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スタート 　4/1（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 築山 元樹 ツキヤマ ゲンキ

11:30:30 102 片岡 敏一 カタオカ トシカズ

11:31:00 103 大倉 隆慈 オオクラ リュウジ EURO-WORKS Racing

11:31:30 104 中村 将也 ナカムラ マサヤ MiNERVA-asahi

11:32:00 105 伊藤 隆久 イトウ タカヒサ

11:32:30 106 高山 恭彰 タカヤマ ヤスアキ MAX SPEED 97

11:33:00 107 藤井 ホタル フジイ ホタル 福井県立坂井高等学校

11:33:30 108 森井 海成 モリイ カイセイ 福井県立坂井高等学校

11:34:00 109 山口 二葉 ヤマグチ フタバ 福井県立坂井高等学校

11:34:30 110 福田 滉 フクダ コウ 坂井高校

11:35:00 111 植田 恒平 ウエダ コウヘイ Team ZERO UNO FRONTIER

11:35:30 112 大浜 篤史 オオハマ アツシ チバポンズかわぐち農園

11:36:00 113 松本 光永 マツモト コウエイ 坂井高校

11:36:30 114 岸本 伊織 キシモト イオリ ロードレース男子部

11:37:00 115 日比 亨 ヒビ トオル

11:37:30 116 坊 紳 ボウ シン 備後しまなみeNShare

一般個人タイムトライアル

ゼッケン

※３０秒間隔でスタートします。
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スタート 　4/1（土） 14：50～ 周回数8周

選手名 フリガナ チーム（所属）名 JCF登録番号

橙 53 堀田 紬 ホッタ ツムギ 初芝立命館高等学校 27FJ2201997

54 服部 真依 ハットリ マイ 大阪府立千里高等学校 27FJ2201484

55 堀 環音 ホリ カノン 大阪府立千里高等学校 27FJ2201496

56 山口 二葉 ヤマグチ フタバ 福井県立坂井高等学校 20FJ2101027

JCF登録高校生女子

ゼッケン
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スタート 　4/1（土） 15：15～ 周回数30周

選手名 フリガナ チーム（所属）名 JCF登録番号

橙 1 國谷 琢磨 クニヤ タクマ 城東工科高等学校 27MJ2101189

2 宮崎 碧瑠斗 ミヤザキ アルト 城東工科高等学校 27MJ2201013

3 上中 陽生 ウエナカ ハルキ 大阪産業大学附属高等学校 27MJ2200749

4 塚本 善広 ツカモト ヨシヒロ 大阪府立茨木工科高等学校 27MJ2101121

5 橋本 昂哉 ハシモト コウヤ 大阪府立茨木工科高等学校 27MJ2100863

6 渡辺 拓充 ワタナベ タクミ 大阪府立茨木工科高等学校 27MJ2200421

7 三浦 剛太 ミウラ コウタ 大阪府立茨木工科高等学校 27MY2201531

8 岩本 優哉 イワモト ユウヤ 大阪府立茨木工科高等学校 27MJ2201534

9 倉地 悠陽 クラチ ユウヒ 大阪府立茨木工科高等学校 27MJ2201360

10 河村 元 カワムラ ハジメ 興國高等学校 27MJ2000937

11 田中 颯真 タナカ ソウマ 興國高等学校 27MJ2101269

12 稻吉 一生 イナヨシ イッセイ 興國高等学校 27MJ2101267

13 林 慶真 ハヤシ ケイシン 興國高等学校 27MJ2101323

14 今井 滉士 イマイ アキト 興國高等学校 27MJ2201400

15 児島 魁士 コジマ イサト 興國高等学校 27MY2201414

16 正木 拓海 マサキ タクミ 興國高等学校 27MJ2201403

17 谷口 雅佳 タニグチ マサヨシ 興國高等学校 27MY2201405

18 山本 溜牙 ヤマモト リュウガ 興國高等学校 27MJ2201407

19 壷井 一旭 ツボイ カズアキ 興國高等学校 27MJ2201408

20 三浦 颯馬 ミウラ ソウマ 興國高等学校 27MJ2201411

21 中山 冬麻 ナカヤマ トウマ 興國高等学校 27MJ2201412

22 小川 睦喜 オガワ ムツキ 堺市立堺高等学校 27MJ2101616

23 山下 巧介 ヤマシタ コウスケ 堺市立堺高等学校 27MJ2101994

24 小林 史弥 コバヤシ フミヤ 堺市立堺高等学校 27MJ2201321

25 阪植 友紀 サカウエ ユウキ 堺市立堺高等学校 27MJ2202218

26 西尾 啓臣 ニシオ ケイシン 堺市立堺高等学校 27MJ2201027

27 春田 大翔 ハルタ ヒロト 堺市立堺高等学校 27MJ2201831

JCF登録高校生男子

ゼッケン
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スタート 　4/1（土） 15：15～ 周回数30周

選手名 フリガナ チーム（所属）名 JCF登録番号

JCF登録高校生男子

ゼッケン

28 平松 大義 ヒラマツ タイキ 堺市立堺高等学校 27MJ2202085

29 坂口 義弥 サカグチ アキヤ 大阪府立佐野工科高等学校 27MJ2101402

30 濱田 望月 ハマダ ミツキ 大阪府立佐野工科高等学校 27MJ2101329

31 里本 駿 サトモト シュン 大阪府立佐野工科高等学校 27MJ2202295

32 濱田 航志 ハマダ コウシ 初芝立命館高等学校 27MJ2101880

33 釘田 光 クギタ ヒカリ 初芝立命館高等学校 27MJ2101881

34 山崎 颯大 ヤマザキ ソウタ 初芝立命館高等学校 27MJ2200320

35 岩村 元嗣 イワムラ ゲンジ 初芝立命館高等学校 27MJ2000093

36 西川 亮太朗 ニシカワ リョウタロウ 初芝立命館高等学校 27MY2201825

37 中川 綾元 ナカガワ リョウガ 初芝立命館高等学校 27MJ2202205

38 山本 陽向 ヤマモト ヒナタ 初芝立命館高等学校 27MY2202206

39 Julian Dominik Burgett ユリアン ドミニク バーゲット 初芝立命館高等学校 27MJ2202235

40 菅野 翔 スガノ ショウ 大阪府立懐風館高等学校 27MJ2200369

41 上田 真太郎 ウエダ シンタロウ 大阪教育大学附属高等学校平野校舎 27MJ1401918

42 和泉 颯真 イズミ リョウマ 27MJ2100175

43 藤井 ほたる フジイ ホタル 福井県立坂井高等学校 20MJ2101026

44 森井 海成 モリイ カイセイ 福井県立坂井高等学校 20MJ2201071

45 福田 滉 フクダ コウ 福井県立坂井高等学校 20MJ2101025

46 松本 光永 マツモト コウエイ 福井県立坂井高等学校 20MY2201069

47 小椋 琥心 オグラ ココロ 京都府立北桑田高等学校 26MY2300666

48 中尾 涼介 ナカオ リョウスケ VC AVANZARE 27MY2000337

49 井村 海斗 イムラ カイト ボンシャンスACA 23MJ2201584

50 片山 国拓 カタヤマ クニヒロ 奈良県立奈良北高等学校 29MJ1703482

51 辻 陸翔 ツジ リクト 京都府立北桑田高等学校 26MJ2100795

52 山本 蓮 ヤマモト レン 27MJ2200016
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スタート 　4/2（日） 8：05～ 周回数10周

選手名 フリガナ

橙 61 下ノ坊 祐樹 シモノボウ ユウキ

62 植井 勝也 ウエイ カツヤ

63 加藤 寛之 カトウ ヒロユキ

64 劉 晨 リュウ シン

65 篠田 智秀 シノダ トモヒデ

66 澤井 正和 サワイ マサカズ

67 阪下 肇 サカシタ ハジメ EURO-WORKS Racing

68 喜多 将土 キタ マサト Guell bicycle

69 吉田 亮介 ヨシダ リョウスケ tubi

70 佐久間 遼 サクマ リョウ

71 阿蘓 正登 アソ マサト

72 新田 和輝 ニッタ カズキ

73 寒川 慎也 サムカワ シンヤ

74 山下 裕誠 ヤマシタ ユウセイ セルカリオレーシング

75 中村 浩一 ナカムラ コウイチ Zeke Racing

76 仲道 裕彦 ナカミチ ヤスヒコ

77 保屋野 健悟 ホヤノ ケンゴ バルバクラブフクイ

78 輪内 健二 ワウチ ケンジ バルバクラブフクイ

79 川口 薫 カワグチ カオル GSJ

80 辻之内 真理 ツジノウチ マリ EURO-WORKS Racing

ビギナー（Ｃ４）

ゼッケン チーム（所属）名
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スタート 　4/2（日） 8：25～ 周回数15周

選手名 フリガナ

緑 1 伊藤 隆久 イトウ タカヒサ

2 小山 幸次 コヤマ コウジ 大泉愛輪会

3 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

4 大石 智之 オオイシ トモユキ Companio  Kobe

5 足立 岳志 アダチ タケシ GSJ

6 澤木 冬彦 サワキ フユヒコ

7 岡本 大介 オカモト ダイスケ and more

8 古川 哲也 フルカワ テツヤ チームWEAEK END

スタート 　4/2（日） 8：25～

選手名 フリガナ

緑 9 松木 謙吉 マツキ ケンキチ

10 木下 泰一 キノシタ タイチ

11 本城 茂男 ホンジョウ シゲオ

12 佐々木 善満 ササキ ヨシミツ

13 山田 唯史 ヤマダ タダシ FFW

14 横尾 治彦 ヨコオ ハルヒコ

15 荻田 浩行 オギタ ヒロユキ HyakuCycle

16 有澤 広昭 アリサワ ヒロアキ

17 前田 義範 マエダ ヨシノリ

18 大森 佳治 オオモリ ケイジ

19 前川 圭助 マエガワ ケイスケ

20 岩上 真也 イワカミ シンヤ シケテルズ

21 松井 久 マツイ ヒサシ ペダル

22 大浜 篤史 オオハマ アツシ チバポンズかわぐち農園

23 岩田 誠 イワタ マコト WTFS

24 湯浅 勉 ユアサ ツトム RIDE LIFE GIANT

25 吉川 伸 ヨシカワ シン チーム米俵

26 堀田 マナブ ホッタ マナブ teamまんま

27 坂田 秀貴 サカタ ヒデタカ Team まんま

28 今村 和哉 イマムラ カズヤ soleil de lest

29 芝田 茂 シバタ シゲル

30 五味 真次 ゴミ シンジ

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



2023春 JOTO CUP エントリーリスト 2023/3/21ver

7 / 14 ページ

スタート 　4/2（日）08：55～ 周回数10周

選手名 フリガナ

青 11 佐野 凌麻 サノ リョウマ

12 福地 大和 フクチ ヤマト OUTDOORLIFE Racing

13 小阪 琉碧 コサカ リュウセイ Team ZERO UNO FRONTIER

14 岡嶋 空良 オカジマ ソラ 京都向陽サイクルスポーツクラブ

15 三上 将醐 ミカミ ショウゴ CORAGGIO KAWANISHI U19

16 金澤 拓世 カナザワ タクト CORAGGIOKAWANISHI U-19

17 五百蔵 賀之 イオロイ ヨシユキ つうばいつうＲ

18 瀬戸 健瑠 セト タケル 宇陀サイクルレーシング

19 長浜 聖那 ナガハマ セナ 宇陀サイクルレーシング

20 野上 桜太郎 ノガミ オウタロウ

21 今澤 涼雅 イマザワ リョウガ 宇陀サイクルレーシング

22 鎌谷 律 カマタニ リツ

23 尾崎 響 オザキ ヒビキ HONEYBEE CycleWorks

24 関 南都子 セキ ナツコ 宇陀サイクルレーシング

25 山之内 あいさ ヤマノウチ アイサ チーム tubi

26 山岡 美月 ヤマオカ ミヅキ 宇陀サイクルロードクラブ

中学生

ゼッケン チーム（所属）名
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スタート 　4/2（日）08：55～ 周回数10周

選手名 フリガナ

橙 81 平田 恵利奈 ヒラタ エリナ

82 山之内 夕子 ヤマノウチ ユウコ チーム tubi

83 三好 愛子 ミヨシ アイコ チーム tubi

84 関 万弓 セキ マユミ

レディース

ゼッケン チーム（所属）名

High Ambition 女子サイクリングアカデミー
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スタート 　4/2（日） 9:20～ 周回数15周

選手名 フリガナ

黄 1 大倉 隆慈 オオクラ リュウジ EURO-WORKS Racing

2 清水 敬哲 シミズ ヒロノリ AXIS CX team

3 高島 裕海 タカシマ ヒロウミ カイロ団

4 五百蔵 雅之 イオロイ マサユキ つうばいつうＲ／GSJ

5 西尾 真治 ニシオ シンジ CYCLE WITCHES

6 竹村 伸宏 タケムラ ノブヒロ EURO-WORKS racing

7 奥田 守 オクダ マモル

8 福 隼人 フク ハヤト GSJ

9 宝谷 佳昭 ホウタニ ヨシアキ セルカリオレーシング

10 米田 大祐 ヨネダ ダイスケ セルカリオレーシング

11 吉岡 鉄平 ヨシオカ テッペイ セルカリオレーシング

12 笹木 仁一郎 ササキ ジンイチロウ バルバクラブカナザワ

13 岡田 和宏 オカダ カズヒロ

14 大日方 海斗 オビナタ カイト バルバクラブフクイ

15 為永 大輔 タメナガ ダイスケ バルバクラブフクイ

16 中山 晋太郎 ナカヤマ シンタロウ バルバクラブフクイ

17 竹内 朋宏 タケウチ トモヒロ バルバクラブフクイ

18 寒川 慎也 サムカワ シンヤ

19 浅里 仁 アサリ ジン バルバクラブカナザワ

ビギナープラス（Ｃ３）

ゼッケン チーム（所属）名
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スタート 　4/2（日） 9:50～ 周回数20周

選手名 フリガナ

緑 31 知花 友 チバナ ユウ

32 奥 弘充 オク ヒロモト モリコウェーブ勇城

33 恩田 勇輝 オンダ ユウキ HGSBT Cycle Team

34 酒井 宏典 サカイ ヒロノリ HGSBT Cycle Team

35 坂田 伸哉 サカタ シンヤ バルバクラブフクイ

36 松田 健吾 マツダ ケンゴ

スポーツ（Ｃ２）

ゼッケン チーム（所属）名
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スタート 　4/2（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 梶屋 豪志 カジヤ ゴウシ CORAGGIO KAWANISHI KIDS ６学年

32 藤田 隼摩 フジタ シュンマ ６学年

33 佐野 将麻 サノ ショウマ ６学年

34 田中 耀 タナカ テル 268wedo ６学年

35 山中 時生 ヤマナカ ケイイチ ４学年

36 山崎 悠大 ヤマザキ ユウダイ ６学年

37 金澤 那旺 カナザワ ナオ Coraggio Kawanishi Cycling Team kids ４学年

38 青井 鷲大 アオイ シュウダイ Team COSMIC ５学年

39 渡邉 水翔 ワタナベ ミナト THRAPPY ４学年

40 徳永 高宣 トクナガ タカノブ ゴールドブラウン ５学年

41 瀬戸山 紀介 セトヤマ キスケ ６学年

42 坂口 幸大朗 サカグチ コウタロウ 宇陀サイクルレーシングチーム ４学年

43 今村 翔有 イマムラ トアル ５学年

44 今村 琉汰 イマムラ ルタ ４学年

45 小笠原 悠馬 オガサワラ ハルマ ORCA ６学年

小学高学年

ゼッケン
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スタート 　4/2（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 藤田 楓 フジタ カエデ ３学年

32 佐野 真麻 サノ マアサ ３学年

33 小島 蒼士 コジマ ソウシ ３学年

34 阿部 真智 アベ マサトモ ３学年

35 青井 瑛隼 アオイ エイト Team COSMIC ３学年

36 下ノ坊 蓮 シモノボウ レン ３学年

37 五百蔵 智之 イオロイ トモユキ つうばいつうＲ ２学年

38 坂口 眞大朗 サカグチ シンタロウ 宇陀サイクルレーシングチーム ２学年

39 山岡 美良依 ヤマオカ ミライ 宇陀サイクルロードクラブ ３学年

40 岡本 宗壱郎 オカモト ソウイチロウ Team AXIS １学年

小学低学年

ゼッケン
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スタート 　4/2（日）10:55～ 周回数25周

選手名 フリガナ チーム（所属）名 JCF登録番号

白 1 築山 元樹 ツキヤマ ゲンキ 33MM1500505

2 片岡 敏一 カタオカ トシカズ 31MM2000066

3 石井 晋也 イシイ シンヤ 29ME1300125

4 山崎 諭 ヤマザキ サトシ 松邨柔道クラブ 22MM1800075

5 宮崎 善彦 ミヤザキ ヨシヒコ 岩井商店レーシング 27ME0900194

6 中村 将也 ナカムラ マサヤ MiNERVA-asahi 27MM1800057

7 大野 道源 オオノ ミチモト SANIN BLITZ 32ME2000330

8 高山 恭彰 タカヤマ ヤスアキ MAX SPEED 97 23ME1600601

9 伊藤 高明 イトウ タカアキ Team AXIS 27MM0400099

10 藤井 ほたる フジイ ホタル 福井県立坂井高等学校 20MJ2101026

11 森井 海成 モリイ カイセイ 福井県立坂井高等学校 20MJ2201071

12 福田 滉 フクダ コウ 福井県立坂井高等学校 20MJ2101025

13 島田 真琴 シマダ マコト ペダル 27ME0100803

14 藤田 隼也 フジタ ジュンヤ ZIPPY CYCLE CLUB 27MM1402214

15 松村 長人 マツムラ ナガト zippy cycle club 29MM1700189

16 松本 光永 マツモト コウエイ 福井県立坂井高等学校 20MY2201069

17 一色 寛之 イッシキ ヒロユキ ZIPPY CYCLE CLUB 26MM0300357

18 中司 大輔 ナカツカサ ダイスケ 堀場製作所自転車倶楽部 25ME1900668

19 片山 国拓 カタヤマ クニヒロ 奈良県立奈良北高校 29MJ1703482

20 吉岡 衛 ヨシオカ マモル 備後しまなみeNShare 29ME1301358

21 坊 紳 ボウ シン 備後しまなみeNShare 28ME2200224

22 武久 弘太 タケヒサ コウタ eNshare cycling team 26ME1101124

23 辻 陸翔 ツジ リクト 京都府立北桑田高等学校 26MJ2100795

24 道見 優太 ドウミ ユウタ 46ME1601206

エキスパート（Ｃ１）

ゼッケン
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スタート 　4/2（日）12:10～ 周回数22周

選手名 フリガナ チーム（所属）名 JCF登録番号

橙 91 五百蔵 佳代 イオロイ カヨ つうばいつうR 27FE2200183

92 山口 二葉 ヤマグチ フタバ 福井県立坂井高等学校 20FJ2101027

93 宮本 奏穂 ミヤモト カナホ 立命館大学 自転車競技部 27FU1700537

94 堀田 紬 ホッタ ツムギ 27FJ2201997

※

ＪＣＦ登録女子

ゼッケン

JBCFフェミニン（Ｆ）と混走


