
チャレンジリーグ'22-'23 堺浜クリテ 第1戦　エントリーリスト

No 年齢 地区 チーム名 No 年齢 地区 チーム名

1 米田 蒼世 ﾖﾈﾀﾞ ｿｳｾｲ 13 兵庫県 Blue moment 25 中野 敬太 ﾅｶﾉ ｹｲﾀ 32 大阪府 CTK Racing

2 森田 晏吏 ﾓﾘﾀ ｱﾝﾘ 15 和歌山県 26 永口 裕士 ｴｸﾞﾁ ﾕｳｼﾞ 34 大阪府 CTK Racing

3 野々村 天貴 ﾉﾉﾑﾗ ｿﾗｷ 15 兵庫県 鬼腿 27 中西 雅人 ﾅｶﾆｼ ﾏｻﾄ 34 大阪府 CTK Racing

4 小林 太輝 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｲｷ 16 大阪府 28 橋本 将護 ﾊｼﾓﾄ ｼｮｳｺﾞ 36 大阪府 まぁ～るい心

5 早川 祥大 ﾊﾔｶﾜ ｼｮｳﾀ 16 兵庫県 ネギトロレーシング 29 河島 博文 ｶﾜｼﾏ ﾋﾛﾌﾐ 40 大阪府

6 春田 大翔 ﾊﾙﾀ ﾋﾛﾄ 16 大阪府 堺高校自転車競技部 30 平山 惣一 ﾋﾗﾔﾏ ｿｳｲﾁ 40 大阪府 Half Time

7 米谷 健太郎 ｺﾒﾀﾆ ｹﾝﾀﾛｳ 16 滋賀県 31 竹内 久満 ﾀｹｳﾁ ﾋｻﾐﾂ 42 兵庫県 Lontano宝塚

8 池田 亮瑛 ｲｹﾀﾞ ﾘｮｳｴｲ 16 兵庫県 ネギトロレーシング 32 加藤 昇 ｶﾄｳ ﾉﾎﾞﾙ 43 大阪府

9 吉成 蒼 ﾖｼﾅﾘ ｿｳ 16 兵庫県 ネギトロレーシング 33 松田 昌弘 ﾏﾂﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 43 大阪府 まぁ～るい心

10 山分 峻作 ﾔﾏﾜｹ ｼｭﾝｻｸ 16 大阪府 ネギトロレーシング 34 村上 健 ﾑﾗｶﾐ ｹﾝ 43 大阪府 まぁ～るい心

11 佐々木 航 ｻｻｷ ﾜﾀﾙ 16 大阪府 35 中村 烈 ﾅｶﾑﾗ ﾂﾖｼ 43 兵庫県

12 西村 優太朗 ﾆｼﾑﾗ ﾕｳﾀﾛｳ 16 兵庫県 ネギトロレーシング 36 竹中 宏司 ﾀｹﾅｶ ﾋﾛｼ 45 兵庫県 Lontano宝塚

13 辰田 颯真 ﾀﾂﾀ ｿｳﾏ 17 兵庫県 ネギトロレーシング 37 但馬 兵庫之守 ﾀｼﾞﾏ ﾋｮｳｺﾞﾉｶﾐ 45 兵庫県

14 樋口 陽翔 ﾋｸﾞﾁ ﾊﾙﾄ 17 兵庫県 Lontano宝塚 38 直井 伸夫 ﾅｵｲ ﾉﾌﾞｵ 48 大阪府

15 松本 開太郎 ﾏﾂﾓﾄ ｻｸﾀﾛｳ 17 大阪府 39 津田 直樹 ﾂﾀﾞ ﾅｵｷ 49 大阪府

16 北潟 勇平 ｷﾀｶﾞﾀ ﾕｳﾍｲ 18 京都府 40 松村 英信 ﾏﾂﾑﾗ ﾋﾃﾞﾉﾌﾞ 49 大阪府

17 直井 涼 ﾅｵｲ ﾘｮｳ 19 大阪府 41 吉田 巧 ﾖｼﾀﾞ ﾀｸﾐ 51 大阪府 H.O.P

18 齊藤 成矢 ｻｲﾄｳ ｾｲﾔ 19 大阪府 Team Kermis Cross 42 與那城 正由 ﾖﾅｼﾛ ﾏｻﾖｼ 52 大阪府

19 長谷川 遼 ﾊｾｶﾞﾜ ﾘｮｳ 20 大阪府 大阪公立大学サイクリング部 43 水田 陽三 ﾐｽﾞﾀ ﾖｳｿﾞｳ 54 兵庫県 Lontano宝塚

20 辻 善樹 ﾂｼﾞ ﾖｼｷ 20 大阪府 44 加藤 克人 ｶﾄｳ ｶﾂﾋﾄ 56 徳島県

21 辻 紘生 ﾂｼﾞ ｺｳｷ 22 大阪府 45 湯村 雅彦 ﾕﾑﾗ ﾏｻﾋｺ 57 徳島県

22 石田 響稀 ｲｼﾀﾞ ﾋﾋﾞｷ 23 大阪府 46 今西 一聡 ｲﾏﾆｼ ｶｽﾞﾄｼ 57 兵庫県 ライドステーション神戸

23 殿田 将尚 ﾄﾉﾀﾞ ﾏｻﾅｵ 26 大阪府 47 豊嶋 凜 ﾄﾖｼﾏ ﾘﾝ 兵庫県 ネギトロレーシング

24 藤田 直大 ﾌｼﾞﾀ ﾅｵ 28 大阪府 48 高橋 幸子 ﾀｶﾊｼ ｻﾁｺ 兵庫県 ネギトロレーシング

フレッシュマン　スタート/9：05　5周(4.75km)　 ゼッケン色(黄) 　48名
氏名 氏名



チャレンジリーグ'22-'23 堺浜クリテ 第1戦　エントリーリスト

No 年齢 地区 チーム名 No 年齢 地区 チーム名

1101 松本 大悟 ﾏﾂﾓﾄ ﾀﾞｲｺﾞ 14 兵庫県 1314 西川 和也 ﾆｼｶﾜ ｶｽﾞﾔ 38 京都府 H.O.P

1102 大里 真琴 ｵｵｻﾄ ﾏｺﾄ 14 三重県 1315 野崎 文彦 ﾉｻﾞｷ ﾌﾐﾋｺ 38 大阪府

1103 風本 秀明 ｶｾﾞﾓﾄ ﾋﾃﾞｱｷ 15 京都府 花園高校 1316 辻 豊 ﾂｼﾞ ﾕﾀｶ 39 兵庫県

1104 片山 悠明 ｶﾀﾔﾏ ﾕｳｱ 16 愛知県 ネギトロレーシング 1317 大栗 章博 ｵｵｸﾞﾘ ｱｷﾋﾛ 39 大阪府

1105 増見 浩気 ﾏｽﾐ ﾋﾛｷ 16 兵庫県 ネギトロレーシング 1401 河島 博文 ｶﾜｼﾏ ﾋﾛﾌﾐ 40 大阪府

1106 西尾 啓臣 ﾆｼｵ ｹｲｼﾝ 16 大阪府 堺高校自転車競技部 1402 東野 真之 ﾋｶﾞｼﾉ ﾏｻﾕｷ 41 兵庫県 greedracing

1107 山本 祐人 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾄ 16 京都府 Team-SKKT 1403 垣内 晶 ｶｷｳﾁ ｱｷﾗ 41 兵庫県

1108 小林 太輝 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｲｷ 16 大阪府 1404 高橋 亮一 ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳｲﾁ 42 大阪府

1109 谷口 哉斗 ﾀﾆｸﾞﾁ ｶﾅﾄ 17 滋賀県 Team-SKKT 1405 松本 知也 ﾏﾂﾓﾄ ﾄﾓﾔ 43 兵庫県 まいくろらいだぁす！

1110 松元 皐輝 ﾏﾂﾓﾄ ｺｳｷ 17 滋賀県 Team‐SKKT 1406 掛橋 北斗 ｶｹﾊｼ ﾎｸﾄ 44 徳島県

1111 千草 栄翔 ﾁｸﾞｻ ｴｲﾄ 17 兵庫県 ネギトロレーシング 1407 松下 誠 ﾏﾂｼﾀ ﾏｺﾄ 45 徳島県 UNIVERS

1112 葉田 和樹 ﾊﾀﾞ ｶｽﾞｷ 17 京都府 Team-SKKT 1408 佐藤 俊雄 ｻﾄｳ ﾄｼｵ 45 兵庫県 MiNERVA-asahi

1113 北口 尚希 ｷﾀｸﾞﾁ ﾀｶｷ 18 大阪府 1409 加藤 正一 ｶﾄｳ ﾏｻｶｽﾞ 45 大阪府 H.O.P

1114 元村 健人 ﾓﾄﾑﾗ ｹﾝﾄ 18 大阪府 1410 池川 嘉一 ｲｹｶﾞﾜ ｶｲﾁ 45 大阪府 四十にして惑わずライド

1115 池田 光希 ｲｹﾀﾞ ﾐﾂｷ 19 大阪府 1411 内貴 広明 ﾅｲｷ ﾋﾛｱｷ 46 滋賀県

1116 浅井 秀仁 ｱｻｲ ｼｭｳﾄ 19 奈良県 大阪公立大学サイクリング部 1412 寺川 弘泰 ﾃﾗｶﾜ ﾋﾛﾔｽ 46 大阪府

1117 南 和人 ﾐﾅﾐ ｶｽﾞﾄ 19 大阪府 OUHS RACING TEAM 1413 濱田 心 ﾊﾏﾀﾞ ｼﾝ 46 和歌山県 紀州 Mizu Tama T'Backs

1118 野澤 毅留 ﾉｻﾞﾜ ﾀｹﾙ 19 大阪府 vc avanzare 1414 澤井 正和 ｻﾜｲ ﾏｻｶｽﾞ 47 兵庫県

1201 岡島 健生 ｵｶｼﾞﾏ ｹﾝｾｲ 20 大阪府 大阪公立大学サイクリング部 1415 谷口 敦史 ﾀﾆｸﾞﾁ ｱﾂｼ 48 兵庫県

1202 谷口 蓮 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾚﾝ 20 大阪府 Bicycle step 1416 矢野 知章 ﾔﾉ ﾄﾓｱｷ 48 兵庫県 KAZAMIDORI

1203 平林 歩 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｱﾕﾑ 21 兵庫県 1417 右田 昌弘 ﾐｷﾞﾀ ﾏｻﾋﾛ 48 大阪府 H.O.P

1204 大田 郁 ｵｵﾀ ｶｵﾙ 21 兵庫県 ROUTE KOBE 1418 能田 義大 ﾉｳﾀﾞ ﾖｼﾋﾛ 48 徳島県 リキモリ・チームビヨンドスター

1205 山崎 雅登 ﾔﾏｻﾞｷ ﾏｻﾄ 21 OMUCC ツーリング班 1419 冨永 敬亮 ﾄﾐﾅｶﾞ ｹｲｽｹ 49 奈良県 H.O.P

1206 本間 裕大 ﾎﾝﾏ ﾕｳﾀﾞｲ 22 大阪府 SNIFF OUTDOORLIFE Racing 1420 近藤 健一郎 ｺﾝﾄﾞｳ ｹﾝｲﾁﾛｳ 49 大阪府

1207 坊 紳 ﾎﾞｳ ｼﾝ 24 兵庫県 セルカリオレーシング 1501 五味 真次 ｺﾞﾐ ｼﾝｼﾞ 50 大阪府 p

1208 松苗 進也 ﾏﾂﾅｴ ｼﾝﾔ 24 京都府 1502 青野 純典 ｱｵﾉ ﾖｼﾉﾘ 51 徳島県 UNIVERS

1209 山本 大誠 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｲｾｲ 24 大阪府 高知工科大学サイクリング部OB 1503 秦 智香 ﾊﾀ ﾄﾓﾖｼ 51 大阪府 Infinity Style

1210 今野 利哉 ｺﾝﾉ ﾄｼﾔ 25 大阪府 1504 阪井 剛司 ｻｶｲ ﾀｹｼ 51 大阪府

1211 川上 祐輔 ｶﾜｶﾐ ﾕｳｽｹ 26 大阪府 TEAMおっさんず 1505 椿本 晃大 ﾂﾊﾞｷﾓﾄ ｱｷﾋﾛ 51 大阪府

1212 藤川 修佑 ﾌｼﾞｶﾜ ｼｭｳｽｹ 27 兵庫県 Innocent 1506 大里 和広 ｵｵｻﾄ ｶｽﾞﾋﾛ 52 三重県

1213 竹中 智貴 ﾀｹﾅｶ ﾄﾓｷ 28 奈良県 MiNERVA-asahi 1507 森 俊夫 ﾓﾘ ﾄｼｵ 52 奈良県 EURO-WORKS Racing

1214 吉田 大貴 ﾖｼﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 28 大阪府 1508 幸田 力 ｺｳﾀﾞ ﾁｶﾗ 53 兵庫県 greed racing

1215 大西 啓介 ｵｵﾆｼ ｹｲｽｹ 28 大阪府 鍼灸vigoroad 1509 二川 和成 ﾆｶﾜ ｶｽﾞﾅﾘ 54 大阪府 パンダからの伝言

1216 北川 拓弥 ｷﾀｶﾞﾜ ﾀｸﾐ 28 大阪府 infinity style 1510 岩本 昌志 ｲﾜﾓﾄ ﾏｻｼ 57 京都府 csy

1217 松本 竜太朗 ﾏﾂﾓﾄ ﾘｭｳﾀﾛｳ 29 奈良県 EURO-WORKS Racing 1511 種村 栄二 ﾀﾈﾑﾗ ｴｲｼﾞ 57 兵庫県 Slowly Cruising KOBE & チャリ壱

1218 川勝 敦嗣 ｶﾜｶﾂ ｱﾂｼ 29 奈良県 MiNERVA-asahi 1512 福島 儀 ﾌｸｼﾏ ﾀﾀﾞｼ 57 大阪府 AXIS Cycling Team

1219 山本 大貴 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛｷ 29 三重県 1601 林 秀樹 ﾊﾔｼ ﾋﾃﾞｷ 61 奈良県 Euro-Works Racing

1301 勝水 拓也 ｶﾂﾐｽﾞ ﾀｸﾔ 30 奈良県 TeamZenko 1602 前田 眞治 ﾏｴﾀﾞ ｼﾝｼﾞ 61 大阪府

1302 寺川 大平 ﾃﾗｶﾜ ﾀｲﾍｲ 31 大阪府 1603 安倍 正浩 ｱﾍﾞ ﾏｻﾋﾛ 62 大阪府

1303 岸本 聖也 ｷｼﾓﾄ ｾｲﾔ 31 徳島県 UNIVERS 1604 臺野 一郎 ﾀﾞｲﾉ ｲﾁﾛｳ 63 京都府

1304 中野 敬太 ﾅｶﾉ ｹｲﾀ 32 大阪府 CTK Racing 1605 吉川 伸 ﾖｼｶﾜ ｼﾝ 66 奈良県 チーム米俵

1305 沖田 興紀 ｵｷﾀ ｺｳｷ 33 兵庫県 4001 渡部 春雅 ﾜﾀﾍﾞ ｶｽｶﾞ 東京都

1306 永口 裕士 ｴｸﾞﾁ ﾕｳｼﾞ 34 大阪府 CTK Racing 4002 安藤 奏子 ｱﾝﾄﾞｳ ｶﾅｺ 大阪府 Team スクアドラ

1307 中西 雅人 ﾅｶﾆｼ ﾏｻﾄ 34 大阪府 CTK Racing 4003 河野 典子 ｺｳﾉ ﾉﾘｺ 大阪府 Team Zenko

1308 池川 辰哉 ｲｹｶﾞﾜ ﾀﾂﾔ 34 大阪府 VCV/EMU 4004 楠本 鮎美 ｸｽﾓﾄ ｱﾕﾐ 大阪府

1309 棒引 史朗 ﾎﾞｳﾋｷ ｼﾛｳ 34 和歌山県 紀州 Mizu Tama T'Backs 4005 高木 智子 ﾀｶｷﾞ ﾄﾓｺ 大阪府 BICYCLE STEP

1310 本田 博 ﾎﾝﾀﾞ ﾋﾛｼ 35 大阪府 大杉走輪 4006 辻之内 真理 ﾂｼﾞﾉｳﾁ ﾏﾘ 奈良県 EURO-WORKS Racing

1311 高木 悠太 ﾀｶｷﾞ ﾕｳﾀ 36 大阪府 BICYCLE STEP 4007 田中 まさき ﾀﾅｶ ﾏｻｷ 京都府

1312 中村 将也 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾔ 37 大阪府 MiNERVA-asahi 4008 能田 綾子 ﾉｳﾀﾞ ｱﾔｺ 徳島県 リキモリ・チームビヨンドスター

1313 佐藤 教行 ｻﾄｳ ﾉﾘﾕｷ 37 大阪府 BICYCLE STEP

ミトロング-V presents　60分エンデューロ　スタート/9：15　 ゼッケン色(緑) 　99名
氏名 氏名



チャレンジリーグ'22-'23 堺浜クリテ 第1戦　エントリーリスト

No 年齢 地区 チーム名 No 年齢 地区 チーム名

1 米田 蒼世 ﾖﾈﾀﾞ ｿｳｾｲ 13 兵庫県 Blue moment 204 中尾 涼介 ﾅｶｵ ﾘｮｳｽｹ 15 兵庫県 VC AVANZARE

3 野々村 天貴 ﾉﾉﾑﾗ ｿﾗｷ 15 兵庫県 鬼腿 205 田中 志門 ﾀﾅｶ ｼﾓﾝ 15 愛知県 カンピオーネ

6 春田 大翔 ﾊﾙﾀ ﾋﾛﾄ 16 大阪府 堺高校自転車競技部 206 西尾 尚馬 ﾆｼｵ ｼｮｳﾏ 16 愛知県 名古屋高校

14 樋口 陽翔 ﾋｸﾞﾁ ﾊﾙﾄ 17 兵庫県 Lontano宝塚 207 知名 透真 ﾁﾅ ﾄｵﾏ 16 愛知県 ST

16 北潟 勇平 ｷﾀｶﾞﾀ ﾕｳﾍｲ 18 京都府 208 金森 智行 ｶﾅﾓﾘ ﾄﾓﾕｷ 17 大阪府 PADYAK RACING TEAM 

101 川分 琉楓 ｶﾜｹ ﾘｲﾌ 13 滋賀県 ライフレーシングクラブ 209 井村 海斗 ｲﾑﾗ ｶｲﾄ 17 三重県 KINAN AACA

103 倉谷 侠俐 ｸﾗﾀﾆ ｶｲﾘ 14 愛知県 ORCA CYCLING TEAM 210 野村 厚介 ﾉﾑﾗ ｺｳｽｹ 17 和歌山県 宇陀サイクルレーシング

104 松田 奏太朗 ﾏﾂﾀﾞ ｿｳﾀﾛｳ 14 兵庫県 211 菅野 翔 ｽｶﾞﾉ ｼｮｳ 17 大阪府 懐風館高等学校

105 齋塲 時大 ｻｲﾊﾞ ｼﾞﾀﾞｲ 16 愛知県 名古屋高校 212 松岡 隼人 ﾏﾂｵｶ ﾊﾔﾄ 17 三重県 朝明高校

106 片山 悠明 ｶﾀﾔﾏ ﾕｳｱ 16 愛知県 ネギトロレーシング 215 青木 光琉 ｱｵｷ ﾋｶﾙ 18 大阪府 興國高等学校

107 鈴木 勇太 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾀ 16 愛知県 カンピオーネ 301 小阪 琉碧 ｺｻｶ ﾘｭｳｾｲ 13 兵庫県

108 宮崎 弘涼 ﾐﾔｻﾞｷ ｺｳｽｹ 17 兵庫県 Innocent 306 武藤 悠月 ﾑﾄｳ ﾕﾂﾞｷ 16 愛知県

110 鹿島 泰介 ｶｼﾏ ﾀｲｽｹ 17 京都府 VC VELOCE 801 柴田 兼志 ｼﾊﾞﾀ ｹﾝｼ 12 岐阜県

201 岡嶋 空良 ｵｶｼﾞﾏ ｿﾗ 13 京都府 京都向陽サイクルスポーツクラブ 802 倉谷 希輝 ｸﾗﾀﾆ ｷﾗ 12 愛知県 ORCA CYCLING TEAM 

202 各務 遼音 ｶｶﾐ ﾘｮｳﾄ 13 愛知県 821 岩元 優幸 ｲﾜﾓﾄ ﾏｻﾕｷ 17 大阪府 team NISIJIMA PROJECT

203 村瀬 琶音 ﾑﾗｾ ﾊｵﾄ 14 岡山県 チーム グランプッチ 3008 筒井 楓 ﾂﾂｲ ｶｴﾃﾞ TEAM SPORTSKID ZYYX

ジュニア強化レース　スタート/10：40　15周(14.25km)　 ゼッケン色(他) 　31名
氏名 氏名



チャレンジリーグ'22-'23 堺浜クリテ 第1戦　エントリーリスト

No 年齢 地区 チーム名 No 年齢 地区 チーム名

451 佐藤 俊雄 ｻﾄｳ ﾄｼｵ 45 兵庫県 MiNERVA-asahi 509 後藤 平 ｺﾞﾄｳ ﾀｲﾗ 51 大阪府

452 加藤 正一 ｶﾄｳ ﾏｻｶｽﾞ 45 大阪府 H.O.P 510 千 成俊 ｾﾝ ｼｹﾞﾄｼ 51 京都府 ドパドパドーパミン

453 安藤 裕之 ｱﾝﾄﾞｳ ﾋﾛﾕｷ 45 岡山県 511 廣岡 学 ﾋﾛｵｶ ﾏﾅﾌﾞ 51 京都府 PRT KOSEKI

454 田中 将志 ﾀﾅｶ ﾏｻｼ 45 京都府 H.O.P 512 森元 啓介 ﾓﾘﾓﾄ ｹｲｽｹ 51 大阪府 Team きたきつね

455 内貴 広明 ﾅｲｷ ﾋﾛｱｷ 46 滋賀県 513 森 俊夫 ﾓﾘ ﾄｼｵ 52 奈良県 EURO-WORKS Racing

456 西浦 敬一 ﾆｼｳﾗ ｹｲｲﾁ 46 奈良県 多武峰朝練 514 水田 昌宏 ﾐｽﾞﾀ ﾏｻﾋﾛ 52 大阪府 CWASPアタリ前田

457 福井 英樹 ﾌｸｲ ﾋﾃﾞｷ 46 大阪府 primavera 515 岡田 和宏 ｵｶﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 52 奈良県 EURO-WORKS Racing

458 民谷 文彦 ﾀﾐﾔ ﾌﾐﾋｺ 46 京都府 516 萩原 智樹 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾄﾓｷ 52 兵庫県 グランデパール播磨

459 萬木 啓介 ﾏﾝｷ ｹｲｽｹ 47 大阪府 EURO-WORKS Racing 517 鷹取 健太郎 ﾀｶﾄﾘ ｹﾝﾀﾛｳ 52 兵庫県 ジーアイデザインファクト

460 井上 成樹 ｲﾉｳｴ ｼｹﾞｷ 47 大阪府 518 松木 謙吉 ﾏﾂｷ ｹﾝｷﾁ 53 京都府 VC VELOCE Prossimo

461 布施 啓富 ﾌｾ ﾋﾛﾄﾐ 48 兵庫県 VC VELOCE 519 芝田 茂 ｼﾊﾞﾀ ｼｹﾞﾙ 53 大阪府

462 谷口 敦史 ﾀﾆｸﾞﾁ ｱﾂｼ 48 兵庫県 520 石原 康之 ｲｼﾊﾗ ﾔｽﾕｷ 53 大阪府 TEAM PRIMAVERA

463 矢野 知章 ﾔﾉ ﾄﾓｱｷ 48 兵庫県 KAZAMIDORI 521 大森 佳治 ｵｵﾓﾘ ｹｲｼﾞ 54 大阪府

464 西尾 正臣 ﾆｼｵ ﾏｻｵﾐ 48 大阪府 ZIPPY 522 二川 和成 ﾆｶﾜ ｶｽﾞﾅﾘ 54 大阪府 パンダからの伝言

465 金栗 正明 ｶﾅｸﾞﾘ ﾏｻｱｷ 49 大阪府 Lontano宝塚 523 織田 裕之 ｵﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 54 大阪府 チーム闇練

466 冨永 敬亮 ﾄﾐﾅｶﾞ ｹｲｽｹ 49 奈良県 H.O.P 524 続木 健二 ﾂﾂﾞｷ ｹﾝｼﾞ 54 奈良県 CRB

467 黒部 史彦 ｸﾛﾍﾞ ﾌﾐﾋｺ 49 愛知県 カンピオーネ 551 石川 真広 ｲｼｶﾜ ﾏｻﾋﾛ 55 大阪府 Lontano宝塚

468 川口 和也 ｶﾜｸﾞﾁ ｶｽﾞﾔ 49 大阪府 大杉走輪 552 佐々木 暖 ｻｻｷ ﾀﾞﾝ 55 奈良県 ＥＵＲＯ-ＷＯＲＫＳ Ｒａｃｉｎｇ

469 左近 智彦 ｻｺﾝ ﾄﾓﾋｺ 49 大阪府 ソレ塾 553 山田 唯史 ﾔﾏﾀﾞ ﾀﾀﾞｼ 56 大阪府 FAT2

470 米田 康太郎 ﾖﾈﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ 49 兵庫県 Blue moment 554 松井 久 ﾏﾂｲ ﾋｻｼ 56 大阪府 ペダル

471 豊 正史 ﾄﾖ ﾏｻｼ 49 兵庫県 555 吾妻 健夫 ｱﾂﾞﾏ ﾀｹｵ 57 京都府 Bicycle Color

472 荻田 浩行 ｵｷﾞﾀ ﾋﾛﾕｷ 49 京都府 HyakuCycle 556 藤原 幹也 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾐｷﾔ 57 大阪府 あすなろP

501 南里 勝由 ﾅﾝﾘ ｶﾂﾖｼ 50 徳島県 徳島サイクルレーシング 557 河野 勝義 ｶﾜﾉ ｶﾂﾖｼ 57 大阪府

502 片岡 敏一 ｶﾀｵｶ ﾄｼｶｽﾞ 50 鳥取県 SANIN Blitz 558 小西 竜也 ｺﾆｼ ﾀﾂﾔ 58 滋賀県 ライフレーシングクラブ

503 五味 真次 ｺﾞﾐ ｼﾝｼﾞ 50 大阪府 p 601 大井 憲太郎 ｵｵｲ ｹﾝﾀﾛｳ 61 滋賀県 FUKADAまじりんぐ

504 佐々木 善満 ｻｻｷ ﾖｼﾐﾂ 50 京都府 VC VELOCE Prossimo 602 前田 眞治 ﾏｴﾀﾞ ｼﾝｼﾞ 61 大阪府

505 大村 一良 ｵｵﾑﾗ ｶｽﾞﾖｼ 50 大阪府 PC松本 603 臺野 一郎 ﾀﾞｲﾉ ｲﾁﾛｳ 63 京都府

506 秦 智香 ﾊﾀ ﾄﾓﾖｼ 51 大阪府 Infinity Style 604 﨑濱 卓司 ｻｷﾊﾏ ﾀｶｼ 64 和歌山県 強力馬力自転車屋

507 藤井 衛 ﾌｼﾞｲ ﾏﾓﾙ 51 大阪府 大杉走輪 651 阿蘓 正登 ｱｿ ﾏｻﾄ 65 大阪府

508 木村 直司 ｷﾑﾗ ﾅｵｼﾞ 51 愛知県 カンピオーネ 652 吉川 伸 ﾖｼｶﾜ ｼﾝ 66 奈良県 チーム米俵

No 年齢 地区 チーム名 No 年齢 地区 チーム名

101 川分 琉楓 ｶﾜｹ ﾘｲﾌ 13 滋賀県 ライフレーシングクラブ 125 中條 智哉 ﾅｶｼﾞｮｳ ﾄﾓﾔ 23 大阪府

102 尾崎 龍亜 ｵｻﾞｷ ﾘｭｳｱ 13 兵庫県 126 峯俊 友哉 ﾐﾈﾄｼ ﾕｳﾔ 25 大阪府

103 倉谷 侠俐 ｸﾗﾀﾆ ｶｲﾘ 14 愛知県 ORCA CYCLING TEAM 127 竹中 智貴 ﾀｹﾅｶ ﾄﾓｷ 28 奈良県 MiNERVA-asahi

104 松田 奏太朗 ﾏﾂﾀﾞ ｿｳﾀﾛｳ 14 兵庫県 128 松本 竜太朗 ﾏﾂﾓﾄ ﾘｭｳﾀﾛｳ 29 奈良県 EURO-WORKS Racing

105 齋塲 時大 ｻｲﾊﾞ ｼﾞﾀﾞｲ 16 愛知県 名古屋高校 129 窪 翼 ｸﾎﾞ ﾂﾊﾞｻ 29 愛知県 EURO-WORKS Racing

106 片山 悠明 ｶﾀﾔﾏ ﾕｳｱ 16 愛知県 ネギトロレーシング 130 北野 裕也 ｷﾀﾉ ﾕｳﾔ 31 和歌山県

107 鈴木 勇太 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾀ 16 愛知県 カンピオーネ 131 寺川 大平 ﾃﾗｶﾜ ﾀｲﾍｲ 31 大阪府

108 宮崎 弘涼 ﾐﾔｻﾞｷ ｺｳｽｹ 17 兵庫県 Innocent 132 岸本 聖也 ｷｼﾓﾄ ｾｲﾔ 31 徳島県 UNIVERS

109 吉井 憲翔 ﾖｼｲ ｹﾝﾄ 17 和歌山県 133 會田 健太朗 ｱｲﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 32 大阪府

110 鹿島 泰介 ｶｼﾏ ﾀｲｽｹ 17 京都府 VC VELOCE 134 手塚 健太 ﾃﾂﾞｶ ｹﾝﾀ 32 京都府

111 多田 翔飛 ﾀﾀﾞ ｶｹﾄ 18 兵庫県 神崎高校 135 武内 匡一 ﾀｹｳﾁ ｷｮｳｲﾁ 32 大阪府 SNIFF・OUTDOORLIFE Racing

112 古本 尚大 ｺﾓﾄ ｼｮｳﾀﾞｲ 19 大阪府 OUHS RACING TEAM 136 沖田 興紀 ｵｷﾀ ｺｳｷ 33 兵庫県

113 藤井 崇弘 ﾌｼﾞｲ ﾀｶﾋﾛ 19 京都府 137 玉木 睦大 ﾀﾏｷ ﾄﾓﾋﾛ 34 岡山県 pursuing speed

114 松岡 稜依 ﾏﾂｵｶ ﾀｶﾖﾘ 19 三重県 三重大学自転車競技部 138 岩本 勝 ｲﾜﾓﾄ ﾏｻﾙ 37 兵庫県 グランデパール播磨

115 松谷 紘明 ﾏﾂﾀﾆ ﾋﾛｱｷ 20 徳島県 徳島大学 139 辻 豊 ﾂｼﾞ ﾕﾀｶ 39 兵庫県

116 神末 遥輝 ｺｳｽﾞｴ ﾊﾙｷ 20 奈良県 やまなみれぃしぃんぐぅ 140 関口 寛之 ｾｷｸﾞﾁ ﾋﾛﾕｷ 40 奈良県 EURO-WORKS Racing

117 松田 圭太郎 ﾏﾂﾀﾞ ｹｲﾀﾛｳ 20 三重県 三重大学自転車競技部 141 東野 真之 ﾋｶﾞｼﾉ ﾏｻﾕｷ 41 兵庫県 greedracing

118 桝内 雄成 ﾏｽｳﾁ ﾕｳｾｲ 20 愛知県 三重大学自転車競技部 142 竹村 伸宏 ﾀｹﾑﾗ ﾉﾌﾞﾋﾛ 42 奈良県 EURO-WORKS RACING

119 宮脇 陸徳 ﾐﾔﾜｷ ﾘｸﾄ 21 大阪府 TEAM CSK 143 長谷川 敏二 ﾊｾｶﾞﾜ ﾄｼｼﾞ 43 岡山県 児島AC

120 平林 歩 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｱﾕﾑ 21 兵庫県 144 西村 孝由 ﾆｼﾑﾗ ﾀｶﾖｼ 44 兵庫県 Companio Kobe

121 大田 郁 ｵｵﾀ ｶｵﾙ 21 兵庫県 ROUTE KOBE 145 松下 誠 ﾏﾂｼﾀ ﾏｺﾄ 45 徳島県 UNIVERS

122 福田 博紀 ﾌｸﾀﾞ ﾋﾛｷ 21 大阪府 146 青野 純典 ｱｵﾉ ﾖｼﾉﾘ 51 徳島県 UNIVERS

123 加藤 貴大 ｶﾄｳ ﾀｶﾋﾛ 21 三重県 三重大自転車競技部 3001 木下 遥奈 ｷﾉｼﾀ ﾊﾙﾅ 岡山県 チームグランプッチ

124 佐藤 秀一 ｻﾄｳ ｼｭｳｲﾁ 21 三重県 三重大学自転車競技部

スポーツ　スタート/11：25　11周(10.45km)　 ゼッケン色(青) 　47名
氏名 氏名

FEELCAP presents おっさんずカップ　スタート/11：05　8周(7.6km)　ゼッケン色(白)　60名
氏名 氏名



チャレンジリーグ'22-'23 堺浜クリテ 第1戦　エントリーリスト

No 年齢 地区 チーム名 No 年齢 地区 チーム名

201 岡嶋 空良 ｵｶｼﾞﾏ ｿﾗ 13 京都府 京都向陽サイクルスポーツクラブ 235 本間 裕大 ﾎﾝﾏ ﾕｳﾀﾞｲ 22 大阪府 SNIFF OUTDOORLIFE Racing

202 各務 遼音 ｶｶﾐ ﾘｮｳﾄ 13 愛知県 236 吉村 光也 ﾖｼﾑﾗ ｺｳﾔ 22 大阪府 おいっと

203 村瀬 琶音 ﾑﾗｾ ﾊｵﾄ 14 岡山県 チーム グランプッチ 237 髙木 英行 ﾀｶｷﾞ ﾋﾃﾞﾕｷ 22 京都府 John Deere Cycling Team NWVG 

204 中尾 涼介 ﾅｶｵ ﾘｮｳｽｹ 15 兵庫県 VC AVANZARE 238 丹羽 優輔 ﾆﾜ ﾕｳｽｹ 22 京都府 team hsj

205 田中 志門 ﾀﾅｶ ｼﾓﾝ 15 愛知県 カンピオーネ 239 中﨑 晴仁 ﾅｶｻﾞｷ ﾊﾙﾋﾄ 22 大阪府 大阪大学

206 西尾 尚馬 ﾆｼｵ ｼｮｳﾏ 16 愛知県 名古屋高校 240 古田 雅樹 ﾌﾙﾀ ﾏｻｷ 23 兵庫県 left racing team

207 知名 透真 ﾁﾅ ﾄｵﾏ 16 愛知県 ST 241 坊 紳 ﾎﾞｳ ｼﾝ 24 兵庫県 セルカリオレーシング

208 金森 智行 ｶﾅﾓﾘ ﾄﾓﾕｷ 17 大阪府 PADYAK RACING TEAM 242 郷原 輝久 ｺﾞｳﾊﾗ ﾃﾙﾋｻ 26 京都府 team hsj

209 井村 海斗 ｲﾑﾗ ｶｲﾄ 17 三重県 KINAN AACA 243 川勝 敦嗣 ｶﾜｶﾂ ｱﾂｼ 29 奈良県 MiNERVA-asahi

210 野村 厚介 ﾉﾑﾗ ｺｳｽｹ 17 和歌山県 宇陀サイクルレーシング 244 Thopa Syabani ﾄﾊﾟ ｻｴﾊﾞﾆ 29 OGT

211 菅野 翔 ｽｶﾞﾉ ｼｮｳ 17 大阪府 懐風館高等学校 245 榊原 祐輔 ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾕｳｽｹ 29

212 松岡 隼人 ﾏﾂｵｶ ﾊﾔﾄ 17 三重県 朝明高校 246 勝水 拓也 ｶﾂﾐｽﾞ ﾀｸﾔ 30 奈良県 TeamZenko

213 梅本 聖也 ｳﾒﾓﾄ ｾｲﾔ 18 大阪府 大阪産業大学 247 村井 優一 ﾑﾗｲ ﾕｳｲﾁ 32 大阪府

214 西村 虎太郎 ﾆｼﾑﾗ ｺﾀﾛｳ 18 京都府 248 堀井 卓 ﾎﾘｲ ﾀｸ 32 兵庫県 MiNERVA-asahi

215 青木 光琉 ｱｵｷ ﾋｶﾙ 18 大阪府 興國高等学校 249 福留 康介 ﾌｸﾄﾞﾒ ｺｳｽｹ 32 兵庫県 Team Kermis Cross 

216 吉田 晴登 ﾖｼﾀﾞ ﾊﾙﾄ 19 徳島県 徳島大学 250 赤松 大貴 ｱｶﾏﾂ ﾀﾞｲｷ 33 兵庫県 soleil de lest

217 篠崎 裕希 ｼﾉｻﾞｷ ﾕｳｷ 19 奈良県 大阪大学 251 池川 辰哉 ｲｹｶﾞﾜ ﾀﾂﾔ 34 大阪府 VCV/EMU

218 古賀 仁誠 ｺｶﾞ ｼﾞﾝｾｲ 19 大阪府 関西大学 252 松本 豪志 ﾏﾂﾓﾄ ﾀｹｼ 35 兵庫県 大杉走輪

219 南 和人 ﾐﾅﾐ ｶｽﾞﾄ 19 大阪府 OUHS RACING TEAM 253 中村 将也 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾔ 37 大阪府 MiNERVA-asahi

220 重原 優希 ｼｹﾞﾊﾗ ﾕｳｷ 19 京都府 VC VELOCE 254 根田 裕司 ﾈﾀﾞ ﾕｳｼﾞ 37 大阪府 ネクストリームうどん虹や

221 谷口 翔太郎 ﾀﾆｸﾞﾁ ｼｮｳﾀﾛｳ 19 京都府 同志社大学 255 山中 慶一 ﾔﾏﾅｶ ｹｲｲﾁ 37 大阪府

222 矢野 健登 ﾔﾉ ｹﾝﾄ 19 大阪府 近畿大学 256 鷹取 浩明 ﾀｶﾄﾘ ﾋﾛｱｷ 38 大阪府 サイクロトロンターゲッツ

223 尾上 正樹 ｵﾉｴ ﾏｻｷ 19 大阪府 大阪大学 257 尾崎 光正 ｵｻﾞｷ ﾐﾂﾏｻ 40 岡山県 チーム岡山

224 坂倉 青羽 ｻｶｸﾗ ｾｲﾊ 19 大阪府 258 星野 雅彦 ﾎｼﾉ ﾏｻﾋｺ 40 大阪府 TSJ

225 栗本 晃希 ｸﾘﾓﾄ ｺｳｷ 19 大阪府 大阪大学 259 藤田 雅史 ﾌｼﾞﾀ ﾏｻﾌﾐ 41 京都府

226 鶴田 健心 ﾂﾙﾀ ｹﾝｼﾝ 19 大阪府 大阪大学 260 Sandu Ionut ｻﾝﾄﾞｩ ﾖﾉﾂ 42 京都府 TeamZenko

227 村田 麻弦 ﾑﾗﾀ ﾏｲﾄ 19 京都府 大阪産業大学 261 齋木 幸太 ｻｲｷ ｺｳﾀ 42 京都府 Team hsj

228 篠原 舜宗 ｼﾉﾊﾗ ﾄｼﾑﾈ 20 大阪府 京都大学 262 築山 元樹 ﾂｷﾔﾏ ｹﾞﾝｷ 44 岡山県 チーム・グランプッチ

229 小西 優太郎 ｺﾆｼ ﾕｳﾀﾛｳ 20 京都府 team HSJ 263 坊 重輝 ﾎﾞｳ ｼｹﾞｷ 44 京都府 Team hsj

230 至田 恵人 ｼﾀﾞ ｹｲﾄ 21 大阪府 関西大学 264 佐藤 俊雄 ｻﾄｳ ﾄｼｵ 45 兵庫県 MiNERVA-asahi

231 荒木 哉大 ｱﾗｷ ｶﾅﾀ 21 大阪府 ZERO BIKE FACTORY 265 布施 啓富 ﾌｾ ﾋﾛﾄﾐ 48 兵庫県 VC VELOCE

232 伊藤 秀帆 ｲﾄｳ ﾋﾃﾞﾎ 21 大阪府 大阪大学 266 黒部 史彦 ｸﾛﾍﾞ ﾌﾐﾋｺ 49 愛知県 カンピオーネ

233 熊田 祥大 ｸﾏﾀﾞ ｼｮｳﾀ 21 兵庫県 267 木村 直司 ｷﾑﾗ ﾅｵｼﾞ 51 愛知県 カンピオーネ

234 水上 隆助 ﾐﾅｶﾐ ﾀｶｽｹ 22 京都府 同志社大学 268 小川 洸 ｵｶﾞﾜ ﾋｶﾙ 61 京都府 VC VELOCE

金太郎CUP×カルノパワー　スタート/11：45　17周(16.15km)　ゼッケン色(白)　68名
氏名 氏名



チャレンジリーグ'22-'23 堺浜クリテ 第1戦　エントリーリスト

No 年齢 地区 チーム名 No 年齢 地区 チーム名

801 柴田 兼志 ｼﾊﾞﾀ ｹﾝｼ 12 岐阜県 826 浅井 秀仁 ｱｻｲ ｼｭｳﾄ 19 奈良県 大阪公立大学サイクリング部

802 倉谷 希輝 ｸﾗﾀﾆ ｷﾗ 12 愛知県 ORCA CYCLING TEAM 827 緩詰 大地 ﾕﾙﾂﾞﾒ ﾀﾞｲﾁ 19 大阪府

803 大里 真琴 ｵｵｻﾄ ﾏｺﾄ 14 三重県 828 馬場 智章 ﾊﾞﾊﾞ ﾄﾓｱｷ 19 大阪府 Team DAHHHLIA

804 和田 渉夢 ﾜﾀﾞ ｱﾕﾑ 14 大阪府 829 寒川 慎也 ｻﾑｶﾜ ｼﾝﾔ 20 和歌山県 BRAGS和歌山

805 野々村 天貴 ﾉﾉﾑﾗ ｿﾗｷ 15 兵庫県 鬼腿 830 岡島 健生 ｵｶｼﾞﾏ ｹﾝｾｲ 20 大阪府 大阪公立大学サイクリング部

806 風本 秀明 ｶｾﾞﾓﾄ ﾋﾃﾞｱｷ 15 京都府 花園高校 831 上口 友輔 ｳｴｸﾞﾁ ﾕｳｽｹ 20 OMUCC ツーリング班

807 池田 亮瑛 ｲｹﾀﾞ ﾘｮｳｴｲ 16 兵庫県 ネギトロレーシング 832 山田 侑翼 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｽｹ 21 滋賀県 立命館トライアスロン部

808 吉成 蒼 ﾖｼﾅﾘ ｿｳ 16 兵庫県 ネギトロレーシング 833 西本 勇紀 ﾆｼﾓﾄ ﾕｳｷ 22 大阪府 大阪公立大学サイクリング部

809 山分 峻作 ﾔﾏﾜｹ ｼｭﾝｻｸ 16 大阪府 ネギトロレーシング 834 山田 愛斗 ﾔﾏﾀﾞ ｱｲﾄ 23 岐阜県

810 佐々木 航 ｻｻｷ ﾜﾀﾙ 16 大阪府 835 今野 利哉 ｺﾝﾉ ﾄｼﾔ 25 大阪府

811 西村 優太朗 ﾆｼﾑﾗ ﾕｳﾀﾛｳ 16 兵庫県 ネギトロレーシング 836 西井 翔 ﾆｼｲ ｶｹﾙ 26 大阪府

812 西尾 啓臣 ﾆｼｵ ｹｲｼﾝ 16 大阪府 堺高校自転車競技部 837 中地 恭司 ﾅｶﾁ ﾔｽｼ 26 大阪府

813 山本 祐人 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾄ 16 京都府 Team-SKKT 838 藤川 修佑 ﾌｼﾞｶﾜ ｼｭｳｽｹ 27 兵庫県 Innocent 

814 アスリヤディ 昴 ｱｽﾘﾔﾃﾞｨ ｽﾊﾞﾙ 16 OGT 839 冨田 海 ﾄﾐﾀ ｶｲ 27 大阪府 アンタレス

815 千草 栄翔 ﾁｸﾞｻ ｴｲﾄ 17 兵庫県 ネギトロレーシング 840 大西 啓介 ｵｵﾆｼ ｹｲｽｹ 28 大阪府 鍼灸vigoroad

816 葉田 和樹 ﾊﾀﾞ ｶｽﾞｷ 17 京都府 Team-SKKT 841 早川 佳秀 ﾊﾔｶﾜ ﾖｼﾋﾃﾞ 29 大阪府 Sazanqua

817 大城戸 渚 ｵｵｷﾄﾞ ﾅｷﾞｻ 17 大阪府 ネギトロレーシング 842 塩貝 黎 ｼｵｶﾞｲ ﾚｲ 29 京都府

818 宝谷 佳昭 ﾎｳﾀﾆ ﾖｼｱｷ 17 兵庫県 セルカリオレーシング 843 長谷川 徳之 ﾊｾｶﾞﾜ ﾉﾘﾕｷ 30 兵庫県

819 中島 佑生 ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳｷ 17 大阪府 844 柿原 和貴 ｶｷﾊﾗ ｶｽﾞｷ 30 大阪府 カシャロ水曜夜練

820 嶋津 翔真 ｼﾏﾂﾞ ｼｮｳﾏ 17 兵庫県 Teenager Fancies 845 久保 聖士郎 ｸﾎﾞ ｾｲｼﾛｳ 31 大阪府

821 岩元 優幸 ｲﾜﾓﾄ ﾏｻﾕｷ 17 大阪府 team NISIJIMA PROJECT 846 日浦 隆一 ﾋｳﾗ ﾘｭｳｲﾁ 31 大阪府

822 宮崎 弘涼 ﾐﾔｻﾞｷ ｺｳｽｹ 17 兵庫県 Innocent 847 川久保 直希 ｶﾜｸﾎﾞ ﾅｵｷ 33 奈良県 王寺ランナーズ

823 元村 健人 ﾓﾄﾑﾗ ｹﾝﾄ 18 大阪府 848 山下 和也 ﾔﾏｼﾀ ｶｽﾞﾔ 34 兵庫県 セルカリオレーシング

824 平方 遥翔 ﾋﾗｶﾀ ﾊﾙﾄ 18 大阪府 近畿大学体育会トライアスロン部 849 井ノ上 泰雅 ｲﾉｳｴ ﾔｽﾉﾘ 34 奈良県 shiroz

825 重村 彩稀 ｼｹﾞﾑﾗ ｻｷ 18 大阪府 850 津田 智弘 ﾂﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ 36 兵庫県 greed racing

No 年齢 地区 チーム名 No 年齢 地区 チーム名

901 兵藤 保善 ﾋｮｳﾄﾞｳ ﾓﾘﾖｼ 37 兵庫県 RED SCAM cycling team 926 大浜 真志 ｵｵﾊﾏ ﾏｻｼ 49 兵庫県 662CCC

902 岡田 直也 ｵｶﾀﾞ ﾅｵﾔ 38 兵庫県 927 西井 義隆 ﾆｼｲ ﾖｼﾀｶ 50 大阪府

903 大栗 章博 ｵｵｸﾞﾘ ｱｷﾋﾛ 39 大阪府 928 藤井 衛 ﾌｼﾞｲ ﾏﾓﾙ 51 大阪府 大杉走輪

904 市山 翼 ｲﾁﾔﾏ ﾂﾊﾞｻ 39 兵庫県 シソイチ友の会 929 岡田 英次 ｵｶﾀﾞ ﾋﾃﾞﾂｸﾞ 51 奈良県 TeamWish powerd by 山下塾

905 保川 晃範 ﾔｽｶﾜ ｱｷﾉﾘ 40 奈良県 EURO-WORKS Racing 930 坂上 統 ｻｶｶﾞﾐ ｱﾂﾑ 51 OGT

906 小塚 昌弘 ｺﾂﾞｶ ﾏｻﾋﾛ 40 京都府 931 水田 昌宏 ﾐｽﾞﾀ ﾏｻﾋﾛ 52 大阪府 CWASPアタリ前田

907 西阪 紘次 ﾆｼｻｶ ｺｳｼﾞ 40 兵庫県 ソーシャルクラブ 932 岡田 和宏 ｵｶﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 52 奈良県 EURO-WORKS Racing

908 垣内 晶 ｶｷｳﾁ ｱｷﾗ 41 兵庫県 933 大里 和広 ｵｵｻﾄ ｶｽﾞﾋﾛ 52 三重県

909 田中 洋志 ﾀﾅｶ ﾋﾛｼ 41 京都府 934 竹内 ヤスシ ﾀｹｳﾁ ﾔｽｼ 52 大阪府 ZEON マットアングラー隊

910 下門 人史 ｼﾓｼﾞｮｳ ﾋﾄｼ 41 兵庫県 Slowly Cruising 935 﨏田 政男 ｻｺﾀﾞ ﾏｻｵ 53 大阪府 TeamWish powered by 山下塾

911 高橋 亮一 ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳｲﾁ 42 大阪府 936 幸田 力 ｺｳﾀﾞ ﾁｶﾗ 53 兵庫県 greed racing

912 津村 晃佑 ﾂﾑﾗ ｺｳｽｹ 42 大阪府 937 眞鍋 勝己 ﾏﾅﾍﾞ ｶﾂﾐ 54 兵庫県 一兵卒

913 三木 克敏 ﾐｷ ｶﾂﾄｼ 42 兵庫県 Social Club 938 岡田 浩司 ｵｶﾀﾞ ｺｳｼﾞ 54 大阪府 team squadra

914 佐藤 康夫 ｻﾄｳ ﾔｽｵ 44 兵庫県 ISCS 939 養會 謙一郎 ﾖｳｴ  ｹﾆﾁﾛｳ 55 OGT

915 佐藤 雅之 ｻﾄｳ ﾏｻﾕｷ 44 兵庫県 大杉走輪 940 採澤 正人 ｻｲｻﾞﾜ ﾏｻﾄ 55 兵庫県

916 岩本 元仁 ｲﾜﾓﾄ ﾓﾄﾋﾄ 44 大阪府 941 東 徹 ｱｽﾞﾏ ﾄｵﾙ 56 和歌山県 オースティン サイクル

917 中川 尊雄 ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｶｵ 45 大阪府 チーム大雅ーす 942 辻尾 健彦 ﾂｼﾞｵ ﾀｹﾋｺ 56 大阪府

918 桐山 岳彦 ｷﾘﾔﾏ ﾀｹﾋｺ 45 大阪府 943 新井 琢磨 ｱﾗｲ ﾀｸﾏ 57 大阪府 Bike Team 回転木馬

919 霜山 真作 ｼﾓﾔﾏ ｼﾝｻｸ 45 大阪府 シケテルズ/662ccc 944 林 秀樹 ﾊﾔｼ ﾋﾃﾞｷ 61 奈良県 Euro-Works Racing

920 永恵 太朗 ﾅｶﾞｴ ﾀﾛｳ 47 大阪府 945 﨑濱 卓司 ｻｷﾊﾏ ﾀｶｼ 64 和歌山県 強力馬力自転車屋

921 竹内 堅太郎 ﾀｹｳﾁ ｹﾝﾀﾛｳ 48 京都府 3002 古川 鈴奈 ﾌﾙｶﾜ ﾘﾅ 大阪府 TEAM CSK

922 川口 和也 ｶﾜｸﾞﾁ ｶｽﾞﾔ 49 大阪府 大杉走輪 3003 楠本 鮎美 ｸｽﾓﾄ ｱﾕﾐ 大阪府

923 岡田 光司 ｵｶﾀﾞ ｺｳｼﾞ 49 兵庫県 大杉走輪 3004 宮川 ひな ﾐﾔｶﾞﾜ ﾋﾅ 兵庫県 なし

924 池本 卓史 ｲｹﾓﾄ ﾀｸｼﾞ 49 和歌山県 オースティンサイクル 3005 辻之内 真理 ﾂｼﾞﾉｳﾁ ﾏﾘ 奈良県 EURO-WORKS Racing

925 北岡 正路 ｷﾀｵｶ ﾏｻﾐﾁ 49 大阪府 HIRAKOKU

ビギナーⅡ・1組　スタート/12：55　7周(6.65km)　 ゼッケン色(白) 　50名
氏名 氏名

ビギナーⅡ・2組　スタート/13：10　7周(6.65km)　 ゼッケン色(青) 　49名
氏名 氏名



チャレンジリーグ'22-'23 堺浜クリテ 第1戦　エントリーリスト

No 年齢 地区 チーム名 No 年齢 地区 チーム名

301 小阪 琉碧 ｺｻｶ ﾘｭｳｾｲ 13 兵庫県 327 本田 博 ﾎﾝﾀﾞ ﾋﾛｼ 35 大阪府 大杉走輪

302 松本 大悟 ﾏﾂﾓﾄ ﾀﾞｲｺﾞ 14 兵庫県 328 水口 光夫 ﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾐﾂｵ 36 大阪府

303 米谷 健太郎 ｺﾒﾀﾆ ｹﾝﾀﾛｳ 16 滋賀県 329 山科 博紀 ﾔﾏｼﾅ ﾋﾛｷ 37 大阪府

304 増見 浩気 ﾏｽﾐ ﾋﾛｷ 16 兵庫県 ネギトロレーシング 330 西川 和也 ﾆｼｶﾜ ｶｽﾞﾔ 38 京都府 H.O.P

305 福井 聖 ﾌｸｲ ﾀｶｼ 16 滋賀県 花園高校 331 西阪 紘次 ﾆｼｻｶ ｺｳｼﾞ 40 兵庫県 ソーシャルクラブ

306 武藤 悠月 ﾑﾄｳ ﾕﾂﾞｷ 16 愛知県 332 奥田 堅二 ｵｸﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 40 奈良県 EURO-WORKS Racing

307 谷口 哉斗 ﾀﾆｸﾞﾁ ｶﾅﾄ 17 滋賀県 Team-SKKT 333 左居 宗礼 ｻｲ ﾑﾈﾕｷ 40 大阪府 中百舌鳥サイクリングクラブ

308 松元 皐輝 ﾏﾂﾓﾄ ｺｳｷ 17 滋賀県 Team‐SKKT 334 中森 雅人 ﾅｶﾓﾘ ﾏｻﾄ 42 三重県 EURO-WORKS Racing

309 北口 尚希 ｷﾀｸﾞﾁ ﾀｶｷ 18 大阪府 335 坪井 章浩 ﾂﾎﾞｲ ｱｷﾋﾛ 42 大阪府

310 池田 光希 ｲｹﾀﾞ ﾐﾂｷ 19 大阪府 336 松本 知也 ﾏﾂﾓﾄ ﾄﾓﾔ 43 兵庫県 まいくろらいだぁす！

311 小野 誠也 ｵﾉ ｾｲﾔ 19 京都府 Team hsj 337 冨塚 紘樹 ﾄﾐﾂﾞｶ ﾋﾛｷ 43 大阪府 GSJ

312 金田 匠 ｶﾈﾀﾞ ﾀｸﾐ 21 京都府 Team HSJ 338 渡邉 哲彦 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾃﾂﾋｺ 43 岐阜県 KYB-works

313 大日向 陽生 ｵｵﾋﾅﾀ ﾊﾙｷ 21 京都府 RCC 339 掛橋 北斗 ｶｹﾊｼ ﾎｸﾄ 44 徳島県

314 谷口 涼太 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾘｮｳﾀ 21 京都府 Sky High 340 松田 和凡 ﾏﾂﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 44 兵庫県

315 石川 琢弥 ｲｼｶﾜ ﾀｸﾐ 25 京都府 341 西浦 敬一 ﾆｼｳﾗ ｹｲｲﾁ 46 奈良県 多武峰朝練

316 川村 勇登 ｶﾜﾑﾗ ﾊﾔﾄ 25 京都府 342 澤井 正和 ｻﾜｲ ﾏｻｶｽﾞ 47 兵庫県

317 勝 優貴 ｶﾂ ﾕｳｷ 27 大阪府 Infinity Style 343 黒部 史彦 ｸﾛﾍﾞ ﾌﾐﾋｺ 49 愛知県 カンピオーネ

318 吉田 大貴 ﾖｼﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 28 大阪府 344 佐々木 善満 ｻｻｷ ﾖｼﾐﾂ 50 京都府 VC VELOCE Prossimo 

319 後藤 佑太 ｺﾞﾄｳ ﾕｳﾀ 28 大阪府 345 山田 貞敏 ﾔﾏﾀﾞ ｻﾀﾞﾄｼ 52 兵庫県

320 寺岡 優一 ﾃﾗｵｶ ﾕｳｲﾁ 28 大阪府 チーム闇練 346 松木 謙吉 ﾏﾂｷ ｹﾝｷﾁ 53 京都府 VC VELOCE Prossimo

321 Taufiq hermawan ﾄﾋﾟｯｸ ﾍﾙﾏﾜﾝ 29 OGT 347 真弓 勝志 ﾏﾕﾐ ｶﾂﾕｷ 53 大阪府

322 葉山 毅 ﾊﾔﾏ ﾂﾖｼ 29 兵庫県 348 河野 勝義 ｶﾜﾉ ｶﾂﾖｼ 57 大阪府

323 大倉 隆慈 ｵｵｸﾗ ﾘｭｳｼﾞ 30 奈良県 EURO-WORKS Racing 3006 安藤 奏子 ｱﾝﾄﾞｳ ｶﾅｺ 大阪府 Team スクアドラ

324 佐野 久寿 ｻﾉ ﾋｻﾄｼ 30 大阪府 闇練 3007 河野 典子 ｺｳﾉ ﾉﾘｺ 大阪府 Team Zenko

325 林 祐真 ﾊﾔｼ ﾕｳﾏ 30 兵庫県 3008 筒井 楓 ﾂﾂｲ ｶｴﾃﾞ TEAM SPORTSKID ZYYX

326 榎本 倫晃 ｴﾉﾓﾄ ﾉﾘｱｷ 34 大阪府 T1

ビギナーⅠ　スタート/13：25　9周(8.55km)　 ゼッケン色(白) 　51名
氏名 氏名



チャレンジリーグ'22-'23 堺浜クリテ 第1戦　エントリーリスト

No 年齢 地区 チーム名 No 年齢 地区 チーム名

2101 岡嶋 空良 ｵｶｼﾞﾏ ｿﾗ 13 京都府 京都向陽サイクルスポーツクラブ 2401 保川 晃範 ﾔｽｶﾜ ｱｷﾉﾘ 40 奈良県 EURO-WORKS Racing

2102 倉谷 侠俐 ｸﾗﾀﾆ ｶｲﾘ 14 愛知県 ORCA CYCLING TEAM 2402 尾崎 光正 ｵｻﾞｷ ﾐﾂﾏｻ 40 岡山県 チーム岡山

2103 松田 奏太朗 ﾏﾂﾀﾞ ｿｳﾀﾛｳ 14 兵庫県 2403 渡邊 和尊 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞﾀｶ 41 大阪府 北摂自転車部

2104 村瀬 琶音 ﾑﾗｾ ﾊｵﾄ 14 岡山県 チーム グランプッチ 2404 竹村 伸宏 ﾀｹﾑﾗ ﾉﾌﾞﾋﾛ 42 奈良県 EURO-WORKS RACING

2105 中尾 涼介 ﾅｶｵ ﾘｮｳｽｹ 15 兵庫県 VC AVANZARE 2405 長谷川 敏二 ﾊｾｶﾞﾜ ﾄｼｼﾞ 43 岡山県 児島AC

2106 齋塲 時大 ｻｲﾊﾞ ｼﾞﾀﾞｲ 16 愛知県 名古屋高校 2406 宮川 淳 ﾐﾔｶﾜ ｼﾞｭﾝ 43 TTGミトロングV

2107 西尾 尚馬 ﾆｼｵ ｼｮｳﾏ 16 愛知県 名古屋高校 2407 酒井 宏典 ｻｶｲ ﾋﾛﾉﾘ 43 京都府 Bicycle Planner Cycle Team

2108 吉井 憲翔 ﾖｼｲ ｹﾝﾄ 17 和歌山県 2408 築山 元樹 ﾂｷﾔﾏ ｹﾞﾝｷ 44 岡山県 チーム・グランプッチ

2109 金森 智行 ｶﾅﾓﾘ ﾄﾓﾕｷ 17 大阪府 PADYAK RACING TEAM 2409 坊 重輝 ﾎﾞｳ ｼｹﾞｷ 44 京都府 Team hsj

2110 多田 翔飛 ﾀﾀﾞ ｶｹﾄ 18 兵庫県 神崎高校 2410 ASRIYADI CHAHYADI ｱｽﾘﾔﾃﾞｨ ﾁｬﾌﾔﾃﾞｨ 44 OGT

2111 古本 尚大 ｺﾓﾄ ｼｮｳﾀﾞｲ 19 大阪府 OUHS RACING TEAM 2411 田中 大典 ﾀﾅｶ ﾋﾛﾉﾘ 44 京都府 Bicycle Planner Cycle Team

2112 藤井 崇弘 ﾌｼﾞｲ ﾀｶﾋﾛ 19 京都府 2412 中川 尊雄 ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｶｵ 45 大阪府 チーム大雅ーす

2113 吉田 晴登 ﾖｼﾀﾞ ﾊﾙﾄ 19 徳島県 徳島大学 2413 竹中 宏司 ﾀｹﾅｶ ﾋﾛｼ 45 兵庫県 Lontano宝塚

2114 篠崎 裕希 ｼﾉｻﾞｷ ﾕｳｷ 19 奈良県 大阪大学 2414 Rudi Istanto ﾙﾃﾞｨ ｲｽﾀﾝﾄ 46 OGT

2115 古賀 仁誠 ｺｶﾞ ｼﾞﾝｾｲ 19 大阪府 関西大学 2415 東條 康宏 ﾄｳｼﾞｮｳ ﾔｽﾋﾛ 46 大阪府

2116 橋本 勝央 ﾊｼﾓﾄ ｼｮｳｵ 19 滋賀県 WHITE JACK 2416 萬木 啓介 ﾏﾝｷ ｹｲｽｹ 47 大阪府 EURO-WORKS Racing

2117 永井 謙介 ﾅｶﾞｲ ｹﾝｽｹ 19 兵庫県 おいっと 2417 井上 成樹 ｲﾉｳｴ ｼｹﾞｷ 47 大阪府

2118 南野 太一 ﾐﾅﾐﾉ ﾀｲﾁ 19 大阪府 おいっと 2418 布施 啓富 ﾌｾ ﾋﾛﾄﾐ 48 兵庫県 VC VELOCE

2201 松谷 紘明 ﾏﾂﾀﾆ ﾋﾛｱｷ 20 徳島県 徳島大学 2419 金栗 正明 ｶﾅｸﾞﾘ ﾏｻｱｷ 49 大阪府 Lontano宝塚

2202 寒川 慎也 ｻﾑｶﾜ ｼﾝﾔ 20 和歌山県 BRAGS和歌山 2501 南里 勝由 ﾅﾝﾘ ｶﾂﾖｼ 50 徳島県 徳島サイクルレーシング

2203 河野 太星 ｶﾜﾉ ﾀｲｾｲ 20 大阪府 大阪大学 2502 片岡 敏一 ｶﾀｵｶ ﾄｼｶｽﾞ 50 鳥取県 SANIN Blitz

2204 雪井 隆臣 ﾕｷｲ ﾀｶｵﾐ 20 大阪府 おいっと 2503 寺田 光一 ﾃﾗﾀﾞ ｺｳｲﾁ 50 兵庫県

2205 富永 涼斗 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾘｮｳﾄ 20 大阪府 おいっと 2504 岡田 英次 ｵｶﾀﾞ ﾋﾃﾞﾂｸﾞ 51 奈良県 TeamWish powerd by 山下塾

2206 廣藤 蓮 ﾋﾛﾌｼﾞ ﾚﾝ 20 大阪府 おいっと 2505 加藤 智樹 ｶﾄｳ ﾄﾓｷ 51 愛知県

2207 山本 匠 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｸﾐ 20 徳島県 徳島大学 2506 田中 博之 ﾀﾅｶ ﾋﾛﾕｷ 51 兵庫県 Lontano宝塚

2208 宮脇 陸徳 ﾐﾔﾜｷ ﾘｸﾄ 21 大阪府 TEAM CSK 2507 加藤 義隆 ｶﾄｳ ﾖｼﾀｶ 52 大阪府 ミネルヴァ

2209 山田 侑翼 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｽｹ 21 滋賀県 立命館トライアスロン部 2508 山地 信也 ﾔﾏﾁ ｼﾝﾔ 52 大阪府 Lontano 宝塚

2210 至田 恵人 ｼﾀﾞ ｹｲﾄ 21 大阪府 関西大学 2509 松田 二郎 ﾏﾂﾀﾞ ｼﾞﾛｳ 52 大阪府

2211 水上 隆助 ﾐﾅｶﾐ ﾀｶｽｹ 22 京都府 同志社大学 2510 真弓 勝志 ﾏﾕﾐ ｶﾂﾕｷ 53 大阪府

2212 服部 太洋 ﾊｯﾄﾘ ﾀｲﾖｳ 22 兵庫県 2511 﨏田 政男 ｻｺﾀﾞ ﾏｻｵ 53 大阪府 TeamWish powered by 山下塾

2213 上原 健 ｳｴﾊﾗ ｹﾝ 22 兵庫県 2512 水田 陽三 ﾐｽﾞﾀ ﾖｳｿﾞｳ 54 兵庫県 Lontano宝塚

2214 吉田 健祐 ﾖｼﾀﾞ ｹﾝｽｹ 22 兵庫県 セルカリオレーシング 2513 大森 佳治 ｵｵﾓﾘ ｹｲｼﾞ 54 大阪府

2215 峯俊 友哉 ﾐﾈﾄｼ ﾕｳﾔ 25 大阪府 2514 藤澤 道彦 ﾌｼﾞｻﾜ ﾐﾁﾋｺ 54 京都府

2216 石川 琢弥 ｲｼｶﾜ ﾀｸﾐ 25 京都府 2515 圓尾 大次郎 ﾏﾙｵ ﾀﾞｲｼﾞﾛｳ 54 兵庫県 グランデパール播磨

2217 奥村 祐希 ｵｸﾑﾗ ﾕｳｷ 25 岡山県 イナーメ信濃山形 2516 石川 真広 ｲｼｶﾜ ﾏｻﾋﾛ 55 大阪府 Lontano宝塚

2218 藤原 佑介 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｳｽｹ 25 香川県 2517 佐々木 暖 ｻｻｷ ﾀﾞﾝ 55 奈良県 ＥＵＲＯ-ＷＯＲＫＳ Ｒａｃｉｎｇ

2219 郷原 輝久 ｺﾞｳﾊﾗ ﾃﾙﾋｻ 26 京都府 team hsj 2518 横田 隆雄 ﾖｺﾀ ﾀｶｵ 55 茨城県 ＶＣ福岡マスターズ関西

2220 山崎 雅也 ﾔﾏｻｷ ﾏｻﾔ 28 TTGミトロングV 2519 川口 歩 ｶﾜｸﾞﾁ ｱﾕﾑ 56 愛知県

2301 大倉 隆慈 ｵｵｸﾗ ﾘｭｳｼﾞ 30 奈良県 EURO-WORKS Racing 2520 吾妻 健夫 ｱﾂﾞﾏ ﾀｹｵ 57 京都府 Bicycle Color

2302 中川 幹大 ﾅｶｶﾞﾜ ﾓﾄﾋﾛ 30 2521 藤原 幹也 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾐｷﾔ 57 大阪府 あすなろP

2303 北野 裕也 ｷﾀﾉ ﾕｳﾔ 31 和歌山県 2522 小西 竜也 ｺﾆｼ ﾀﾂﾔ 58 滋賀県 ライフレーシングクラブ

2304 村井 優一 ﾑﾗｲ ﾕｳｲﾁ 32 大阪府 2523 小林 一義 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾖｼ 58 兵庫県

2305 川久保 直希 ｶﾜｸﾎﾞ ﾅｵｷ 33 奈良県 王寺ランナーズ 2601 大井 憲太郎 ｵｵｲ ｹﾝﾀﾛｳ 61 滋賀県 FUKADAまじりんぐ

2306 赤松 大貴 ｱｶﾏﾂ ﾀﾞｲｷ 33 兵庫県 soleil de lest 2602 日野 桂 ﾋﾉ ｶﾂﾗ 61 兵庫県 VC VELOCE Prossimo

2307 玉木 睦大 ﾀﾏｷ ﾄﾓﾋﾛ 34 岡山県 pursuing speed 2603 若松 三郎 ﾜｶﾏﾂ ｻﾌﾞﾛｳ 61 兵庫県 Lontano宝塚

2308 恩田 勇輝 ｵﾝﾀﾞ ﾕｳｷ 35 大阪府 Bicycle Planner Cycle Team 2604 金田 圭司 ｶﾅﾀ ｹｲｼ 63 大阪府

2309 渡辺 伸悟 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝｺﾞ 35 三重県 2605 阿蘓 正登 ｱｿ ﾏｻﾄ 65 大阪府

2310 Handoko Prabowo ﾊﾝﾄﾞｺ ﾌﾟﾗﾎﾞｦ 36 OGT 5001 古川 鈴奈 ﾌﾙｶﾜ ﾘﾅ 大阪府 TEAM CSK

2311 岩本 勝 ｲﾜﾓﾄ ﾏｻﾙ 37 兵庫県 グランデパール播磨 5002 楢村 彩莉 ﾅﾗﾑﾗ ｱｲﾘ 京都府 立命館大学体育会トライアスロン部

2312 兵藤 保善 ﾋｮｳﾄﾞｳ ﾓﾘﾖｼ 37 兵庫県 RED SCAM cycling team 5003 木下 遥奈 ｷﾉｼﾀ ﾊﾙﾅ 岡山県 チームグランプッチ

2313 塩飽 彬 ｼﾜｸ ｱｷﾗ 37 大阪府 北摂自転車部 5004 宮川 ひな ﾐﾔｶﾞﾜ ﾋﾅ 兵庫県 なし

2314 野尻 裕介 ﾉｼﾞﾘ ﾕｳｽｹ 37 大阪府 PEDAL SASSOON 5005 渡邊 美佳 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｶ 大阪府

2315 丸田 晋司 ﾏﾙﾀ ｼﾝｼﾞ 39 大阪府 Astama Cycling Team

FOOTMAX杯　90分エンデューロ　スタート/14：15　ゼッケン色(赤) 　105名
氏名 氏名


