67 片山 国拓 カタヤマ クニヒロ Team ZERO UNO FRONTIER

68 塩谷 真一朗 シオタニ シンイチロウ FortunaTredici

※ レディースクラスと混走

中学生

ゼッケン チーム（所属）名



スタート 　9/9（日）08：55～ 周回数　10周

選手名 フリガナ

桃 11 小野 真由美 オノ マユミ Team WiLLs

12 松本 景子 マツモト ケイコ Zippy OG

13 山谷 早苗 ヤマタニ サナエ ＴＲＡＰ

※ 中学生クラスと混走

レディース

ゼッケン チーム（所属）名



スタート 　9/9（日） 9:20～ 周回数　15周

選手名 フリガナ

黄 1 渡邊 達也 ワタナベ タツヤ

2 山本 貴之 ヤマモト タカユキ cycleroad

3 岡本 那央 オカモト ナオ TEAM Cycle Road

4 山口 順也 ヤマグチ ジュンヤ Cycle Road

5 櫻井 秀一 サクライ シュウイチ

6 宮口 広志 ミヤグチ ヒロシ TEAM WHITE

7 田中 稔 タナカ ミノル Team スクアドラ

8 関口 眞宏 セキグチ マサヒロ Team スクアドラ

9 高島 裕海 タカシマ ヒロウミ

10 佐々木 善満 ササキ ヨシミツ VC VELOCE Prossimo

11 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

12 秋口 聡史 アキグチ サトシ TEAM CREA

13 西村 純 ニシムラ ジュン どすこい部屋舞洲場所 with Material

14 松木 謙吉 マツキ ケンキチ VC VELOCE Prossimo

15 小坂 睦哉 コサカ トキヤ

16 稲谷 博昭 イナタニ ヒロアキ

17 園生 隆章 ソノウ タカアキ

18 竹村 伸宏 タケムラ ノブヒロ EURO- WORKS RACING

19 井上 大輔 イノウエ ダイスケ Rapha Cycling Club

20 川上 隆 カワカミ タカシ AVANT GARDE

21 西尾 真治 ニシオ シンジ CYCLE WITCHES

22 奥田 堅二 オクダ ケンジ EURO-WORKS Racing

23 南田 拓也 ミナミダ タクヤ Team Manma

24 大日方 海斗 オビナタ カイト バルバクラブフクイ

25 武内 健太 タケウチ ケンタ バルバクラブフクイ

26 古川 英和 フルカワ ヒデカズ アバンギャルド

27 中村 一馬 ナカムラ カズマ

28 寺本 尚平 テラモト ショウヘイ バルバクラブエチゼン

29 田中 洋行 タナカ ヒロユキ Team Zenko

ビギナープラス（Ｃ３）

ゼッケン チーム（所属）名



スタート 　9/9（日） 9:50～ 周回数　20周

選手名 フリガナ

緑 31 上田 泰正 ウエダ ヒロマサ Team Sakatani

32 服部 健一 ハットリ ケンイチ Sakatani Racing

33 友杉 大樹 トモスギ ダイキ

34 原田 龍一 ハラダ リュウイチ cool  velo

35 松本 竜太朗 マツモト リュウタロウ EURO-WORKS Racing

36 中林 昭雄 ナカバヤシ アキオ VC VELOCE Prossimo

37 松田 健介 マツダ ケンスケ アストロ

38 宮尾 康明 ミヤオ ヤスアキ Team WiLLs

39 菅原 一生 スガハラ イッセイ Team WiLLs

40 丸山 幸展 マルヤマ ユキノブ Team WiLLs

41 網矢 一徹 アミヤ イッテツ 松山聖陵高校

42 常次 勇人 ツネツグ ハヤト 堺市立堺高等学校

43 星野 雅彦 ホシノ マサヒコ Team スクアドラ

44 小倉 隆志 オグラ タカシ SKRK KYOTO

45 杉田 正人 スギタ マサト Team スクアドラ

46 阪ノ上 義朗 サカノウエ ヨシアキ GSJ！！（ワーォ

47 濱田 直喜 ハマダ ナオキ 松山聖陵高校

48 近藤 慎一郎 コンドウ シンイチロウ Neko cycling team

49 足立 岳志 アダチ タケシ Team GSJ

50 山口 佳孝 ヤマグチ ヨシタカ TEAM WHITE GORILLA部

51 中井 康人 ナカイ ヤスヒト Life Ride

52 斉藤 修一 サイトウ シュウイチ バルバクラブフクイ

53 小中 康平 コナカ コウヘイ バルバクラブフクイ

54 南部 隆一 ナンブ リュウイチ バルバクラブフクイ

55 小川 勇樹 オガワ ユウキ バルバクラブフクイ

56 定友 敦 サダトモ アツシ バルバクラブフクイ

57 中上 一幸 ナカウエ カズユキ Team WiLLs

58 伏見 将太 フシミ ショウタ team Y

59 山岡 崚平 ヤマオカ リョウヘイ team Y

60 栗正 順一 クリマサ ジュンイチ Team WiLLs

61 前田 陵 マエダ リョウ

スポーツ（Ｃ２）

ゼッケン チーム（所属）名



スタート 　9/9（日）10:20～ 周回数　8周

選手名 フリガナ チーム（所属）名 学年

青 71 逸崎 来友 イツサキ ライト 4年生

72 上田 真太郎 ウエダ シンタロウ プレザント 6年生

73 櫻井 大地 サクライ ダイチ 5年生

74 野村 亮太 ノムラ リョウタ Team スクアドラ 4年生

75 鎌田 翔太 カマダ ショウタ サニーサイド 5年生

76 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

77 川村 大虎 カワムラ タイガ RTU 5年生

78 豊嶋 大志 トヨシマ タイシ 4年生

79 塩貝 穂佳 シオガイ ホノカ 西宮市立山口小学校 4年生

80 金澤 拓世 カナザワ タクト Coraggio Kawanishi Cycling Team kids 4年生

81 小林 茉央 コバヤシ マオ 4年生

小学高学年

ゼッケン



スタート 　9/9（日）10:40～ 周回数　5周

選手名 フリガナ チーム（所属）名 学年

黄 101 福地 大和 フクチ ヤマト 2年生

102 櫻井 美月 サクライ ミヅキ 3年生

103 柴田 兼志 シバタ ケンシ 3年生

104 小高 武瑠 コタカ タケル チーム セブン 3年生

105 白井 廉太朗 シライ レンタロウ 3年生

106 白井 陽都 シライ ハルト 1年生

107 武西 知菜月 タケニシ チナツ 愛媛県自転車競技連盟ジュニアクラブ 2年生

108 鳴尾 旭 ナルオ アサヒ ＭＡＹ－Ｂｅ　ＮＡＲＵＯ 3年生

109 小賀野 美瑠 オガノ ミル ナカガワ RC 3年生

110 堀井 昴 ホリイ スバル 2年生

111 鎌谷 律 カマタニ リツ 2年生

小学低学年

ゼッケン



スタート 　9/9（日）10:55～ 周回数　25周

選手名 フリガナ

白 1 紺谷　龍生 コンタニ　タツオ ZAS Racing

2 福留 康介 フクドメ コウスケ イナーメ信濃山形

3 勝水 拓也 カツミズ タクヤ EURO-WORKS Racing

4 池田 慎治 イケダ シンジ ずんぐりむっくりーズ

5 山本 大智 ヤマモト ダイチ 松山聖陵高校

6 安倍 周作 アベ シュウサク 松山聖陵高校

7 目附 光 メツケ ヒカル 松山聖陵高校

8 稲葉 勇登 イナバ ユウト 松山聖陵高校

9 丸山 颯斗 マルヤマ ハヤト 松山聖陵高校

10 天野 壮悠 アマノ タケハル 大阪府立　千里高校

11 西原 雄一郎 ニシハラ ユウイチロウ ナカガワ　サイクルワークス

12 桐野 一道 キリノ カズミチ トマト大好き

13 続木 健二 ツヅキ ケンジ ARY

14 宮崎 善彦 ミヤザキ ヨシヒコ ナカガワ

15 堀井 長善 ホリイ ナガヨシ どすこい舞洲

16 佐藤 信哉 サトウ シンヤ VC FUKUOKA

17 江川 哲治 エガワ テツジ VC FUKUOKA

18 前原 直幸 マエハラ ナオユキ VC FUKUOKA

19 松田 真和 マツダ マサカズ VC FUKUOKA

20 中森 大樹 ナカモリ タイキ VC FUKUOKA

21 山科 竜一郎 ヤマシナ リュウイチロウ VC FUKUOKA

22 井上 政貴 イノウエ マサキ 662ディレイラアタリ前田

23 藤田 隼也 フジタ ジュンヤ Banana holic

24 山本 浩史 ヤマモト ヒロフミ ペダル

25 松井 久 マツイ ヒサシ ペダル

26 今西 尚志 イマニシ ヒサフミ ペダル

27 大内 薫 オオウチ カオル ペダル

28 島田 真琴 シマダ マコト ペダル

29 村岡 勉 ムラオカ ツトム ペダル

30 秋丸 湧哉 アキマル ユウヤ ペダル

31 磯田 友賀 イソダ トモカズ Team allout

32 森川 晃行 モリカワ アキユキ ネクストリーム うどん虹や

33 高山 恭彰 タカヤマ ヤスアキ

34 山口 雄大 ヤマグチ タケヒロ どすこいプリキュア

35 茂越 龍哉 モゴエ タツヤ VC AVANZARE

36 細川 富仙 ホソカワ ヨシノリ soleil de l'est

37 山田 悠斗 ヤマダ ユウト VC FUKUOKA（エリート）

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



スタート 　9/9（日）12:10～ 周回数　25周

選手名 フリガナ チーム（所属）名

桃 1 大平 莉子 オオヒラ リコ 松山聖陵高校

2 片山 葉月 カタヤマ ハヅキ Team ZERO UNO FRONTIER

3 栗林 ひろみ クリバヤシ ヒロミ バルバクラブトヤマ

4 長谷川 凪沙 ハセガワ ナギサ 城東工

5 大橋 茉以 オオハシ マイ 市立堺

6 高田 由貴 タカダ ユキ Zippy cycle clube

※ 実業団フェミニン（Ｆ）と混走

ＪＣＦ登録女子

ゼッケン


