
スタート 　4/3（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 福本　宗太 フクモト　ソウタ GSJ

11:30:30 102 安川　尚吾 ヤスカワ　ショウゴ TEAM ORCA

11:31:00 103 中村　将也 ナカムラ　マサヤ MiNERVA-asahi

11:31:30 104 曽根　謙一 ソネ　ケンイチ エコサイクル

11:32:00 105 湯浅　勉 ユアサ　ツトム RIDE LIFE GIANT

11:32:30 106 塚本　隼 ツカモト　ハヤト

11:33:00 107 樋口　博之 ヒグチ　ヒロユキ ちゅうちゅう山岳部

11:33:30 108 岸本　伊織 キシモト　イオリ ロードレース男子部

11:34:00 109 二階堂　尚志 ニカイドウ　タカシ VC VELOCE

11:34:30 110 島崎　将男 シマザキ　マサオ YURIFitCyclingTEAM

11:35:00 111 飯干　智章 イイボシ　トモアキ VC福岡ユース

※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 　9/4（土） 14：50～ 周回数　30周

選手名 フリガナ チーム（所属）名

青 1 寺西　勝夢 テラニシ　ショウム 城東工

2 國谷　琢磨 クニヤ　タクマ 城東工

3 中村　和喜 ナカムラ　カズキ 城東工

4 坂下　尚輝 サカシタ　ナオキ 城東工

5 栁　純 ヤナギ　ジュン 大阪偕星

6 雑部　翔太 ゾウベ　ショウタ 大阪産大

7 橋本　昴哉 ハシモト　コウヤ 茨木工

8 中野　喜健 ナカノ　ヨシタケ 茨木工

9 塚本　善広 ツカモト　ヨシヒロ 茨木工

10 小川　睦喜 オガワ　ムツキ 市立堺

11 坂口　義弥 サカグチ　アキヤ 佐野工

12 濱田　望月 ハマダ　ミツキ 佐野工

13 倉橋　裕喜 クラハシ　ユウキ 藤井寺工

14 田井中　柊也 タイナカ　シュウヤ 初立命館

15 赤瀬　京介 アカセ　キョウスケ 初立命館

16 小松　蛍以 コマツ　ケイ 初立命館

17 釘田　光 クギタ　ヒカリ 初立命館

18 濵田　航志 ハマダ　コウシ 初立命館

19 上田　宗汰 ウエダ　シュウタ 初立命館

20 島崎　将男 シマザキ　マサオ YURIFitCyclingTEAM

21 佐藤　后嶺 サトウ　コウリョウ YURIFit Cycling TEAM

※ 高校生女子と混走

高校生男子

ゼッケン



スタート 　4/3（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

52 山田　茜 ヤマダ　アカネ 市立堺

53 宮本　奏穂 ミヤモト　カナホ 初立命館

※ 高校生男子と混走

高校生女子

ゼッケン



スタート 　9/4（土） 15：15～ 周回数　30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

2 陣内　悠人 ジンナイ　ユウト 大阪偕星

3 杉原　大樹 スギハラ　タイジュ 大阪偕星

4 鬼塚　智秀 オニツカ　トモヒデ 大阪偕星

5 梅本　聖也 ウメモトセイヤ 大阪産大

6 白井田　唯真 シライダ　ユウマ 茨木工

7 北口　尚希 キタグチ　タカキ 茨木工

8 桧谷　一生 ヒノキダニ　カズキ 茨木工

9 西原　志成 ニシハラ　シナリ 興国

10 中島　康征 ナカジマ　コウセイ 興国

11 藤本　天 フジモト　テン 興国

12 山口　順也 ヤマグチ　ジュンヤ 興国

13 光田　優斗 ミツダ　ユウト 興国

14 一守　大葵 イチモリ　タイキ 興国

15 関　桜太郎 セキ　オウタロウ 興国

16 永尾　祐一郎 ナガオ　ユウイチロウ 興国

17 青木　光琉 アオキ　ヒカル 興国

18 河村　元 カワムラ　ハジメ 興国

19 稻吉　一生 イナヨシ　イッセイ 興国

20 畔田　獅琉 クロダ　シリュウ 興国

21 呉家　愛沙斗 クレヤ　アスト 興国

22 田中　颯真 タナカ　フウマ 興国

23 林　慶真 ハヤシ　ケイシン 興国

24 石田　智大 イシダ　チヒロ 市立堺

25 宮武　快翔 ミヤタケ　カイト 市立堺

26 阿部　響太 アベ　キョウタ 市立堺

27 岩谷　駿之介 イワタニ　シュンノスケ 市立堺

28 熊本　匠真 クマモト　タクマ 初立命館

29 黒瀬　斗矢 クロセ　トウヤ 初立命館

30 藤井　悠生 フジイ　ハルキ 初立命館

31 中野　竣介 ナカノ　シュンスケ 初立命館

32 西野　宗一郎 ニシノ　ソウイチロウ 初立命館

33 内坂　晴也 ウチサカ　セイヤ 初立命館

34 植松　侑士 ウエマツ　ユウト 千里

35 藤本　蓮 フジモト　レン 千里

36 山口　釉介 ヤマグチ　ユウスケ 千里

37 松井　丈治 マツイ　ジョウジ 三島

38 野田　幸希 ノダ　コウキ

39 松岡　勇斗 マツオカ　ユウト 松山学院高等学校

40 八村　勇聖 ハチムラ　ユウキ 兵庫工業高校

41 梅津　飛羽 ウメツ　トワ YURIfitCyclingTEAM

42 田上　太龍 タノウエ　タイリュウ

43 三木　颯一郎 ミキ　ソウイチロウ 松山学院高等学校

JCF登録高校生男子

ゼッケン



スタート 　9/5（日） 8：05～ 周回数　10周

選手名 フリガナ

橙 56 五百蔵　雅之 イオロイ　マサユキ つうばいつうR

57 高倉　遥行 タカクラ　ハルユキ バンドマンチャリ部

58 青井　鷹平 アオイ　ヨウヘイ

59 完山　真一 カンヤマ　シンイチ バンドマンチャリ部

60 宮野　智之 ミヤノ　トモユキ バンドマンチャリ部

61 川村　伸也 カワムラ　シンヤ innocent

62 宮下　真粋 ミヤシタ　シンスイ サイクルガレージkcs

63 岡本　怜也 オカモト　レイヤ サイクルガレージkcs

64 水口　智之 ミナクチ　サトシ

65 山本　浩之 ヤマモト　ヒロユキ

66 西尾　真治 ニシオ　シンジ CYCLE WITCHES

67 若月　拓哉 ワカツキ　タクヤ

68 藤川　修佑 フジカワ　シュウスケ Innocent

69 大浜　真志 オオハマ　マサシ 662CCC

70 霜山　真作 シモヤマ　シンサク

71 新井　琢磨 アライ　タクマ Bike Team 回転木馬

72 栗山　哲也 クリヤマ　テツヤ XBトライアスロン部

73 田幡　侑誠 タバタ　ユウセイ

74 里中　健太郎 サトナカ　ケンタロウ

75 後藤　佑太 ゴトウ　ユウタ

76 岩本　信吾 イワモト　シンゴ 岩本走輪

77 石坂　敦 イシザカ　アツシ

78 渡邊　雄太 ワタナベ　ユウタ 大杉走輪

79 藤井　敏彦 フジイ　トシヒコ リンゴロード

ビギナー（Ｃ４）

ゼッケン チーム（所属）名



スタート 　9/5（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 大石　智之 オオイシ　トモユキ Companio  Kobe

3 湯浅　勉 ユアサ　ツトム RIDE LIFE GIANT

4 荻田　浩行 オギタ　ヒロユキ HyakuCycle　綾部店

5 間所　尚和 マドコロ　ナオカズ シャンピニオン　エ　テートラッセ

6 大上野　宏幸 オオウエノ　ヒロユキ

7 岡　将人 オカ　マサト YCC

8 小山　幸次 コヤマ　コウジ 大泉愛輪会

9 岡本　大介 オカモト　ダイスケ and more

10 足立　岳志 アダチ　タケシ TEAM GSJ

11 吉岡　鉄平 ヨシオカ　テッペイ セルカリオレーシング

スタート 　9/5（日） 8：25～ 周回数　15周

選手名 フリガナ

緑 12 廣浦　和也 ヒロウラ　カズヤ MUUR SESSANTA

13 芝田　茂 シバタ　シゲル

14 森田　人志 モリタ　ヒトシ 森田家

15 木下　泰一 キノシタ　タイチ 北摂すからと～れ

16 岩田　誠 イワタ　マコト 回転木馬

17 宮村　優 ミヤムラ　マサル ONE/WD

18 坂上　統 サカガミ　アツム OGT

19 大森　佳治 オオモリ　ケイジ

20 山田　唯史 ヤマダ　タダシ FAT2

21 濱崎　晋一 ハマサキ　シンイチ またんごCT

22 前川　圭助 マエガワ　ケイスケ white jack

23 紺谷　龍生 コンタニ　タツオ

24 西嶋　喜継 ニシジマ　ヨシツグ ダムダムダン

25 岩上　真也 イワカミ　シンヤ 舞洲餃子の会

26 本城　茂男 ホンジョウ　シゲオ 大泉愛輪会

27 鈴東　幹教 スズヒガシ　ミキノリ セルカリオレーシング

28 今村　和哉 イマムラ　カズヤ soleil  de lest

29 前田　義範 マエダ　ヨシノリ TRAP

30 森谷　忠司 モリヤ　タダシ ベッキーシクロクロス

31 森元　啓介 モリモト　ケイスケ Team きたきつね

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 　9/5（日）08：55～ 周回数　10周

選手名 フリガナ

青 56 山本　直弥 ヤマモト　ナオヤ cosmic

57 岩村　元嗣 イワムラ　ゲンジ 泉南市立信達中学校

58 安川　尚吾 ヤスカワ　ショウゴ TEAM ORCA

59 新名　太郎 シンミョウ　タロウ 宇陀サイクルレーシング

60 中尾　涼介 ナカオ　リョウスケ フォアライン

61 大前　匠太朗 オオマエ　ショウタロウ S＆K Proサイクリングクラブ

62 中谷　友紀 ナカタニ　トモキ 宇陀サイクルレーシング

63 上田　真太郎 ウエダ　シンタロウ Limited Team 846

64 和泉　颯真 イズミ　リョウマ

65 田幡　侑誠 タバタ　ユウセイ

66 山崎　颯大 ヤマザキ　ソウタ Cycle Road

67 谷口　颯太郎 タニグチ　ソウタロウ

68 加藤　誠也 カトウ　セイヤ

69 植田　修斗 ウエダ　シュウト 宇陀サイクルレーシング

70 吉中　美空 ヨシナカ　ミク VC福岡ユース

71 西原　夕華 ニシハラ　ユウカ ﾄｰﾖｰCT

※ 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 　9/5（日）08：55～ 周回数　10周

選手名 フリガナ

橙 81 五百蔵　佳代 イオロイ　カヨ つうばいつうR

82 間所　友梨 マドコロ　ユリ シャンピニオン　エ　テートラッセ

※ 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 　9/5（日） 9:20～ 周回数　15周

選手名 フリガナ

黄 1 會田　健太朗 アイダ　ケンタロウ

2 渡邊　樹 ワタナベ　タツキ innocent

3 上野　英一 ウエノ　エイイチ

4 大栗　章博 オオグリ　アキヒロ

5 福　隼人 フク　ハヤト GSJ

6 竹之内　謙次 タケノウチ　ケンジ

7 中谷　太紀 ナカタニ　タイキ

8 関口　寛之 セキグチ　ヒロユキ EURO-WORKS Racing

9 柿原　和貴 カキハラ　カズキ Soleil de l'est

10 樋口　博之 ヒグチ　ヒロユキ ちゅうちゅう山岳部

11 高島　裕海 タカシマ　ヒロウミ もうはたらくな

12 阪ノ上　義朗 サカノウエ　ヨシアキ GSJ:どすこい幼稚園ゴリラ組

13 竹村　伸宏 タケムラ　ノブヒロ EURO-WORKS racing

14 菅野　翔 スガノ　ショウ

15 米田　大祐 ヨネダ　ダイスケ セルカリオレーシング

16 河西　秀介 カワニシ　シュウスケ セルカリオレーシング

17 川畑　悠治 カワバタ　ユウジ Bicycle Planner

18 武内　匡一 タケウチ　キョウイチ Team Sasanqua

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

20 細井　秀一 ホソイ　シュウイチ

21 大嶋　一輝 オオシマ　カズアキ

22 楠山　政彦 クスヤマ　マサヒコ

23 西林　航輔 ニシバヤシ　コウスケ にーとぴあ

24 仲里　太祐 ナカザト　ダイスケ セルカリオレーシング

25 濱田　祐子 ハマダ　ユウコ

26 佐々木　善満 ササキ　ヨシミツ VC VELOCE Prossimo

27 松木　謙吉 マツキ　ケンキチ VC VELOCE Prossimo

28 手嶋　将大 テジマ　マサヒロ Decathlon

ビギナープラス（Ｃ３）

ゼッケン チーム（所属）名



スタート 　9/5（日） 9:50～ 周回数　20周

選手名 フリガナ

緑 41 森田　祐生 モリタ　ヒロキ 森田家

42 廣浦　典也 ヒロウラ　フミヤ

43 松崎　暁広 マツザキ　アキヒロ Innocent

44 木山　雄平 キヤマ　ユウヘイ Innocent

45 有澤　広昭 アリサワ　ヒロアキ グランデパール播磨

46 藤田　雅史 フジタ　マサフミ トーヨーCT

47 加藤　優佑 カトウ　ユウスケ ファッションサイクリスト

48 畠中　仁 ハタナカ　ジン 大阪工業大学

49 熊田　祥大 クマダ　ショウタ 大阪工業大学

50 高枝　大智 タカエダ　ダイチ ちゅうちゅう山岳部

51 横山　裕一 ヨコヤマ　ユウイチ

52 大永　剛志 オオナガ　ツヨシ トラクターRC

53 西村　純 ニシムラ　ジュン P塾5期生

54 山本　大輔 ヤマモト　ダイスケ

55 堀川　滉太 ホリカワ　コウタ

56 中野　允暉 ナカノ　ヨシキ 尾根幹族

57 恩田　勇輝 オンダ　ユウキ Bicycle Planner Cycle Team

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

59 増田　遼歩 マスダ　ハルト 大杉走輪

60 大杉　豪 オオスギ　タケシ 大杉走輪

61 藤本　和也 フジモト　カズヤ EURO-WORKS Racing

62 檜井　誉樹 ヒノイ　タカキ 近畿大学自転車競技選手会

63 頓宮　康生 トングウ　コウセイ 近畿大学自転車競技選手会

スポーツ（Ｃ２）

ゼッケン チーム（所属）名



スタート 　9/5（日）10:20～ 周回数　8周

選手名 フリガナ チーム（所属）名 学年

青 76 五百蔵　賀之 イオロイ　ヨシユキ つうばいつうR 5年生

77 福地　大和 フクチ　ヤマト Team COSMIC 5年生

78 山崎　悠大 ヤマザキ　ユウダイ 4年生

79 米田　蒼世 ヨネダ　ソウセイ Five O'clock in the morning 6年生

80 瀬戸　健瑠 セト　タケル 宇陀サイクルレーシング 6年生

81 小阪　琉碧 コサカ　リュウセイ 6年生

82 瀬戸山　紀介 セトヤマ　キスケ TOKAI POTENZA/OCF 4年生

83 岡嶋　空良 オカジマ　ソラ Team 美咲屋 6年生

84 堀井　昴 ホリイ　スバル team zenko 5年生

85 各務　遼音 カカミ　リョウト 6年生

86 鎌谷　律 カマタニ　リツ 5年生

87 佐野　凌麻 サノ　リョウマ ZERO BIKE FACTORY 6年生

88 佐野　将麻 サノ　ショウマ ZERO BIKE FACTORY 4年生

89 飯干　智章 イイボシ　トモアキ VC福岡ユース 6年生

90 中川　聖斗 ナカガワ　マサト Limited team 846 4年生

91 齋藤　結陽 サイトウ　ユウヒ 4年生

小学高学年

ゼッケン



スタート 　9/5（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 青井　鷲大 アオイ　シュウダイ 3年生

32 青井　瑛隼 アオイ　エイト 1年生

33 山崎　蒼大 ヤマザキ　ソウダイ 2年生

34 渡邉　水翔 ワタナベ　ミナト THRAPPY 2年生

35 益田　優有 マスダ　ユア 3年生

36 高田　竜ノ介 タカタ　リュウノスケ 3年生

37 阿部　真智 アベ　マサトモ 2年生

38 福永　翼 フクナガ　ツバサ 3年生

39 鎌谷　晴 カマタニ　ハル 2年生

40 佐野　真麻 サノ　マアサ ZERO BIKE FACTORY 1年生

41 中川　朋珈 ナカガワ　トモカ Limited team 846 1年生

42 吉田　一優 ヨシダ　カズマ 3年生

小学低学年

ゼッケン



スタート 　9/5（日）10:55～ 周回数　25周

選手名 フリガナ

白 1 安川　尚吾 ヤスカワ　ショウゴ TEAM ORCA

2 松岡　勇斗 マツオカ　ユウト 松山学院高等学校

3 前田　雄大 マエダ　ユウダイ 大阪工業大学

4 吉村　光也 ヨシムラ　コウヤ 大阪工業大学

5 岩田　祥眞 イワタ　ショウマ 大阪工業大学

6 伊藤　高明 イトウ　タカアキ Team AXIS

7 重原　優希 シゲハラ　ユウキ RingoRoad

8 樫脇　哲也 カシワキ　テツヤ ナカガワ As Kデザイン

9 三木　颯一郎 ミキ　ソウイチロウ 松山学院高等学校

10 山崎　諭 ヤマザキ　サトシ TRAILBLAZER

11 宮崎　善彦 ミヤザキ　ヨシヒコ 岩井商会レーシング

12 吉田　晴登 ヨシダ　ハルト 徳島サイクルレーシング

13 吉岡　衛 ヨシオカ　マモル BicycleColor

14 大原　陸 オオハラ　リク VC VELOCE

15 辻　善光 ツジ　ヨシミツ TeamZenko

16 茂越　龍哉 モゴエ　タツヤ eNShareRacingTeam

17 福留　康介 フクドメ　コウスケ Fukudome Cycling Project (彼女募集中)

18 大友　皓平 オオトモ　コウヘイ VC AVANZARE

19 和泉　颯真 イズミ　リョウマ ねこ

エキスパート（Ｃ１）

ゼッケン チーム（所属）名



スタート 　9/5（日）12:10～ 周回数　25周

選手名 フリガナ チーム（所属）名

橙 86 田中 まさき タナカ マサキ 　

87 小林 綾子 コバヤシ アヤコ eNShare Cycling Team

88 鵜飼 知春 ウカイ チハル andmore

89 川上 唯 カワカミ ユイ 徳島県自転車競技連盟

※ JBCFフェミニン（Ｆ）と混走

ＪＣＦ登録女子

ゼッケン
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