
スタート 　4/2（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 MiNERVA-asahi

11:30:30 102 新見　功 ニイミ　イサオ Katasei Compagno

11:31:00 103 大濱　篤史 オオハマ　アツシ チバポンズかわぐち農園

11:31:30 104 湯浅　勉 ユアサ　ツトム

11:32:00 105 湯浅　修 ユアサ　オサム

11:32:30 106 塚本　隼 ツカモト　ハヤト zero

11:33:00 107 佐藤　俊雄 サトウ　トシオ MiNERVA-asahi

11:33:30 108 辻　康成 ツジ　ヤスナリ TEAM ZERO UNO FRONTIER

11:34:00 109 伊藤　隆久 イトウ　タカヒサ

11:34:30 110 福留　康介 フクドメ　コウスケ チームケルメスクロス・FUKUDOME

※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 　4/2（土） 14：50～ 周回数　8周

選手名 フリガナ チーム（所属）名

橙 51 中本　憂 ナカモト　ユウ 大阪偕星学園高等学校

52 宮本　奏穂 ミヤモト　カナホ 初芝立命館高等学校

高校生女子

ゼッケン



スタート 　4/2（土） 15：15～ 周回数　30周

選手名 フリガナ チーム（所属）名

橙 1 樋口　春斗 ヒグチ　ハルト 大阪府立城東工科高等学校

2 國谷　琢磨 クニヤ　タクマ 大阪府立城東工科高等学校

3 鬼塚　智秀 オニツカ　トモヒデ 大阪偕星学園高等学校

4 桧谷　一生 ヒノキダニ　カズキ 大阪府立茨木工科高等学校

5 橋本　昂哉 ハシモト　コウヤ 大阪府立茨木工科高等学校

6 塚本　善広 ツカモト　ヨシヒロ 大阪府立茨木工科高等学校

7 中野　喜健 ナカノ　ヨシタケ 大阪府立茨木工科高等学校

8 一守　大葵 イチモリ　タイキ 興國高等学校

9 関　桜太郎 セキ　オウタロウ 興國高等学校

10 永尾　祐一郎 ナガオ　ユウイチロウ 興國高等学校

11 青木　光琉 アオキ　ヒカル 興國高等学校

12 河村　元 カワムラ　ハジメ 興國高等学校

13 稻吉　一生 イナヨシ　イッセイ 興國高等学校

14 呉家　愛沙斗 クレヤ　アスト 興國高等学校

15 田中　颯真 タナカ　ソウマ 興國高等学校

16 林　慶真 ハヤシ　ケイシン 興國高等学校

17 阿部　響太 アベ　キョウタ 堺市立堺高等学校

18 堂本　剛志 ドウモト　ツヨシ 堺市立堺高等学校

19 岩谷　駿之介 イワタニ　シュンノスケ 堺市立堺高等学校

20 足立　光琉 アダチ　ヒカル 堺市立堺高等学校

21 小川　睦喜 オガワ　ムツキ 堺市立堺高等学校

22 山下　巧介 ヤマシタ　コウスケ 堺市立堺高等学校

23 坂口　義弥 サカグチ　アキヤ 大阪府立佐野工科高等学校

24 濱田　望月 ハマダ　ミズキ 大阪府立佐野工科高等学校

25 倉橋　裕喜 クラハシ　ユウキ 大阪府立藤井寺工科高等学校

26 藤井　悠生 フジイ　ハルキ 初芝立命館高等学校

27 中野　竣介 ナカノ　シュンスケ 初芝立命館高等学校

28 西野　宗一郎 ニシノ　ソウイチロウ 初芝立命館高等学校

29 内坂　晴也 ウチサカ　セイヤ 初芝立命館高等学校

30 赤瀬　京介 アカセ　キョウスケ 初芝立命館高等学校

31 釘田　光 クギタ　ヒカリ 初芝立命館高等学校

32 濱田　航志 ハマダ　コウシ 初芝立命館高等学校

33 上田　宗汰 ウエダ　シュウタ 初芝立命館高等学校

34 植松　侑士 ウエマツ　ユウト 大阪府立千里高等学校

35 藤本　蓮 フジモト　レン 大阪府立千里高等学校

36 山口　釉介 ヤマグチ　ユウスケ 大阪府立千里高等学校

37 菅野　翔 スガノ　ショウ 大阪府立懐風館高等学校

38 田上　太龍 タノウエ　タイリュウ 清風高等学校

39 上田　真太郎 ウエダ　シンタロウ

40 岩村　元嗣 イワムラ　ゲンジ

41 山崎　颯大 ヤマザキ　ソウタ

42 西尾　尚馬 ニシオ　ショウマ 名古屋高等学校

43 川邉　颯汰 カワベ　ソウタ

44 鈴木　拓夢 スズキ　ヒロム TEAM ORCA

45 住吉　晴気 スミヨシ　ハルキ team ORCA

46 伊吹　幸将 イブキ　ユキマサ 滋賀県立瀬田工業高等学校

47 西林　航輔 ニシバヤシ　コウスケ

48 渡辺　拓充 ワタナベ　タクミ 大阪府立茨木工科高等学校

JCF登録高校生男子

ゼッケン



スタート 　4/3（日） 8：05～ 周回数　10周

選手名 フリガナ

橙 56 富永　凉斗 トミナガ　リョウト 大阪工業大学

57 渡邉　哲彦 ワタナベ　テツヒコ KYB

58 中山　宝洋 ナカヤマ　タカヒロ euro-works racing

59 新井　琢磨 アライ　タクマ Bike Team 回転木馬

60 里中　健太郎 サトナカ　ケンタロウ

61 楠山　貴広 クスヤマ　タカヒロ EURO-WORKS Racing

62 中地　恭司 ナカチ　ヤスシ

63 辻之内　真理 ツジノウチ　マリ Euro-Works

64 後藤　佑太 ゴトウ　ユウタ

65 後藤　修 ゴトウ　オサム

ビギナー（Ｃ４）

ゼッケン チーム（所属）名



スタート 　4/3（日） 8：25～ 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　

2 佐々木　善満 ササキ　ヨシミツ VC VELOCE Prossimo

3 新見　功 ニイミ　イサオ Katasei Compagno

4 大石　智之 オオイシ　トモユキ Companio  Kobe

5 村上　友博 ムラカミ　トモヒロ 615六甲朝練

6 阪ノ上　義朗 サカノウエ　ヨシアキ GSJ

7 岡　将人 オカ　マサト YCC

8 足立　岳志 アダチ　タケシ TEAM GSJ

9 小山　幸次 コヤマ　コウジ MUUR

10 岡本　大介 オカモト　ダイスケ and more

スタート 　4/3（日） 8：25～

選手名 フリガナ

緑 11 曽根　謙一 ソネ　ケンイチ エコサイクル

12 前田　義範 マエダ　ヨシノリ TRAP

13 岩田　誠 イワタ　マコト WTFS

14 大森　佳治 オオモリ　ケイジ

15 西嶋　喜継 ニシジマ　ヨシツグ ダムダムダン

16 松木　謙吉 マツキ　ケンキチ VC VELOCE Prossimo

17 川邉　敏仁 カワベ　トシヒト

18 岩上　真也 イワカミ　シンヤ シケテルズ１軍

19 南條　太郎 ナンジョウ　タロウ

20 山田　唯史 ヤマダ　タダシ FAT2

21 紺谷　龍生 コンタニ　タツオ

22 前川　圭助 マエガワ　ケイスケ white jack

23 湯浅　勉 ユアサ　ツトム RIDE LIFE GIANT

24 横尾　治彦 ヨコオ　ハルヒコ NASU FAN CLUB

25 森谷　忠司 モリヤ　タダシ ベッキーシクロクロス

26 廣浦　和也 ヒロウラ　カズヤ

27 木下　泰一 キノシタ　タイチ 北摂すからと～れ

28 今村　和哉 イマムラ　カズヤ soleil  de lest

29 森元　啓介 モリモト　ケイスケ Team　きたきつね

30 堀田　マナブ ホッタ　マナブ team まんま

40オーバーマスターズ（40代）

ゼッケン チーム（所属）名

40オーバーマスターズ（50代以上）

ゼッケン チーム（所属）名



スタート 　4/3（日）08：55～ 周回数　10周

選手名 フリガナ

青 11 各務　遼音 カカミ　リョウト

12 佐野　凌麻 サノ　リョウマ ZERO BIKE FACTORY

13 金澤　拓世 カナザワ　タクト CORAGGIO KAWANISHI U-19

14 小阪　琉碧 コサカ　リュウセイ Team ZERO UNO FRONITER

15 加藤　誠也 カトウ　セイヤ

16 岡嶋　空良 オカジマ　ソラ Team 美咲屋

17 三上　将醐 ミカミ　ショウゴ アスリチューン・コラッジョ川西U-19

18 中尾　涼介 ナカオ　リョウスケ VC AVANZARE

19 柴田　兼志 シバタ　ケンシ ORCA CYCLING TEAM

20 中谷　友紀 ナカタニ　トモキ 宇陀サイクルレーシング

21 長濵　聖那 ナガハマ　セナ 宇陀サイクルレーシング

22 瀬戸　健瑠 セト　タケル 宇陀サイクルレーシング

23 原　尚敬 ハラ　ショウケイ team manma

24 楠山　伊吹 クスヤマ　イブキ 宇陀サイクルレーシング

25 塩貝　穂佳 シオガイ　ホノカ しおさい　サイクリングチーム

26 西原　夕華 ニシハラ　ユウカ トーヨーCT

中学生

ゼッケン チーム（所属）名



スタート 　4/3（日） 9:20～ 周回数　15周

選手名 フリガナ

黄 1 石川　貴英 イシカワ　タカヒデ vc veloce prossimo

2 大倉　隆慈 オオクラ　リュウジ EWRO-WORKS racing

3 高島　裕海 タカシマ　ヒロウミ

4 五百蔵　雅之 イオロイ　マサユキ つうばいつうＲ/GSJ

5 湯浅　修 ユアサ　オサム

6 上野　英一 ウエノ　エイイチ

7 富井　佑一 トミイ　ユウイチ

8 竹村　伸宏 タケムラ　ノブヒロ EURO-WORKS racing

9 加藤　俊介 カトウ　シュンスケ d幹部

10 渡邊　雄太 ワタナベ　ユウタ 大杉走輪

11 池田　開 イケダ　カイ セルカリオレーシング

12 西尾　真治 ニシオ　シンジ

13 米田　大祐 ヨネダ　ダイスケ セルカリオレーシング

14 佐藤　泰介 サトウ　タイスケ すね毛レーシング

15 東野　遼一 ヒガシノ　リョウイチ

16 中務　正心 ナカツカサ　マサムネ セルカリオレーシング

17 仲里　太祐 ナカザト　ダイスケ セルカリオレーシング

18 東　遥輝 アズマ　ハルキ Le lien de Shiga

19 大村　一良 オオムラ　カズヨシ チームアカマツ

20 會田　健太朗 アイダ　ケンタロウ

21 川口　和也 カワグチ　カズヤ 大杉走輪

22 河野　勝義 カワノ　カツヨシ 大杉走輪

ビギナープラス（Ｃ３）

ゼッケン チーム（所属）名



スタート 　4/3（日） 9:50～ 周回数　20周

選手名 フリガナ

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

32 岩田　祥眞 イワタ　ショウマ 大阪工業大学

33 西村　純 ニシムラ　ジュン P塾ジギング部

34 加藤　優佑 カトウ　ユウスケ ファッションサイクリスト

35 恩田　勇輝 オンダ　ユウキ Bicycle Planner Cycle Team

36 廣浦　典也 ヒロウラ　フミヤ

37 藤本　和也 フジモト　カズヤ EURO-WORKS Racing

38 月本　将太 ツキモト　ショウタ Rapha Cycling Club

39 増田　遼歩 マスダ　ハルト 大杉走輪

40 有澤　広昭 アリサワ　ヒロアキ グランデパール播磨

41 吉本　将之 ヨシモト　マサユキ バルバクラブトヤマ

42 菅野　翔 スガノ　ショウ

43 松田　健吾 マツダ　ケンゴ

44 宮本　翼輝 ミヤモト　ツバキ CORAGGIO KAWANISHI U-19

45 酒井　宏典 サカイ　ヒロノリ bicycle planner cycle team

46 原　尚敬 ハラ　ショウケイ team manma

47 大杉　豪 オオスギ　タケシ 大杉走輪

48 松本　豪志 マツモト　タケシ 大杉走輪

49 今村　公俊 イマムラ　タカトシ EURO-WORKS Racing

50 手嶋　将大 テジマ　マサヒロ Decathlon 西宮

51 植田　修斗 ウエダ　シュウト 宇陀サイクルレーシング

52 松原　悠希 マツバラ　ハルキ

53 熊田 祥大 クマダ　ショウタ 大阪工業大学

スポーツ（Ｃ２）

ゼッケン チーム（所属）名



スタート 　4/3（日）10:20～ 周回数　8周

選手名 フリガナ チーム（所属）名 学年

青 31 福地　大和 フクチ　ヤマト Team COSMIC 6年生

32 山崎　悠大 ヤマザキ　ユウダイ 宇陀サイクルレーシング 5年生

33 瀬戸山　紀介 セトヤマ　キスケ TOKAI POTENZA/OCF 5年生

34 佐野　将麻 サノ　ショウマ ZERO BIKE FACTORY 5年生

35 藤田　隼摩 フジタ　シュンマ 5年生

36 梶屋　豪志 カジヤ　ゴウシ Coraggio Kawanishi Cycling Team 4年生

37 奥谷　将全 オクタニ　ヒナタ TEAM AXIS 4年生

38 五百蔵　賀之 イオロイ　ヨシユキ つうばいつうR 6年生

39 根本　煌生 ネモト　コウキ AVENTURA CYCLING  ESTRELLA 6年生

40 尾崎　響 オザキ　ヒビキ HONEYBEE Cycleworks 6年生

41 塩貝　幸佳 シオガイ　サチカ しおさい　サイクリングチーム 4年生

42 堀井　昴 ホリイ　スバル Team Zenko 6年生

43 馬島　史弥 マジマ　フミヤ AVENTURA Cycling Estrella 6年生

44 鎌谷　律 カマタニ　リツ 6年生

45 江﨑　美友 エサキ　ミユ VC福岡ユース 6年生

小学高学年

ゼッケン



スタート 　4/3（日）10:40～ 周回数　5周

選手名 フリガナ チーム（所属）名 学年

黄 31 渡邉　水翔 ワタナベ　ミナト THRAPPY 3年生

32 佐野　真麻 サノ　マアサ ZERO BIKE FACTORY 2年生

33 藤田　楓 フジタ　カエデ 2年生

34 中西　凜登 ナカニシ　リント 3年生

35 金澤　那旺 カナザワ　ナオ Coraggio Kawanishi Cycling team kids 3年生

36 大野　嶺 オオノ　レイ LimitedTeam846 1年生

37 五百蔵　智之 イオロイ　トモユキ つうばいつうR 1年生

38 大石　理人 オオイシ　リヒト 3年生

小学低学年

ゼッケン



スタート 　4/3（日）10:55～ 周回数　25周

選手名 フリガナ

白 1 重原　優希 シゲハラ　ユウキ RingoRoad

2 福留　康介 フクドメ　コウスケ FUKUDOME.C.P

3 伊藤　高明 イトウ　タカアキ Team AXIS

4 山崎　諭 ヤマザキ　サトシ 松邨柔道クラブ

5 梅本　聖也 ウメモト　セイヤ 無所属

6 島田　真琴 シマダ　マコト ペダル

7 鎌田　響 カマダ　ヒビキ 寝坊レーシング

8 大田　郁 オオタ　カオル 関西学院大学

9 勝水　拓也 カツミズ　タクヤ Gruppo allenament

10 藤田　黎明 フジタ　レイメイ 関西大学自転車部

11 鈴木　拓夢 スズキ　ヒロム TEAM ORCA

12 堀川　滉太 ホリカワ　コウタ NEBcycling

13 森山　大吾 モリヤマ　ダイゴ 関西大学

14 至田　恵人 シダ　ケイト 関西大学

15 吉岡　衛 ヨシオカ　マモル 備後しまなみeNShare

16 住吉　晴気 スミヨシ　ハルキ TEAM ORCA

17 吉村　光也 ヨシムラ　コウヤ 大阪工業大学

エキスパート（Ｃ１）

ゼッケン チーム（所属）名



スタート 　4/3（日）12:10～ 周回数　22周

選手名 フリガナ チーム（所属）名

橙 71 五百蔵　佳代 イオロイ　カヨ つうばいつうＲ

72 宮本　奏穂 ミヤモト　カナホ 初芝立命館高等学校

73 川上　唯 カワカミ　ユイ 公益財団法人徳島県スポーツ協会

※ JBCFフェミニン（Ｆ）と混走

ＪＣＦ登録女子

ゼッケン


