
スタート 　9/5（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 中村 将也 ナカムラ マサヤ ALL OUT reric

11:30:30 102 福留 康介 フクドメ コウスケ イナーメ信濃山形・ROF

11:31:00 103 松岡 勇斗 マツオカ ユウト teamスクアドラ

11:31:30 104 大濱 篤史 オオハマ アツシ チバポンズかわぐち農園

11:32:00 105 岡本 涼 オカモト リョウ TEAM BRIO

11:32:30 106 伊藤 隆久 イトウ タカヒサ gruppo allenaménto

11:33:00 107 三木 颯一郎 ミキ ソウイチロウ 徳島サイクルレーシング

11:33:30 108 増田 康太 マスダ コウタ Coraggio KAWANISHI CYCLING TEAM

※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 　9/5（土） 14：50～ 周回数　15周

選手名 フリガナ チーム（所属）名

青 1 樋口　春斗 ヒグチ ハルト 城東工科

2 鬼塚　智秀 オニツカ　トモヒデ 大阪偕星

3 羽子田　賢成 ハネダ　ケンセイ 大阪偕星

4 柞磨　洋斗 タルマ　ヒロト 大阪産大

5 北口　尚希 キタグチ　タカキ 茨木工科

6 川邉　颯太 カワベ　ソウタ 茨木工科

7 一守　大葵 イチモリ　タイキ 興國

8 関　桜太郎 セキ　オウタロウ 興國

9 永尾　祐一郎 ナガオ　ユウイチロウ 興國

10 山中　秋典 ヤマナカ　アキノリ 興國

11 阿部　響太 アベ　キョウタ 市立堺

12 堂本　剛志 ドウモト　ツヨシ 市立堺

13 倉橋　裕基 クラハシ　ユウキ 藤井寺工科

14 山本  青輝 ヤマモト  ハルキ 初芝立命館

15 黒瀬  斗矢 クロセ  トウヤ 初芝立命館

16 藤井  悠生 フジイ  ハルキ 初芝立命館

17 田井中  柊也 タイナカ  シュウヤ 初芝立命館

18 中野  竣介 ナカノ  シュンスケ 初芝立命館

19 赤瀬  京介 アカセ  キョウスケ 初芝立命館

20 小松  蛍以 コマツ  ケイ 初芝立命館

21 西野  宗一郎 ニシノ  ソウイチロウ 初芝立命館

22 内坂  晴也 ウチサカ  セイヤ 初芝立命館

23 植松　侑士 ウエマツ　ユウト 千里

24 山口　釉介 ヤマグチ　ユウスケ 千里

25 藤本　蓮 フジモト　レン 千里

26 西森 怜 ニシモリ レイ チャリで来た

27 西本 楽 ニシモト ガク LEFT RACINGTEAM

高校生男子

ゼッケン



スタート 　9/5（土） 14：50～ 周回数　8周

選手名 フリガナ チーム（所属）名

桃 51 大西　涼羽 オオニシ スズハ 城東工科

52 中本　憂 ナカモト　ユウ 大阪偕星

53 宮本  奏穂 ミヤモト  カナホ 初芝立命館

高校生女子

ゼッケン



スタート 　9/5（土） 15:15～ 周回数　30周

選手名 フリガナ チーム（所属）名

黄 31 小谷　龍也 コタニ タツヤ 城東工科

32 市原　幹丸 イチハラ ミキマル 城東工科

33 高石　晴誉 タカイシ キヨタカ 城東工科

34 白瀬　麟 シラセ リン 城東工科

35 川上　翔海 カワカミ　ショウマ 大阪偕星

36 陣内　悠人 ジンナイ　ユウト 大阪偕星

37 杉原　大樹 スギハラ　タイジュ 大阪偕星

38 矢萩　悠也 ヤハギ　ユウヤ 大阪産大

39 梅本　聖也 ウメモト　セイヤ 大阪産大

40 元井　壮吾 モトイ　ソウゴ 茨木工科

41 本田　純盛 ホンダ　ジュンセイ 茨木工科

42 松下　龍己 マツシタ　リュウキ 茨木工科

43 白井田　唯真 シライダ　ユウマ 茨木工科

44 沖本　拓己 オキモト　タクミ 興國

45 永井　笙太 ナガイ　ショウタ 興國

46 中島　康征 ナカジマ　コウセイ 興國

47 西原　志成 ニシハラ　シナリ 興國

48 藤本　天 フジモト　テン 興國

49 山口　順也 ヤマグチ　ジュンヤ 興國

50 光田　優斗 ミツダ　ユウト 興國

51 福摩　翔矢 フクマ　ショウヤ 興國

52 矢野　健登 ヤノ　ケント 興國

53 青木　光琉 アオキ　ヒカル 興國

54 逸崎　瑞喜 イツザキ　ミズキ 市立堺

55 春木　佑也 ハルキ　ユウヤ 市立堺

56 石田　智大 イシダ　チヒロ 市立堺

57 山田　勝一 ヤマダ　ショウイチ 市立堺

58 戎谷　嶺央 エビスタニ　ネオ 市立堺

59 末吉　陽生 スエヨシ　ハルキ 市立堺

60 西川　祐真 ニシカワ　ユウマ 市立堺

61 福島　大貴 フクシマ　ヒロキ 佐野工科

62 八藤　叶 ヤトウ　カナイ 佐野工科

63 下荒神　大路 シモコウジン　ヒロミチ 佐野工科

64 西村　翔汰 ニシムラ　ショウタ 佐野工科

65 川内野  巧実 カワチノ  タクミ 初芝立命館

66 熊本  匠真 クマモト  タクマ 初芝立命館

67 横野　甫 ヨコノ　ハジメ 初芝富田林

68 松井　丈治 マツイ　ジョウジ 三島

69 岡田 宝 オカダ タカラ Le lien de Shiga

70 市橋 由翔 イチハシ ユウト Le lien de Shiga

71 重原 優希 シゲハラ ユウキ 田辺高校

72 浦勇 樹 ウライサミ イツキ Le lien de Shiga

73 山田 賢士朗 ヤマダ ケンシロウ Le lien de Shiga

ゼッケン

JCF登録高校生男子



スタート 　9/6（日） 8：05～ 周回数　10周

選手名 フリガナ

桃 21 川口 薫 カワグチ カオル GSJ

22 泉 隆久 イズミ タカヒサ

23 葉山 純一 ハヤマ ジュンイチ GSJ

24 吉岡 鉄平 ヨシオカ テッペイ セリカリオレーシング

25 冨塚 紘樹 トミヅカ ヒロキ TEAM GSJ

26 廣浦 和也 ヒロウラ カズヤ

27 松崎 暁広 マツザキ アキヒロ Innocent関西

28 福 隼人 フク ハヤト GSJ

29 川瀬 貴光 カワセ タカミツ MK Circuit Cycling

30 安井 綸太郎 ヤスイ リンタロウ

31 塩見 勇祐 シオミ ユウスケ innocent

32 越村 之貴 コシムラ ユキタカ MK circuit cycling

33 藤川 修佑 フジカワ シュウスケ innocent

34 松本 開太郎 マツモト サクタロウ TEAM AXIS

35 梅竹 伸弥 ウメタケ シンヤ YCC

36 米田 大祐 ヨネダ ダイスケ セルカリオレーシング

37 富永 涼斗 トミナガ リョウト 大阪工業大学サイクリング部

38 國見 崚太 クニミ リョウタ おいっとリグ・ヴェーダ

39 山下 悠 ヤマシタ ユウ innocent

40 金井 洋平 カナイ ヨウヘイ

41 安楽 興三 アンラク コウゾウ Team 中澤

42 西浦 夏輝 ニシウラ ナツキ

43 中 秀之 ナカ ヒデユキ

44 山崎 颯大 ヤマザキ ソウタ CycleRoad

45 富井 佑一 トミイ ユウイチ

46 石原 康之 イシハラ ヤスユキ TEAM PRIMAVERA

47 福井 英樹 フクイ ヒデキ primavera

ビギナー（Ｃ４）

ゼッケン チーム（所属）名



スタート 　9/6（日） 8：25～ 周回数　15周

選手名 フリガナ

緑 1 村上 友博 ムラカミ トモヒロ

2 五味 真次 ゴミ シンジ P塾

3 芝田 茂 シバタ シゲル

4 森田 人志 モリタ ヒトシ 森田家

5 木下 泰一 キノシタ タイチ 北摂すからと～れ

6 横尾 治彦 ヨコオ ハルヒコ NASU　FAN　CLUB

7 森谷 忠司 モリヤ タダシ ベッキーシクロクロス

8 中 秀之 ナカ ヒデユキ

9 楠山 貴広 クスヤマ タカヒロ EURO WORKS RACING

10 岩田 誠 イワタ マコト 回転木馬

11 荻田 浩行 オギタ ヒロユキ HyakuCycle

12 大森 佳治 オオモリ ケイジ

13 中市 昌樹 ナカイチ マサキ

14 山田 唯史 ヤマダ タダシ

15 前田 義範 マエダ ヨシノリ ＴＲＡＰ

16 宮村 優 ミヤムラ マサル ONE/WD

17 二川 和成 ニカワ カズナリ

18 岩上 真也 イワカミ シンヤ 舞洲大好きおじさん

19 前川 圭助 マエガワ ケイスケ white jack

20 戸梶 創 トカジ ハジメ CWASPアタリ前田

21 織田 裕之 オダ ヒロユキ チㅡム闇練

22 合田 育生 ゴウダ イクオ

23 小西 竜也 コニシ タツヤ ライフレーシングクラブ

24 湯浅 勉 ユアサ ツトム RIDE LIFE GIANT

25 岡本 大介 オカモト ダイスケ ベッキーシクロクロス

26 森元 啓介 モリモト ケイスケ Team　きたきつね

27 今村 和哉 イマムラ カズヤ soleil  de lest

28 仲道 裕彦 ナカミチ ヤスヒコ

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 　9/6（日）08：55～ 周回数　10周

選手名 フリガナ

青 31 上田 真太郎 ウエダ シンタロウ Limited Team 846

32 松岡 勇斗 マツオカ ユウト

33 自檀地 一 ジダンジ ハジメ 宇陀サイクルレーシンング

34 楠山 伊吹 クスヤマ イブキ 宇陀サイクルレーシング

35 岩村 元嗣 イワムラ ゲンジ 泉南市立信達中学校

36 野村 厚介 ノムラ コウスケ 宇陀サイクルレーシング

37 植田 修斗 ウエダ シュウト 宇陀サイクルレーシング

38 新名 太郎 シンミョウ タロウ 宇陀サイクルレーシング

39 中谷 太紀 ナカタニ タイキ 宇陀サイクルレーシング

40 中谷 友紀 ナカタニ トモキ 宇陀サイクルレーシング

41 三木 颯一郎 ミキ ソウイチロウ 徳島サイクルレーシング

42 和泉 颯真 イズミ リョウマ

※ 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 　9/6（日）08：55～ 周回数　10周

選手名 フリガナ

桃 11 大浦 玲音 オオウラ レオン 姫路市立　置塩中学校

※ 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 　9/6（日） 9:20～ 周回数　15周

選手名 フリガナ

黄 1 木下 正竜 キノシタ マサタツ GSJ

2 矢幡 洸希 ヤハタ ヒロキ

3 廣浦 典也 ヒロウラ フミヤ

4 長谷川 諒 ハセガワ リョウ Le lien de Shiga

5 會田 健太朗 アイダ ケンタロウ

6 西阪 紘次 ニシサカ コウジ LEFT RACINGTEAM

7 大久保 佑真 オオクボ ユウマ セルカリオレーシング

8 水口 智之 ミナクチ サトシ

9 菅波 正浩 スガナミ マサヒロ MK　Circuit　Cycling

10 田中 颯斗 タナカ ハヤト

11 佐々木 善満 ササキ ヨシミツ VC VELOCE Prossimo

12 藤本 和也 フジモト カズヤ EURO-WORKS Racing

13 竹村 伸宏 タケムラ ノブヒロ EURO-WORKS racing

14 稗田 正佳 ヒエダ マサヨシ チーム闇練

15 松木 謙吉 マツキ ケンキチ VC VELOCE  Prossimo

16 手嶋 将大 テジマ マサヒロ decathlon 2345

17 高島 裕海 タカシマ ヒロウミ

18 山崎 博士 ヤマザキ ヒロシ CycleRoad

19 細井 秀一 ホソイ シュウイチ LEFT RACINGTEAM

ビギナープラス（Ｃ３）

ゼッケン チーム（所属）名



スタート 　9/6（日） 9:50～ 周回数　20周

選手名 フリガナ

緑 31 伊勢 洋人 イセ ヒロト weak・end

32 福留 康介 フクドメ コウスケ イナーメ信濃山形・ROF

33 向畑 和貴 ムカイハタケ カズキ Le lien de Shiga

34 森田 祐生 モリタ ヒロキ 森田家

35 水口 迅 ミナクチ ジン

36 蒲田 真幸 カバタ マサユキ ポケモンGETだぜ！

37 足立 岳志 アダチ タケシ Team GSJ

38 池田 新 イケダ アラタ Innocent

39 木山 雄平 キヤマ ユウヘイ Innocent

40 中角 直喜 ナカツノ ナオキ innocent

41 山田 悦生 ヤマダ エッセイ MK Circuit Cycling

42 西村 純 ニシムラ ジュン P塾5期生

43 畑中 誠 ハタナカ マコト MK Circuit Cycling

44 二川 和成 ニカワ カズナリ

45 山田 賢士朗 ヤマダ ケンシロウ LeliendeShiga

46 岡本 涼 オカモト リョウ TEAM BRIO

47 入江 悠大 イリエ ユウダイ 大阪工業大学サイクリング部

48 岩田 祥眞 イワタ ショウマ 大阪工業大学

49 安部 匠紀 アベ ナルキ

50 前田 雄大 マエダ ユウダイ チームセクシーダイナマイト

51 植松 史弥 ウエマツ フミヤ

52 古川 哲也 フルカワ テツヤ チーム　WEAEKEND

53 小山 幸次 コヤマ コウジ #キンタマキラキラ金曜日

54 加藤 優佑 カトウ ユウスケ 西村塾 KCC

55 恩田 勇輝 オンダ ユウキ Bicycle Planner Cycle Team

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

57 井上 大輔 イノウエ ダイスケ NEBcycling

58 川畑 悠治 カワバタ ユウジ Bicycle Planner

59 川下 拓哉 カワシモ タクヤ

60 西川 奏 ニシカワ ソウ 神崎高校

61 岡 将人 オカ マサト

62 松岡 宏昌 マツオカ ヒロマサ

63 武平 純一 タケヒラ ジュンイチ Sakatani Racing

64 奥 良英 オク ヨシヒデ ミルキーウェイ和歌山

スポーツ（Ｃ２）

ゼッケン チーム（所属）名



スタート 　9/6（日）10:20～ 周回数　8周

選手名 フリガナ チーム（所属）名 学年

青 51 逸崎 来友 イツサキ ライト

52 小高 武瑠 コタカ タケル

53 吉田 剣 ヨシダ ケン

54 松井 暖々 マツイ ノノ 保津川トライアスロン倶楽部

55 井畑 圭一郎 イハタ ケイイチロウ

56 中野 仁太郎 ナカノ ジンタロウ

57 金澤 拓世 カナザワ タクト CORRAGIO KAWANISHI U-19

58 竹中 珠央 タケナカ タマオ

59 小阪 琉碧 コサカ リュウセイ

60 児玉 愛侍 コダマ アイジ Lumiere KOBE

61 尾崎 響 オザキ ヒビキ

62 岩田 一矩 イワタ カズノリ Team cosmic

63 伊藤 隆聖 イトウ リュウセイ AS京都

64 青崎 晃大 アオサキ コウダイ

65 鎌谷 律 カマタニ リツ

66 土居 時芽 ドイ ソウシ Deep Sea Fish

小学高学年

ゼッケン



スタート 　9/6（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 山崎 悠大 ヤマザキ ユウダイ Soliton

102 山崎 蒼大 ヤマザキ ソウダイ Soliton

103 楠山 絵理 クスヤマ エリ 宇陀サイクルレーシング

104 吉田 隼 ヨシダ ハヤト

105 戸梶 譲 トカジ ユヅル CWASPアタリ前田

106 金井 心晴 カナイ コハル

107 中野 壮二郎 ナカノ ソウジロウ

108 金澤 那旺 カナザワ ナオ

109 若林 泰基 ワカバヤシ タイキ UJS

110 中居 詩 ナカイ ウタ UJS

111 中居 虎太郎 ナカイ コタロウ UJS

112 瀬戸山 紀介 セトヤマ キスケ

113 岡本 志希 オカモト シキ

114 齋藤 結陽 サイトウ ユウヒ

115 伊藤 輝聖 イトウ コウセイ AS京都

116 端 優月 ハナ ユヅキ

117 中本 匠 ナカモト タクミ

118 中川 聖斗 ナカガワ マサト

119 吉田 一優 ヨシダ カズマ

小学低学年

ゼッケン



スタート 　9/6（日）10:55～ 周回数　25周

選手名 フリガナ

白 1 市橋 由翔 イチハシ ユウト Le lien de Shiga

2 福留 康介 フクドメ コウスケ イナーメ信濃山形・ROF

3 吉村 光也 ヨシムラ コウヤ 焦げ付きまぞく

4 逸崎 瑞喜 イツザキ ミズキ 堺市立堺高等学校

5 一色 寛之 イッシキ ヒロユキ gruppo YH

6 細田 悠太 ホソダ ユウタ 細田悠太

7 福島 大貴 フクシマ ヒロキ VENTOS ACT2

8 樫脇 哲也 カシワキ テツヤ ナカガワ As Kデザイン

9 西村 圭二郎 ニシムラ ケイジロウ Team ZERO UNO FRONTIER

10 宮本 訓寛 ミヤモト クニヒロ -

11 藤田 隼也 フジタ ジュンヤ Guppo Allenament

12 松村 長人 マツムラ ナガト Guppo Allenament

13 茂越 龍哉 モゴエ タツヤ VC AVANZARE

14 東畠 信行 ヒガシバタ ノブユキ BicyclePlannerCycleTeam

15 勝水 拓也 カツミズ タクヤ EURO-WORKS Racing

16 栂尾 大知 トガオ タイチ Coraggio Kawanishi Cycling Team

17 増田 康太 マスダ コウタ Coraggio KAWANISHI CYCLING TEAM

18 松村 孝一 マツムラ コウイチ Kamogawa TC

エキスパート（Ｃ１）

ゼッケン チーム（所属）名



スタート 　9/6（日）12:10～ 周回数　25周

選手名 フリガナ チーム（所属）名

桃 1 宮本 奏穂 ミヤモト カナホ 初芝立命館高等学校

2 安藤 奏子 アンドウ カナコ Team Warrior

3 川上 唯 カワカミ ユイ

4 田中 まさき タナカ マサキ

※ 実業団フェミニン（Ｆ）と混走

ＪＣＦ登録女子

ゼッケン


	一般個人TT
	①高校生男子
	②高校生女子
	③JCF登録高校生
	④ビギナー(C4）
	⑤_40オーバー・マスターズ
	⑥-1中学生
	⑥-2レディース
	⑦ビギナープラス（C3）
	⑧スポーツ（C2）
	⑨小学高学年
	⑩小学低学年
	⑪エキスパート（C1）
	⑫JCF登録女子



