
チャレンジリーグ'22-'23 堺浜クリテ 第5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 清水 直太郎 ｼﾐｽﾞ ﾅｵﾀﾛｳ 13 大阪府 25 代田 康平 ｼﾛﾀ ｺｳﾍｲ 37 奈良県

2 木嶋 こうき ｷｼﾞﾏ ｺｳｷ 14 大阪府 26 源摩 享平 ｹﾞﾝﾏ ｷｮｳﾍｲ 37 大阪府

3 蒋 秉一 ｼｮｳ ﾍｲｲﾁ 14 大阪府 Mr.s 27 益田 明 ﾏｽﾀﾞ ｱｷﾗ 38 滋賀県 立川CS Racing

4 井伊 陸月 ｲｲ ﾘﾂｷ 14 愛知県 ORCA CYCLING TEAM 28 辻本 大介 ﾂｼﾞﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ 38 大阪府

5 松本 大和 ﾏﾂﾓﾄ ﾔﾏﾄ 14 滋賀県 LOKO Racing 29 福薗 駿介 ﾌｸｿﾞﾉ ｼｭﾝｽｹ 38 大阪府

6 榊原 琉衣 ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾙｲ 14 大阪府 30 松谷 慎也 ﾏﾂﾀﾆ ｼﾝﾔ 40 奈良県 ケロリン

7 向井 達馬 ﾑｶｲ ﾀﾂﾏ 16 大阪府 31 石田 壮平 ｲｼﾀﾞ ｿｳﾍｲ 41 愛知県 TCKR

8 山中 渚瑠 ﾔﾏﾅｶ ﾅﾙ 16 大阪府 32 久保 充司 ｸﾎﾞ ﾐﾂｼﾞ 42 和歌山県 オースティンサイクル

9 大前 匠太朗 ｵｵﾏｴ ｼｮｳﾀﾛｳ 16 大阪府 Mr.S 33 奥村 一志 ｵｸﾑﾗ ｶｽﾞｼ 44 大阪府 チームgennma

10 荒木 颯 ｱﾗｷ ﾊﾔﾄ 17 大阪府 KSU Racing 34 山本 哲 ﾔﾏﾓﾄ ｻﾄｼ 48 大阪府 HARADAレーシング

11 佐野 瑞樹 ｻﾉ ﾐｽﾞｷ 17 岡山県 SCR 35 伊藤 嘉秀 ｲﾄｳ ﾖｼﾋﾃﾞ 49 大阪府

12 北川 空 ｷﾀｶﾞﾜ ｿﾗ 18 大阪府 KSU Racing 36 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

13 井上 貴寧 ｲﾉｳｴ ﾀｶﾈ 18 兵庫県 大阪経済大学自転車部 37 木村 義行 ｷﾑﾗ ﾖｼﾕｷ 50 大阪府 おもちクラブ

14 土屋 友一 ﾂﾁﾔ ﾕｳｲﾁ 19 兵庫県 38 津田 直樹 ﾂﾀﾞ ﾅｵｷ 50 大阪府

15 菅野 陽介 ｽｶﾞﾉ ﾖｳｽｹ 20 大阪府 39 松村 英信 ﾏﾂﾑﾗ ﾋﾃﾞﾉﾌﾞ 50 大阪府 ソレ塾

16 関川 慧 ｾｷｶﾞﾜ ｻﾄｼ 21 兵庫県 40 青木 英男 ｱｵｷ ﾋﾃﾞｵ 51 和歌山県 MRC

17 岩崎 航 ｲﾜｻｷ ﾜﾀﾙ 30 大阪府 41 吉田 巧 ﾖｼﾀﾞ ﾀｸﾐ 51 大阪府 H.O.P

18 日浦 隆一 ﾋｳﾗ ﾘｭｳｲﾁ 31 大阪府 42 水田 陽三 ﾐｽﾞﾀ ﾖｳｿﾞｳ 54 兵庫県 Lontano宝塚

19 植井 勝也 ｳｴｲ ｶﾂﾔ 32 大阪府 43 採澤 正人 ｻｲｻﾞﾜ ﾏｻﾄ 55 兵庫県

20 下垣 光斗 ｼﾓｶﾞｷ ﾃﾙﾄ 32 大阪府 44 東 徹 ｱｽﾞﾏ ﾄｵﾙ 56 和歌山県 オースティンサイクル

21 下ノ坊 祐樹 ｼﾓﾉﾎﾞｳ ﾕｳｷ 32 大阪府 45 中谷 好孝 ﾅｶﾀﾆ ﾖｼﾀｶ 60 和歌山県

22 堀内 心太郎 ﾎﾘｳﾁ ｼﾝﾀﾛｳ 35 大阪府 46 寺谷 雅樹 ﾃﾗﾀﾆ ﾏｻｷ 60 大阪府

23 小笹 哲矢 ｵｻﾞｻ ﾃﾂﾔ 35 京都府 カキちゃん green lotus 47 徳橋 貴子 ﾄｸﾊｼ ﾀｶｺ 大阪府

24 樋口 暢世 ﾋｸﾞﾁ ﾐﾂﾄｼ 36 京都府 48 松谷 夏実 ﾏﾂﾀﾆ ﾅﾂﾐ 奈良県 ケロリン

No 年齢 地区 チーム名 No 年齢 地区 チーム名

52 徳永 高宣 ﾄｸﾅｶﾞ ﾀｶﾉﾌﾞ 10 大阪府 ゴールドブラウン 61 石田 陸斗 ｲｼﾀﾞ ﾘｸﾄ 11 愛知県 TCKR

53 奥谷 将全 ｵｸﾀﾆ ﾋﾅﾀ 10 大阪府 team axis 62 柴田 太治 ｼﾊﾞﾀ ﾀｲｼﾞ 11 香川県 高松市サイクルスポーツ少年団

54 青井 鷲大 ｱｵｲ ｼｭｳﾀﾞｲ 10 大阪府 Team COSMIC 63 原 諒成 ﾊﾗ ﾘｮｳｾｲ 12 奈良県

55 蔭山 和夢 ｶｹﾞﾔﾏ ﾅｺﾞﾑ 11 大阪府 64 堀井 昴 ﾎﾘｲ ｽﾊﾞﾙ 12 滋賀県 Team Zenko

56 合田 蓮 ｺﾞｳﾀﾞ ﾚﾝ 11 香川県 高松サイクルスポーツ少年団 65 鮫島 伶碧 ｻﾒｼﾏ ﾚｵ 12 鹿児島県 シエルブルー エスポワール

57 山﨑 悠大 ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳﾀﾞｲ 11 大阪府 宇陀サイクルレーシング 66 日下部 惺 ｸｻｶﾍﾞ ｾｲ 12 京都府

58 藤田 隼摩 ﾌｼﾞﾀ ｼｭﾝﾏ 11 奈良県 67 横山 航大 ﾖｺﾔﾏ ｺｳﾀﾞｲ 12 大阪府

59 佐野 将麻 ｻﾉ ｼｮｳﾏ 11 愛知県 ZERO BIKE FACTORY 68 堀場 愛咲 ﾎﾘﾊﾞ ｱｻｷ 12 大阪府

60 湊 真帆稀 ﾐﾅﾄ ﾏﾎｷ 11 香川県 69 小松 楽 ｺﾏﾂ ｶﾞｸ 12 滋賀県 アームズレーシング

No 年齢 地区 チーム名 No 年齢 地区 チーム名

71 木村 詠介 ｷﾑﾗ ｴｲｽｹ 7 大阪府 79 下ノ坊 蓮 ｼﾓﾉﾎﾞｳ ﾚﾝ 9 大阪府

72 小笹 橙香 ｵｻﾞｻ ﾄｳｶ 7 京都府 green lotus 80 石田 結衣 ｲｼﾀﾞ ﾕｲ 9 愛知県 TCKR

73 徳橋 大翔 ﾄｸﾊｼ ﾊﾙﾄ 7 大阪府 81 村田 心泰 ﾑﾗﾀ ﾓﾄﾔｽ 9 神奈川県

74 八坂 大輔 ﾔｻｶ ﾀﾞｲｽｹ 7 愛知県 THRAPPY 82 渡邉 水翔 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾅﾄ 9 京都府 THRAPPY

75 青井 瑛隼 ｱｵｲ ｴｲﾄ 8 大阪府 Team COSMIC 83 金澤 那旺 ｶﾅｻﾞﾜ ﾅｵ 9 大阪府 Coraggio Kawanishi Cycling Team Kids

76 藤田 楓 ﾌｼﾞﾀ ｶｴﾃﾞ 8 奈良県 84 山中 時生 ﾔﾏﾅｶ ﾄｳﾏ 9 大阪府

77 小島 蒼士 ｺｼﾞﾏ ｿｳｼ 8 京都府 FU-JIN RACING 85 アスリヤディ 明 ｱｽﾘﾔﾃﾞｨ ｱｷﾗ 9 OGT

78 佐野 真麻 ｻﾉ ﾏｱｻ 8 愛知県 ZERO BIKE FACTORY

No 年齢 地区 チーム名 No 年齢 地区 チーム名

91 大林 健太 ｵｵﾊﾞﾔｼ ｹﾝﾀ 4 滋賀県 98 村田 摩心 ﾑﾗﾀ ﾏｺ 5 神奈川県

92 堀井 崚 ﾎﾘｲ ﾘｮｳ 4 滋賀県 Team Zenko 99 福薗 治幸 ﾌｸｿﾞﾉ ﾊﾙﾕｷ 6 大阪府

93 山口 喜都 ﾔﾏｸﾞﾁ ｷｲﾁ 5 大阪府 100 木下 迅 ｷﾉｼﾀ ｼﾞﾝ 6 大阪府

94 倉谷 実怜 ｸﾗﾀﾆ ﾐｻﾄ 5 愛知県 101 石田 隼斗 ｲｼﾀﾞ ﾊﾔﾄ 6 愛知県 TCKR

95 前田 海惟 ﾏｴﾀﾞ ｶｲ 5 大阪府 102 岡本 宗壱郎 ｵｶﾓﾄ ｿｳｲﾁﾛｳ 6 大阪府 Team AXIS

96 八坂 愛菜 ﾔｻｶ ﾏﾅ 5 愛知県 THRAPPY 103 前田 凌空 ﾏｴﾀﾞ ﾘｸ 6 大阪府

97 山崎 颯太 ﾔﾏｻｷ ｿｳﾀ 5 大阪府

フレッシュマン　スタート/8：35　5周(4.75km)　 ゼッケン色(黄) 　48名
氏名 氏名

アンダー12　スタート/8：50　7周(6.65km)　ゼッケン色(白)　18名
氏名 氏名

アンダー9　スタート/9：10　4周(3.8km)　ゼッケン色(白)　15名
氏名 氏名

アンダー6　スタート/9：25　Ｓ1周(0.47km)　ゼッケン色(白)　13名
氏名 氏名



チャレンジリーグ'22-'23 堺浜クリテ 第5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 小阪 琉碧 ｺｻｶ ﾘｭｳｾｲ 13 兵庫県 Team ZERO UNO FRONTIER 1408 佐藤 俊雄 ｻﾄｳ ﾄｼｵ 45 兵庫県 MiNERVA-asahi

1102 小椋 琥心 ｵｸﾞﾗ ｺｺﾛ 15 大阪府 四天王寺東中学校 1409 寺川 弘泰 ﾃﾗｶﾜ ﾋﾛﾔｽ 46 大阪府

1103 安川 尚吾 ﾔｽｶﾜ ｼｮｳｺﾞ 15 愛知県 ORCA CYCLING TEAM 1410 石山 正樹 ｲｼﾔﾏ ﾏｻｷ 46 奈良県 多武峰朝練

1104 和泉 颯真 ｲｽﾞﾐ ﾘｮｳﾏ 16 大阪府 vc福岡 1411 窪野 隆 ｸﾎﾞﾉ ﾀｶｼ 46 大阪府

1105 小林 太輝 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｲｷ 16 大阪府 1412 濱田 心 ﾊﾏﾀﾞ ｼﾝ 46 和歌山県 紀州 Mizu Tama T'Backs

1106 西中 颯杜 ﾆｼﾅｶ ﾊﾔﾄ 16 兵庫県 1413 深瀬 知寛 ﾌｶｾ ﾄﾓﾋﾛ 47 大阪府 TAEMサイコロジーfeat.玄米子

1107 片山 悠明 ｶﾀﾔﾏ ﾕｳｱ 17 愛知県 Team kermis cross 1414 藤山 龍太 ﾌｼﾞﾔﾏﾘｭｳﾀ 47 TTGミトロングV

1108 松岡 勇斗 ﾏﾂｵｶ ﾕｳﾄ 17 愛媛県 松山学院高等学校 1415 伊藤 陽一 ｲﾄｳ ﾖｳｲﾁ 47 兵庫県

1109 宝谷 佳昭 ﾎｳﾀﾆ ﾖｼｱｷ 18 兵庫県 セルカリオレーシング 1416 矢野 知章 ﾔﾉ ﾄﾓｱｷ 48 兵庫県

1110 天野 裕太 ｱﾏﾉ ﾕｳﾀ 18 広島県 広島城北高校 1417 谷口 敦史 ﾀﾆｸﾞﾁ ｱﾂｼ 48 兵庫県

1111 池田 光希 ｲｹﾀﾞ ﾐﾂｷ 19 大阪府 1418 能田 義大 ﾉｳﾀﾞ ﾖｼﾋﾛ 48 徳島県 リキモリ・ビヨンドスター

1112 南野 太一 ﾐﾅﾐﾉ ﾀｲﾁ 19 大阪府 大阪工業大学 1419 大山 真 ｵｵﾔﾏ ﾏｺﾄ 49 愛知県

1113 奥田 丈翔 ｵｸﾀﾞ ﾀｹﾙ 19 京都府 1420 伊藤 嘉秀 ｲﾄｳ ﾖｼﾋﾃﾞ 49 大阪府

1201 馬場 智章 ﾊﾞﾊﾞ ﾄﾓｱｷ 20 大阪府 Team DAHHHLIA 1421 西山 貴之 ﾆｼﾔﾏ ﾀｶﾕｷ 49 兵庫県 iscs

1202 寒川 慎也 ｻﾑｶﾜ ｼﾝﾔ 20 和歌山県 1501 木村 義行 ｷﾑﾗ ﾖｼﾕｷ 50 大阪府 おもちクラブ

1203 谷口 蓮 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾚﾝ 21 大阪府 BICYCLE STEP 1502 佐々木 善満 ｻｻｷ ﾖｼﾐﾂ 50 京都府 VC VELOCE Prossimo

1204 関川 慧 ｾｷｶﾞﾜ ｻﾄｼ 21 兵庫県 1503 藤井 太稚 ﾌｼﾞｲ ﾀｲﾁ 51 大阪府 BICYCLE STEP

1205 至田 恵人 ｼﾀﾞ ｹｲﾄ 21 大阪府 関西大学 1504 五味 真次 ｺﾞﾐ ｼﾝｼﾞ 51 大阪府 Pジュク

1206 山崎 雅登 ﾔﾏｻﾞｷ ﾏｻﾄ 21 OMUCC ツーリング班 1505 辰巳 裕次郎 ﾀﾂﾐ ﾕｳｼﾞﾛｳ 51 滋賀県 サムズスピード

1207 原川 日向 ﾊﾗｶﾜ ﾋｭｳｶﾞ 23 京都府 立命館大学トライアスロン部 1506 與那城 正由 ﾖﾅｼﾛ ﾏｻﾖｼ 52 大阪府

1208 加藤 颯 ｶﾄｳ ﾊﾔﾃ 25 大阪府 1507 東海林 純一 ｼｮｳｼﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ 52 埼玉県

1209 城戸 俊輔 ｷﾄﾞ ｼｭﾝｽｹ 25 大阪府 1508 小嶋 敬二 ｺｼﾞﾏ ｹｲｼﾞ 53 石川県 KeiG

1210 岡本 涼 ｵｶﾓﾄ ﾘｮｳ 27 大阪府 VC VELOCE 1509 圓尾 大次郎 ﾏﾙｵ ﾀﾞｲｼﾞﾛｳ 55 兵庫県 グランデパール播磨

1211 寺岡 優一 ﾃﾗｵｶ ﾕｳｲﾁ 28 大阪府 チーム闇練 1510 加藤 克人 ｶﾄｳ ｶﾂﾋﾄ 57 徳島県

1212 大西 啓介 ｵｵﾆｼ ｹｲｽｹ 28 大阪府 TEAMサイコロジーfeat.玄米子 1511 岩本 昌志 ｲﾜﾓﾄ ﾏｻｼ 58 京都府 csy

1301 橋本 憲明 ﾊｼﾓﾄ ﾉﾘｱｷ 30 大阪府 アブアブの会 1512 福島 儀 ﾌｸｼﾏ ﾀﾀﾞｼ 58 大阪府 AXIS Cycling Team

1302 冨澤 豪志 ﾄﾐｻﾜ ﾂﾖｼ 30 奈良県 TEAMサイコロジー feat.玄米子 1601 中川 清志 ﾅｶｶﾞﾜｷﾖｼ 60 TTGミトロングV

1303 山本 晋也 ﾔﾏﾓﾄ ｼﾝﾔ 31 大阪府 アブアブの会 1602 足立 考司 ｱﾀﾞﾁ ﾀｶｼ 60 大阪府

1304 山田 修平 ﾔﾏﾀﾞ ｼｭｳﾍｲ 32 大阪府 アブアブの会 1603 大井 憲太郎 ｵｵｲ ｹﾝﾀﾛｳ 62 滋賀県 FUKADAまじりんぐ

1305 棒引 史朗 ﾎﾞｳﾋｷ ｼﾛｳ 34 和歌山県 紀州 Mizu Tama T'Backs 1604 安倍 正浩 ｱﾍﾞ ﾏｻﾋﾛ 63 大阪府

1306 山口 健太 ﾔﾏｸﾞﾁ ｹﾝﾀ 36 大阪府 1605 吉川 伸 ﾖｼｶﾜ ｼﾝ 67 奈良県 チーム米俵

1307 代田 康平 ｼﾛﾀ ｺｳﾍｲ 37 奈良県 4001 末次 愛実 ｽｴﾂｸﾞ ﾏﾅﾐ 大阪府

1308 佐藤 教行 ｻﾄｳ ﾉﾘﾕｷ 37 大阪府 BICYCLE STEP 4002 古川 鈴奈 ﾌﾙｶﾜ ﾘﾅ 大阪府

1309 山中 慶一 ﾔﾏﾅｶ ｹｲｲﾁ 38 大阪府 4003 鈴木 奈都美 ｽｽﾞｷ ﾅﾂﾐ 大阪府

1310 石井 晋也 ｲｼｲ ｼﾝﾔ 38 奈良県 4004 久門 里奈 ｷｭｳﾓﾝ ﾘﾅ 大阪府 TEAMサイコロジーfeat.玄米子

1311 木下 瞬 ｷﾉｼﾀ ｼｭﾝ 39 大阪府 4005 Baranyai Krisztina ﾎﾞﾛﾆｮｲ ｸﾘｽﾃｨﾅ 京都府 TeamZenko

1401 松井 嘉之 ﾏﾂｲ ﾖｼﾕｷ 41 兵庫県 4006 辻之内 真理 ﾂｼﾞﾉｳﾁ ﾏﾘ 奈良県 EURO-WORKS Racing

1402 堀井 長善 ﾎﾘｲ ﾅｶﾞﾖｼ 43 滋賀県 Team Zenko 4007 山内 昭子 TEAMサイコロジー feat.玄米子

1403 宮川 淳 ﾐﾔｶﾜｼﾞｭﾝ 43 TTGミトロングV 4008 田中 まさき ﾀﾅｶ ﾏｻｷ 京都府 PRT KOSEKI 金生堂

1404 金澤 裕貴 ｶﾅｻﾞﾜ ﾕｳｷ 43 大阪府 4009 柳澤 麗絵 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾘｴ 京都府 teamTKG

1405 掛橋 北斗 ｶｹﾊｼ ﾎｸﾄ 44 徳島県 4010 石山 香織 ｲｼﾔﾏ ｶｵﾘ 奈良県 多武峰朝練

1406 佐藤 雅之 ｻﾄｳ ﾏｻﾕｷ 44 兵庫県 大杉走輪 4011 川邉 由起子 ｶﾜﾍﾞ ﾕｷｺ 大阪府 Cycle CAT

1407 藤尾 大輔 ﾌｼﾞｵ ﾀﾞｲｽｹ 45 大阪府 TeamAXIS 4012 能田 綾子 ﾉｳﾀﾞ ｱﾔｺ 徳島県 リキモリ・ビヨンドスター

No 年齢 地区 チーム名 No 年齢 地区 チーム名

10 荒木 颯 ｱﾗｷ ﾊﾔﾄ 17 大阪府 KSU Racing 222 児島 魁士 ｺｼﾞﾏ ｲｻﾄ 16 興國高等学校自転車競技部

151 倉谷 希輝 ｸﾗﾀﾆ ｷﾗ 13 愛知県 ORCA CYCLING TEAM 223 今井  滉士 ｲﾏｲ  ｱｷﾄ 16 興國高等学校自転車競技部

152 小阪 琉碧 ｺｻｶ ﾘｭｳｾｲ 13 兵庫県 Team ZERO UNO FRONTIER 224 中山 冬麻 ﾅｶﾔﾏ ﾄｳﾏ 16 興國高等学校自転車競技部

153 佐野 凌麻 ｻﾉ ﾘｮｳﾏ 13 愛知県 ZERO BIKE FACTORY 225 三浦 颯馬 ﾐｳﾗ ｿｳﾏ 16 興國高等学校自転車競技部

154 村島 悠太 ﾑﾗｼﾏ ﾕｳﾀ 14 滋賀県 LOKO RACING 226 山本 溜牙 ﾔﾏﾓﾄ ﾘｭｳｶﾞ 16 興國高等学校自転車競技部

205 金澤 拓世 ｶﾅｻﾞﾜ ﾀｸﾄ 14 大阪府 CORAGGIO KAWANISHI U-19 227 正木 拓海 ﾏｻｷ ﾀｸﾐ 16 興國高等学校自転車競技部

206 川分 琉楓 ｶﾜｹ ﾘｲﾌ 14 滋賀県 ライフレーシングクラブ 228 壷井  一旭 ﾂﾎﾞｲ  ｶｽﾞｱｷ 16 興國高等学校自転車競技部

207 松田 奏太朗 ﾏﾂﾀﾞ ｿｳﾀﾛｳ 14 兵庫県 229 田中 颯真 ﾀﾅｶ ｿｳﾏ 17 興國高等学校自転車競技部

208 倉谷 侠俐 ｸﾗﾀﾆ ｶｲﾘ 15 愛知県 ORCA CYCLING TEAM 230 林 慶真 ﾊﾔｼ ｹｲｼﾝ 17 興國高等学校自転車競技部

209 安川 尚吾 ﾔｽｶﾜ ｼｮｳｺﾞ 15 愛知県 ORCA CYCLING TEAM 231 河村 元 ｶﾜﾑﾗ ﾊｼﾞﾒ 17 興國高等学校自転車競技部

210 小川 優哉 ｵｶﾞﾜ ﾕｳﾔ 16 徳島県 小松島西 232 稻吉 一生 ｲﾅﾖｼ ｲｯｾｲ 17 興國高等学校自転車競技部

211 和泉 颯真 ｲｽﾞﾐ ﾘｮｳﾏ 16 大阪府 vc福岡 301 蔭山 風翔 ｶｹﾞﾔﾏ ﾌｳﾄ 13 大阪府

212 鈴木 勇太 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾀ 17 愛知県 カンピオーネ 302 大捕 隼斗 ｵｵﾄﾘ ﾊﾔﾄ 13 香川県 高松サイクルスポーツ少年団

213 片山 悠明 ｶﾀﾔﾏ ﾕｳｱ 17 愛知県 Team kermis cross 303 杉本 壮優 ｽｷﾞﾓﾄ ｿｳ 14 愛知県 MKW

214 彦坂 拓真 ﾋｺｻｶ ﾀｸﾏ 17 大阪府 京都府立向陽高等学校 306 藤岡 利一 ﾌｼﾞｵｶ ﾘｲﾁ 15 岡山県

215 松岡 勇斗 ﾏﾂｵｶ ﾕｳﾄ 17 愛媛県 松山学院高等学校 310 堀池 知樹 ﾎﾘｲｹ ﾄﾓｷ 15 兵庫県

216 庄司 蓮太朗 ｼｮｳｼﾞ ﾚﾝﾀﾛｳ 17 和歌山県 TeamUKYO Reve 314 米谷 健太郎 ｺﾒﾀﾆ ｹﾝﾀﾛｳ 16 滋賀県 京都花園高校自動車競技部

217 吉井 憲翔 ﾖｼｲ ｹﾝﾄ 18 和歌山県 TeamUKYO Reve 315 西尾 啓臣 ﾆｼｵ ｹｲｼﾝ 16 大阪府 堺高校自転車競技部

218 天野 裕太 ｱﾏﾉ ﾕｳﾀ 18 広島県 広島城北高校 321 曽根 逞斗 ｿﾈ ﾕｷﾄ 17 大阪府 セルカリオレーシング

219 一守 大葵 ｲﾁﾓﾘ ﾀｲｷ 18 兵庫県 興國高校 504 坂口 義弥 ｻｶｸﾞﾁ ｱｷﾔ 17 大阪府 佐野工科高等学校自転車競技部

220 永尾 祐一郎 ﾅｶﾞｵ ﾕｳｲﾁﾛｳ 18 大阪府 505 葉田 和樹 ﾊﾀﾞ ｶｽﾞｷ 17 京都府 セルカリオレーシング

221 谷口 雅佳 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾏｻﾖｼ 16 興國高等学校自転車競技部

OGT presents ジュニア強化レース　スタート/11：15　15周(14.25km)　ゼッケン色(他) 　43名

ﾐﾄﾛﾝｸﾞ-V presents　60分エンデューロ　スタート/9：55　 ゼッケン色(緑) 　86名
氏名 氏名

氏名 氏名



チャレンジリーグ'22-'23 堺浜クリテ 第5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

651 福井 英樹 ﾌｸｲ ﾋﾃﾞｷ 46 大阪府 TEAM PRIMAVERA 714 東海林 純一 ｼｮｳｼﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ 52 埼玉県

652 皆戸 憲司 ﾐﾅﾄ ｹﾝｼﾞ 47 京都府 VC VELOCE  prossimo  715 竹内 ヤスシ ﾀｹｳﾁ ﾔｽｼ 53 大阪府 ZEON マットアングラー隊

653 萬木 啓介 ﾏﾝｷ ｹｲｽｹ 47 大阪府 EURO WORKS-Racing 716 小嶋 敬二 ｺｼﾞﾏ ｹｲｼﾞ 53 石川県 KeiG

654 伊藤 陽一 ｲﾄｳ ﾖｳｲﾁ 47 兵庫県 717 松木 謙吉 ﾏﾂｷ ｹﾝｷﾁ 53 京都府 VC VELOCE Prossimo

655 谷口 敦史 ﾀﾆｸﾞﾁ ｱﾂｼ 48 兵庫県 718 石原 康之 ｲｼﾊﾗ ﾔｽﾕｷ 53 大阪府 TEAM PRIMAVERA

656 大山 真 ｵｵﾔﾏ ﾏｺﾄ 49 愛知県 751 石川 真広 ｲｼｶﾜ ﾏｻﾋﾛ 55 大阪府 Lontano宝塚

657 西山 貴之 ﾆｼﾔﾏ ﾀｶﾕｷ 49 兵庫県 iscs 752 山田 唯史 ﾔﾏﾀﾞ ﾀﾀﾞｼ 57 大阪府 FAT2

658 黒部 史彦 ｸﾛﾍﾞ ﾌﾐﾋｺ 49 愛知県 カンピオーネ 754 加藤 克人 ｶﾄｳ ｶﾂﾋﾄ 57 徳島県

659 川口 和也 ｶﾜｸﾞﾁ ｶｽﾞﾔ 49 大阪府 大杉走輪 755 松井 久 ﾏﾂｲ ﾋｻｼ 57 大阪府 ペダル

660 左近 智彦 ｻｺﾝ ﾄﾓﾋｺ 49 大阪府 ソレ塾 756 藤原 幹也 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾐｷﾔ 57 大阪府 あすなろP

701 荻田 浩行 ｵｷﾞﾀ ﾋﾛﾕｷ 50 京都府 HyakuCycle 綾部 757 河野 勝義 ｶﾜﾉ ｶﾂﾖｼ 58 大阪府 大杉走輪

702 岡田 光司 ｵｶﾀﾞ ｺｳｼﾞ 50 兵庫県 大杉走輪 758 小西 竜也 ｺﾆｼ ﾀﾂﾔ 59 滋賀県 ライフレーシングクラブ

703 佐々木 善満 ｻｻｷ ﾖｼﾐﾂ 50 京都府 VC VELOCE Prossimo 759 村岡 勉 ﾑﾗｵｶ ﾂﾄﾑ 59 大阪府 ペダル

704 大村 一良 ｵｵﾑﾗ ｶｽﾞﾖｼ 51 大阪府 PC松本 801 足立 考司 ｱﾀﾞﾁ ﾀｶｼ 60 大阪府

705 南里 勝由 ﾅﾝﾘ ｶﾂﾖｼ 51 徳島県 徳島サイクルレーシング 802 三浦 茂 ﾐｳﾗ ｼｹﾞﾙ 61 奈良県 TeamM +CycleHouseM

706 五味 真次 ｺﾞﾐ ｼﾝｼﾞ 51 大阪府 Pジュク 803 前田 眞治 ﾏｴﾀﾞ ｼﾝｼﾞ 61 大阪府

707 木村 直司 ｷﾑﾗ ﾅｵｼﾞ 51 愛知県 カンピオーネ 804 大井 憲太郎 ｵｵｲ ｹﾝﾀﾛｳ 62 滋賀県 FUKADAまじりんぐ

708 森元 啓介 ﾓﾘﾓﾄ ｹｲｽｹ 52 大阪府 Team きたきつね 805 日笠 英明 ﾋｶｻ ﾋﾃﾞｱｷ 63 兵庫県 ソレイユ

709 岡田 和宏 ｵｶﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 52 奈良県 EURO-WORKS Racing 806 﨑濱 卓司 ｻｷﾊﾏ ﾀｶｼ 64 和歌山県 強力馬力自転車屋

710 鷹取 健太郎 ﾀｶﾄﾘ ｹﾝﾀﾛｳ 52 兵庫県 R2 CYCLING TEAM 851 鈴木 徹 ｽｽﾞｷ ﾄｵﾙ 65 大阪府 ナカガワRC

711 前田 義範 ﾏｴﾀﾞ ﾖｼﾉﾘ 52 大阪府 TRAP 852 阿蘓 正登 ｱｿ ﾏｻﾄ 65 大阪府

712 水田 昌宏 ﾐｽﾞﾀ ﾏｻﾋﾛ 52 大阪府 CWASPアタリ前田 853 吉川 伸 ﾖｼｶﾜ ｼﾝ 67 奈良県 チーム米俵

713 松田 二郎 ﾏﾂﾀﾞ ｼﾞﾛｳ 52 大阪府

FEELCAP presents おっさんずｶｯﾌﾟ　スタート/11：40　8周(7.6km)　ゼッケン色(白)　45名
氏名 氏名



チャレンジリーグ'22-'23 堺浜クリテ 第5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

151 倉谷 希輝 ｸﾗﾀﾆ ｷﾗ 13 愛知県 ORCA CYCLING TEAM 164 小川 祐毅 ｵｶﾞﾜ ﾕｳｷ 27 滋賀県 ストラーダ

152 小阪 琉碧 ｺｻｶ ﾘｭｳｾｲ 13 兵庫県 Team ZERO UNO FRONTIER 165 勝 優貴 ｶﾂ ﾕｳｷ 27 大阪府 Infinity Style

153 佐野 凌麻 ｻﾉ ﾘｮｳﾏ 13 愛知県 ZERO BIKE FACTORY 166 寺岡 優一 ﾃﾗｵｶ ﾕｳｲﾁ 28 大阪府 チーム闇練

154 村島 悠太 ﾑﾗｼﾏ ﾕｳﾀ 14 滋賀県 LOKO RACING 167 大倉 隆慈 ｵｵｸﾗ ﾘｭｳｼﾞ 30 奈良県 EURO-WORKS Racing

155 増見 浩気 ﾏｽﾐ ﾋﾛｷ 16 兵庫県 ネギトロレーシング 168 武内 匡一 ﾀｹｳﾁ ｷｮｳｲﾁ 33 大阪府 OUTDOORLIFE Racing

156 小野 誠也 ｵﾉ ｾｲﾔ 19 京都府 Team hsj 169 玉木 睦大 ﾀﾏｷ ﾄﾓﾋﾛ 34 岡山県

157 古本 尚大 ｺﾓﾄ ｼｮｳﾀﾞｲ 19 大阪府 大阪体育大学トライアスロン部 170 兵藤 保善 ﾋｮｳﾄﾞｳ ﾓﾘﾖｼ 37 兵庫県 REDSCAM CYCLING TEAM

158 永井 謙介 ﾅｶﾞｲ ｹﾝｽｹ 19 兵庫県 大阪工業大学 171 岩本 勝 ｲﾜﾓﾄ ﾏｻﾙ 37 兵庫県 グランデパール播磨

159 渡邉 龍太朗 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｭｳﾀﾛｳ 20 大阪府 セルカリオレーシング 172 西阪 紘次 ﾆｼｻｶ ｺｳｼﾞ 40 兵庫県 ソーシャルクラブ

160 楠本 善次 ｸｽﾓﾄ ｾﾞﾝｼﾞ 20 兵庫県 173 竹村 伸宏 ﾀｹﾑﾗ ﾉﾌﾞﾋﾛ 43 奈良県 EURO-WORKS RACING

161 平林 歩 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｱﾕﾑ 21 兵庫県 大阪経済法科大学 174 前村 悟 ﾏｴﾑﾗ ｻﾄﾙ 44 兵庫県 EURO-WORKS Racing

162 原川 日向 ﾊﾗｶﾜ ﾋｭｳｶﾞ 23 京都府 立命館大学トライアスロン部 175 奥 弘充 ｵｸ ﾋﾛﾓﾄ 52 大阪府 モリコウェーブ勇城

163 高瀬 亮 ﾀｶｾ ﾘｮｳ 26 愛知県 176 萩原 智樹 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾄﾓｷ 53 兵庫県 グランデパール播磨

No 年齢 地区 チーム名 No 年齢 地区 チーム名

201 奥山 太郎 ｵｸﾔﾏ ﾀﾛｳ 27 北海道 YURIFitCyclingTEAM 226 山本 溜牙 ﾔﾏﾓﾄ ﾘｭｳｶﾞ 16 興國高等学校自転車競技部

202 坊 紳 ﾎﾞｳ ｼﾝ 24 兵庫県 備後しまなみeNShare 227 正木 拓海 ﾏｻｷ ﾀｸﾐ 16 興國高等学校自転車競技部

203 勝水 拓也 ｶﾂﾐｽﾞ ﾀｸﾔ 31 奈良県 TeamZenko 228 壷井  一旭 ﾂﾎﾞｲ  ｶｽﾞｱｷ 16 興國高等学校自転車競技部

204 吉田 晴登 ﾖｼﾀﾞ ﾊﾙﾄ 20 徳島県 徳島大学 229 田中 颯真 ﾀﾅｶ ｿｳﾏ 17 興國高等学校自転車競技部

205 金澤 拓世 ｶﾅｻﾞﾜ ﾀｸﾄ 14 大阪府 CORAGGIO KAWANISHI U-19 230 林 慶真 ﾊﾔｼ ｹｲｼﾝ 17 興國高等学校自転車競技部

206 川分 琉楓 ｶﾜｹ ﾘｲﾌ 14 滋賀県 ライフレーシングクラブ 231 河村 元 ｶﾜﾑﾗ ﾊｼﾞﾒ 17 興國高等学校自転車競技部

207 松田 奏太朗 ﾏﾂﾀﾞ ｿｳﾀﾛｳ 14 兵庫県 232 稻吉 一生 ｲﾅﾖｼ ｲｯｾｲ 17 興國高等学校自転車競技部

208 倉谷 侠俐 ｸﾗﾀﾆ ｶｲﾘ 15 愛知県 ORCA CYCLING TEAM 233 奥田 丈翔 ｵｸﾀﾞ ﾀｹﾙ 19 京都府

209 安川 尚吾 ﾔｽｶﾜ ｼｮｳｺﾞ 15 愛知県 ORCA CYCLING TEAM 234 重原 優希 ｼｹﾞﾊﾗ ﾕｳｷ 19 京都府 VC VELOCE

210 小川 優哉 ｵｶﾞﾜ ﾕｳﾔ 16 徳島県 小松島西 235 村田 麻弦 ﾑﾗﾀ ﾏｲﾄ 19 京都府 大阪産業大学

211 和泉 颯真 ｲｽﾞﾐ ﾘｮｳﾏ 16 大阪府 vc福岡 236 至田 恵人 ｼﾀﾞ ｹｲﾄ 21 大阪府 関西大学

212 鈴木 勇太 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾀ 17 愛知県 カンピオーネ 237 大田 郁 ｵｵﾀ ｶｵﾙ 21 兵庫県

213 片山 悠明 ｶﾀﾔﾏ ﾕｳｱ 17 愛知県 Team kermis cross 238 岩田 祥眞 ｲﾜﾀ ｼｮｳﾏ 21 大阪府 大阪工業大学

214 彦坂 拓真 ﾋｺｻｶ ﾀｸﾏ 17 大阪府 京都府立向陽高等学校 239 奥山 和紀 ｵｸﾔﾏ ｶｽﾞｷ 21 三重県 南山大学

215 松岡 勇斗 ﾏﾂｵｶ ﾕｳﾄ 17 愛媛県 松山学院高等学校 240 荒木 哉大 ｱﾗｷ ｶﾅﾀ 22 大阪府 お母さん大学行かせてくれてありがとう！

216 庄司 蓮太朗 ｼｮｳｼﾞ ﾚﾝﾀﾛｳ 17 和歌山県 TeamUKYO Reve 241 本間 裕大 ﾎﾝﾏ ﾕｳﾀﾞｲ 23 大阪府 OUTDOORLIFE Racing

217 吉井 憲翔 ﾖｼｲ ｹﾝﾄ 18 和歌山県 TeamUKYO Reve 242 吉村 光也 ﾖｼﾑﾗ ｺｳﾔ 23 大阪府

218 天野 裕太 ｱﾏﾉ ﾕｳﾀ 18 広島県 広島城北高校 243 細井 秀一 ﾎｿｲ ｼｭｳｲﾁ 24 兵庫県 TeamUKYO Reve

219 一守 大葵 ｲﾁﾓﾘ ﾀｲｷ 18 兵庫県 興國高校 244 岡本 涼 ｵｶﾓﾄ ﾘｮｳ 27 大阪府 VC VELOCE

220 永尾 祐一郎 ﾅｶﾞｵ ﾕｳｲﾁﾛｳ 18 大阪府 245 河村 敦人 ｶﾜﾑﾗ ｱﾂﾄ 28 埼玉県 EXTENDED VAX SAYAMA

221 谷口 雅佳 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾏｻﾖｼ 16 興國高等学校自転車競技部 246 藤山 龍太 ﾌｼﾞﾔﾏ ﾘｭｳﾀ 41 石川県 TTGミトロングV

222 児島 魁士 ｺｼﾞﾏ ｲｻﾄ 16 興國高等学校自転車競技部 247 長谷川 敏二 ﾊｾｶﾞﾜ ﾄｼｼﾞ 43 岡山県 チーム・グランプッチ

223 今井  滉士 ｲﾏｲ  ｱｷﾄ 16 興國高等学校自転車競技部 248 佐藤 俊雄 ｻﾄｳ ﾄｼｵ 45 兵庫県 MiNERVA-asahi

224 中山 冬麻 ﾅｶﾔﾏ ﾄｳﾏ 16 興國高等学校自転車競技部 249 黒部 史彦 ｸﾛﾍﾞ ﾌﾐﾋｺ 49 愛知県 カンピオーネ

225 三浦 颯馬 ﾐｳﾗ ｿｳﾏ 16 興國高等学校自転車競技部 250 榊原 祐輔 30

No 年齢 地区 チーム名 No 年齢 地区 チーム名

301 蔭山 風翔 ｶｹﾞﾔﾏ ﾌｳﾄ 13 大阪府 327 三島 直樹 ﾐｼﾏ ﾅｵｷ 19 大阪府 近畿大学体育会トライアスロン部

302 大捕 隼斗 ｵｵﾄﾘ ﾊﾔﾄ 13 香川県 高松サイクルスポーツ少年団 328 元村 健人 ﾓﾄﾑﾗ ｹﾝﾄ 19 大阪府 甲南大学

303 杉本 壮優 ｽｷﾞﾓﾄ ｿｳ 14 愛知県 MKW 329 川田 拓海 ｶﾜﾀﾞ ﾀｸﾐ 19 大阪府 team DAHHHLIA

304 中原 寛太 ﾅｶﾊﾗ ｶﾝﾀ 14 兵庫県 KSURacing 330 平方 遥翔 ﾋﾗｶﾀ ﾊﾙﾄ 19 大阪府 近畿大学体育会トライアスロン部

305 和田 渉夢 ﾜﾀﾞ ｱﾕﾑ 14 大阪府 331 池田 光希 ｲｹﾀﾞ ﾐﾂｷ 19 大阪府

306 藤岡 利一 ﾌｼﾞｵｶ ﾘｲﾁ 15 岡山県 332 草壁 仁 ｸｻｶﾍﾞ ｼﾞﾝ 19 大阪府 大阪公立大学サイクリング部

307 寺﨑 智史 ﾃﾗｻｷ ｻﾄｼ 15 京都府 KSU Racing 333 南野 太一 ﾐﾅﾐﾉ ﾀｲﾁ 19 大阪府 大阪工業大学

308 原 尚敬 ﾊﾗ ｼｮｳｹｲ 15 奈良県 334 安達 陽哉 ｱﾀﾞﾁ ﾊﾙﾔ 20 大阪府

309 北池 翼 ｷﾀｲｹ ﾂﾊﾞｻ 15 大阪府 335 馬場 智章 ﾊﾞﾊﾞ ﾄﾓｱｷ 20 大阪府 Team DAHHHLIA

310 堀池 知樹 ﾎﾘｲｹ ﾄﾓｷ 15 兵庫県 336 松本 拓海 ﾏﾂﾓﾄ ﾀｸﾐ 20 滋賀県

311 岡本 真樹 ｵｶﾓﾄ ﾏｻｷ 15 岡山県 337 雪井 隆臣 ﾕｷｲ ﾀｶｵﾐ 20 大阪府 大阪工業大学

312 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 338 上口 友輔 ｳｴｸﾞﾁ ﾕｳｽｹ 20 OMUCC ツーリング班

313 小林 史弥 ｺﾊﾞﾔｼ ﾌﾐﾔ 16 大阪府 堺市立堺高校自転車競技部 339 富永 涼斗 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾘｮｳﾄ 21 大阪府 大阪工業大学

314 米谷 健太郎 ｺﾒﾀﾆ ｹﾝﾀﾛｳ 16 滋賀県 京都花園高校自動車競技部 340 桶谷 圭吾 ｵｹﾀﾆ ｹｲｺﾞ 21 鹿児島県

315 西尾 啓臣 ﾆｼｵ ｹｲｼﾝ 16 大阪府 堺高校自転車競技部 341 山下 裕誠 ﾔﾏｼﾀ ﾕｳｾｲ 21 兵庫県 セルカリオレーシング

316 小林 太輝 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｲｷ 16 大阪府 342 服部 太洋 ﾊｯﾄﾘ ﾀｲﾖｳ 22 兵庫県

317 西中 颯杜 ﾆｼﾅｶ ﾊﾔﾄ 16 兵庫県 343 井上 晶博 ｲﾉｳｴ ｱｷﾋﾛ 25 三重県 SAKAI★RACING

318 アスリヤディ 昴 ｱｽﾘﾔﾃﾞｨ ｽﾊﾞﾙ 17 OGT 344 岸本 健斗 ｷｼﾓﾄ ｹﾝﾄ 26 大阪府

319 東田 朱樹 ﾋｶﾞｼﾀﾞ ﾄｷ 17 和歌山県 KSU Racing 345 大西 啓介 ｵｵﾆｼ ｹｲｽｹ 28 大阪府 TEAMサイコロジーfeat.玄米子

320 森田 哲平 ﾓﾘﾀ ﾃｯﾍﾟｲ 17 京都府 KSU Racing 346 米田 大祐 ﾖﾈﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 28 兵庫県 セルカリオレーシング

321 曽根 逞斗 ｿﾈ ﾕｷﾄ 17 大阪府 セルカリオレーシング 347 柿澤 謙太朗 ｶｷｻﾜ ｹﾝﾀﾛｳ 30 静岡県 TEAM FlappingFreely

322 嶋津 翔真 ｼﾏﾂﾞ ｼｮｳﾏ 17 兵庫県 Teenager Fancies 348 長谷川 徳之 ﾊｾｶﾞﾜ ﾉﾘﾕｷ 30 兵庫県 ソーシャルクラブ

323 樋口 陽翔 ﾋｸﾞﾁ ﾊﾙﾄ 17 兵庫県 Lontano 宝塚 349 佐野 久寿 ｻﾉ ﾋｻﾄｼ 30 大阪府

324 中村 健斗 ﾅｶﾑﾗ ｹﾝﾄ 18 和歌山県 KSURacing 350 橋野 真吾 ﾊｼﾉ ｼﾝｺﾞ 31 大阪府

325 松尾 佳拓 ﾏﾂｵ ﾖｼﾋﾛ 18 大阪府 351 江川 裕和 ｴｶﾞﾜ ﾋﾛｶｽﾞ 31 愛知県 カンピオーネ

326 重村 彩稀 ｼｹﾞﾑﾗ ｻｷ 18 大阪府 352 橋本 順祥 ﾊｼﾓﾄ ﾖﾘﾖｼ 31 東京都 7Gears

金太郎CUP×カルノパワー　スタート/12：20　20周(19km)　ゼッケン色(白)　50名
氏名 氏名

ビギナーⅡ・1組　スタート/13：25　7周(6.65km)　 ゼッケン色(白) 　52名
氏名 氏名

スポーツ　スタート/12：00　11周(10.45km)　 ゼッケン色(青) 　26名
氏名 氏名



チャレンジリーグ'22-'23 堺浜クリテ 第5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

401 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 427 竹中 宏司 ﾀｹﾅｶ ﾋﾛｼ 45 兵庫県 Lontano宝塚

402 長谷川 貴一 ﾊｾｶﾞﾜ ｷｲﾁ 35 大阪府 428 川瀬 晃一 ｶﾜｾ ｺｳｲﾁ 45 大阪府

403 阪下 肇 ｻｶｼﾀ ﾊｼﾞﾒ 35 奈良県 EURO-WORKS Racing 429 近藤 洋次 ｺﾝﾄﾞｳ ﾖｳｼﾞ 46 兵庫県 北摂自転車部

404 小笹 哲矢 ｵｻﾞｻ ﾃﾂﾔ 35 京都府 カキちゃん green lotus 430 竹内 堅太郎 ﾀｹｳﾁ ｹﾝﾀﾛｳ 48 京都府

405 三浦 純 ﾐｳﾗ ｼﾞｭﾝ 36 奈良県 TeamM +CycleHouseM 431 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

406 Handoko Prabowo ﾊﾝﾄﾞｺ ﾌﾟﾗﾎﾞｦ 37 OGT 432 平島 信宏 ﾋﾗｼﾏ ﾉﾌﾞﾋﾛ 50 大阪府 北摂自転車部

407 塩飽 彬 ｼﾜｸ ｱｷﾗ 37 大阪府 北摂自転車部 433 藤井 衛 ﾌｼﾞｲ ﾏﾓﾙ 51 大阪府 大杉走輪

408 中村 岳洋 ﾅｶﾑﾗ ﾀｶﾋﾛ 37 兵庫県 434 椿本 晃大 ﾂﾊﾞｷﾓﾄ ｱｷﾋﾛ 52 大阪府

409 野尻 裕介 ﾉｼﾞﾘ ﾕｳｽｹ 37 大阪府 PEDAL SASSOON 435 坂上 統 ｻｶｶﾞﾐ ｱﾂﾑ 52 OGT

410 鬼崎 大志 ｵﾆｻﾞｷ ﾋﾛｼ 38 大阪府 436 岡田 和宏 ｵｶﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 52 奈良県 EURO-WORKS Racing

411 高倉 遥行 ﾀｶｸﾗ ﾊﾙﾕｷ 38 大阪府 バンドマンチャリ部 437 與那城 正由 ﾖﾅｼﾛ ﾏｻﾖｼ 52 大阪府

412 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 438 石原 祥量 ｲｼﾊﾗ ﾖｼｶｽﾞ 53 徳島県 Beach 10%

413 岡田 直也 ｵｶﾀﾞ ﾅｵﾔ 38 兵庫県 ソーシャルクラブ 439 眞鍋 勝己 ﾏﾅﾍﾞ ｶﾂﾐ 54 兵庫県 一兵卒

414 益田 明 ﾏｽﾀﾞ ｱｷﾗ 38 滋賀県 立川CS Racing 440 松葉 敏之 ﾏﾂﾊﾞ ﾄｼﾕｷ 55 兵庫県

415 木下 瞬 ｷﾉｼﾀ ｼｭﾝ 39 大阪府 441 東 徹 ｱｽﾞﾏ ﾄｵﾙ 56 和歌山県 オースティンサイクル

416 井辺 弘迪 ｲﾍﾞ ﾋﾛﾐﾁ 40 和歌山県 紀州 Mizu Tama T'Backs 442 中川 清志 ﾅｶｶﾞﾜｷﾖｼ 60 TTGミトロングV

417 平山 惣一 ﾋﾗﾔﾏ ｿｳｲﾁ 40 大阪府 Half Time 443 中谷 好孝 ﾅｶﾀﾆ ﾖｼﾀｶ 60 和歌山県

418 畑野 陽 ﾊﾀﾉ ﾖｳ 40 OGT 444 前田 眞治 ﾏｴﾀﾞ ｼﾝｼﾞ 61 大阪府

419 小塚 昌弘 ｺﾂﾞｶ ﾏｻﾋﾛ 40 京都府 445 﨑濱 卓司 ｻｷﾊﾏ ﾀｶｼ 64 和歌山県 強力馬力自転車屋

420 渡邊 和尊 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞﾀｶ 42 大阪府 北摂自転車部 3001 光山 侑希 ﾐﾂﾔﾏ ﾕｷ 兵庫県 Lontano宝塚

421 高橋 亮一 ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳｲﾁ 42 大阪府 3002 楠本 鮎美 ｸｽﾓﾄ ｱﾕﾐ 大阪府

422 久保 充司 ｸﾎﾞ ﾐﾂｼﾞ 42 和歌山県 オースティンサイクル 3003 川久保 恵里 ｶﾜｸﾎﾞ ｴﾘ 奈良県 EURO-WORKS

423 村上 健 ﾑﾗｶﾐ ｹﾝ 43 大阪府 devisser 3004 辻之内 真理 ﾂｼﾞﾉｳﾁ ﾏﾘ 奈良県 EURO-WORKS Racing

424 梶邑 裕二 ｶｼﾞﾑﾗ ﾕｳｼﾞ 44 大阪府 3005 松本 有希子 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｷｺ 大阪府 北摂自転車部

425 掛橋 北斗 ｶｹﾊｼ ﾎｸﾄ 44 徳島県 3006 宮田 直美 ﾐﾔﾀ ﾅｵﾐ 滋賀県 LOKO RACING

426 佐藤 雅之 ｻﾄｳ ﾏｻﾕｷ 44 兵庫県 大杉走輪 3007 木村 亜希子 ﾌｼﾞﾜﾗﾘｴｺ TTGミトロングV

ビギナーⅡ・2組　スタート/13：40　7周(6.65km)　 ゼッケン色(青) 　52名
氏名 氏名



チャレンジリーグ'22-'23 堺浜クリテ 第5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

501 松田 まひろ ﾏﾂﾀﾞ ﾏﾋﾛ 14 岡山県 SCR 516 奥田 守 ｵｸﾀﾞ ﾏﾓﾙ 24 兵庫県

502 尾崎 龍亜 ｵｻﾞｷ ﾘｭｳｱ 14 兵庫県 517 林 祐真 ﾊﾔｼ ﾕｳﾏ 30 兵庫県 ソーシャルクラブ

503 井伊 陸月 ｲｲ ﾘﾂｷ 14 愛知県 ORCA CYCLING TEAM 518 榎本 倫晃 ｴﾉﾓﾄ ﾉﾘｱｷ 34 大阪府 T1

504 坂口 義弥 ｻｶｸﾞﾁ ｱｷﾔ 17 大阪府 佐野工科高等学校自転車競技部 519 津田 智弘 ﾂﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ 36 兵庫県 greed racing

505 葉田 和樹 ﾊﾀﾞ ｶｽﾞｷ 17 京都府 セルカリオレーシング 520 奥田 堅二 ｵｸﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 41 奈良県 EURO-WORKS Racing

506 宝谷 佳昭 ﾎｳﾀﾆ ﾖｼｱｷ 18 兵庫県 セルカリオレーシング 521 垣内 晶 ｶｷｳﾁ ｱｷﾗ 42 兵庫県

507 山田 賢士朗 ﾔﾏﾀﾞ ｹﾝｼﾛｳ 19 滋賀県 Le lien de Shiga 522 坪井 章浩 ﾂﾎﾞｲ ｱｷﾋﾛ 43 大阪府

508 林 彰太郎 ﾊﾔｼ ｼｮｳﾀﾛｳ 19 大阪府 人魚の繁殖の仕方 523 渡邉 哲彦 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾃﾂﾋｺ 43 岐阜県 KYB-works

509 寒川 慎也 ｻﾑｶﾜ ｼﾝﾔ 20 和歌山県 524 萩隅 洋允 ﾊｷﾞｽﾐ ﾋﾛﾉﾌﾞ 44 大阪府 小川・琥珀闘龍カラリぽん

510 齋藤 秀太 ｻｲﾄｳ ｼｭｳﾀ 20 大阪府 大阪公立大学サイクリング部 525 大石 智之 ｵｵｲｼ ﾄﾓﾕｷ 44 兵庫県 カンパニオ コウベ

511 谷口 涼太 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾘｮｳﾀ 21 京都府 526 澤井 正和 ｻﾜｲ ﾏｻｶｽﾞ 47 兵庫県

512 林 翔宇 ﾊﾔｼ ｼｮｳｳ 21 大阪府 527 吉本 敬生 ﾖｼﾓﾄ ﾀｶｵ 52 兵庫県 セルカリオレーシング

513 西山 鏞生 ﾆｼﾔﾏ ﾕｳｷ 22 大阪府 528 河野 勝義 ｶﾜﾉ ｶﾂﾖｼ 58 大阪府 大杉走輪

514 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 3008 Baranyai Krisztina ﾎﾞﾛﾆｮｲ ｸﾘｽﾃｨﾅ 京都府 TeamZenko

515 大滝 湧 ｵｵﾀｷ ﾜｸ 23 兵庫県

No 年齢 地区 チーム名 No 年齢 地区 チーム名

2101 倉谷 希輝 ｸﾗﾀﾆ ｷﾗ 13 愛知県 ORCA CYCLING TEAM 2404 後藤 陽平 ｺﾞﾄｳ ﾖｳﾍｲ 41 兵庫県

2102 村島 悠太 ﾑﾗｼﾏ ﾕｳﾀ 14 滋賀県 LOKO RACING 2405 垣内 晶 ｶｷｳﾁ ｱｷﾗ 42 兵庫県

2103 倉谷 侠俐 ｸﾗﾀﾆ ｶｲﾘ 15 愛知県 ORCA CYCLING TEAM 2406 渡邊 和尊 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞﾀｶ 42 大阪府 北摂自転車部

2104 西尾 啓臣 ﾆｼｵ ｹｲｼﾝ 16 大阪府 堺高校自転車競技部 2407 高橋 亮一 ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳｲﾁ 42 大阪府

2105 舟本 陽 ﾌﾅﾓﾄ ｱｷﾗ 16 徳島県 2408 長谷川 敏二 ﾊｾｶﾞﾜ ﾄｼｼﾞ 43 岡山県 チーム・グランプッチ

2106 彦坂 拓真 ﾋｺｻｶ ﾀｸﾏ 17 大阪府 京都府立向陽高等学校 2409 酒井 宏典 ｻｶｲ ﾋﾛﾉﾘ 43 京都府 Bicycle Planner Cycle Team

2107 一守 大葵 ｲﾁﾓﾘ ﾀｲｷ 18 兵庫県 興國高校 2410 梶邑 裕二 ｶｼﾞﾑﾗ ﾕｳｼﾞ 44 大阪府

2108 小野 誠也 ｵﾉ ｾｲﾔ 19 京都府 Team hsj 2411 田中 大典 ﾀﾅｶ ﾋﾛﾉﾘ 44 京都府 HGSBT Cycle Team

2109 西川 奏 ﾆｼｶﾜ ｿｳ 19 兵庫県 2412 前村 悟 ﾏｴﾑﾗ ｻﾄﾙ 44 兵庫県 EURO-WORKS Racing

2110 端 祭季 ﾊｼ ｻｲｷ 19 滋賀県 大阪産業大学 2413 ASRIYADI CHAHYADI ｱｽﾘﾔﾃﾞｨ ﾁｬﾌﾔﾃﾞｨ 45 OGT

2111 重原 優希 ｼｹﾞﾊﾗ ﾕｳｷ 19 京都府 VC VELOCE 2414 竹中 宏司 ﾀｹﾅｶ ﾋﾛｼ 45 兵庫県 Lontano宝塚

2112 谷口 雅佳 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾏｻﾖｼ 16 興國高等学校自転車競技部 2415 川瀬 晃一 ｶﾜｾ ｺｳｲﾁ 45 大阪府

2113 児島 魁士 ｺｼﾞﾏ ｲｻﾄ 16 興國高等学校自転車競技部 2416 濱田 幸夫 ﾊﾏﾀﾞ ﾕｷｵ 46 兵庫県 Lontano宝塚

2114 今井  滉士 ｲﾏｲ  ｱｷﾄ 16 興國高等学校自転車競技部 2417 近藤 洋次 ｺﾝﾄﾞｳ ﾖｳｼﾞ 46 兵庫県 北摂自転車部

2115 中山 冬麻 ﾅｶﾔﾏ ﾄｳﾏ 16 興國高等学校自転車競技部 2418 Rudi Istanto ﾙﾃﾞｨ ｲｽﾀﾝﾄ 46 OGT

2116 三浦 颯馬 ﾐｳﾗ ｿｳﾏ 16 興國高等学校自転車競技部 2419 萬木 啓介 ﾏﾝｷ ｹｲｽｹ 47 大阪府 EURO WORKS-Racing

2117 山本 溜牙 ﾔﾏﾓﾄ ﾘｭｳｶﾞ 16 興國高等学校自転車競技部 2420 小林 孝臣 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶｵﾐ 48 和歌山県 ミルキーウェイ和歌山

2118 正木 拓海 ﾏｻｷ ﾀｸﾐ 16 興國高等学校自転車競技部 2421 岡崎 由幸 ｵｶｻﾞｷ ﾖｼﾕｷ 49 和歌山県 ミルキーウェイ和歌山

2119 壷井  一旭 ﾂﾎﾞｲ  ｶｽﾞｱｷ 16 興國高等学校自転車競技部 2501 平島 信宏 ﾋﾗｼﾏ ﾉﾌﾞﾋﾛ 50 大阪府 北摂自転車部

2120 田中 颯真 ﾀﾅｶ ｿｳﾏ 17 興國高等学校自転車競技部 2502 亀井 隆広 ｶﾒｲ ﾀｶﾋﾛ 51 大阪府

2121 林 慶真 ﾊﾔｼ ｹｲｼﾝ 17 興國高等学校自転車競技部 2503 南里 勝由 ﾅﾝﾘ ｶﾂﾖｼ 51 徳島県 徳島サイクルレーシング

2122 河村 元 ｶﾜﾑﾗ ﾊｼﾞﾒ 17 興國高等学校自転車競技部 2504 田中 博之 ﾀﾅｶ ﾋﾛﾕｷ 51 兵庫県 Lontano宝塚

2123 稻吉 一生 ｲﾅﾖｼ ｲｯｾｲ 17 興國高等学校自転車競技部 2505 森元 啓介 ﾓﾘﾓﾄ ｹｲｽｹ 52 大阪府 Team きたきつね

2201 松本 拓海 ﾏﾂﾓﾄ ﾀｸﾐ 20 滋賀県 2506 山地 信也 ﾔﾏﾁ ｼﾝﾔ 52 大阪府 Lontano宝塚

2203 服部 太洋 ﾊｯﾄﾘ ﾀｲﾖｳ 22 兵庫県 2507 岡田 和宏 ｵｶﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 52 奈良県 EURO-WORKS Racing

2204 大滝 湧 ｵｵﾀｷ ﾜｸ 23 兵庫県 2508 前田 義範 ﾏｴﾀﾞ ﾖｼﾉﾘ 52 大阪府 TRAP

2205 小川 祐毅 ｵｶﾞﾜ ﾕｳｷ 27 滋賀県 ストラーダ 2509 石原 祥量 ｲｼﾊﾗ ﾖｼｶｽﾞ 53 徳島県 Beach 10%

2206 勝 優貴 ｶﾂ ﾕｳｷ 27 大阪府 Infinity Style 2510 松並 俊雄 ﾏﾂﾅﾐ ﾄｼｵ 54 大阪府 カシャロ水曜夜練

2207 上羽 拓郎 ｳｴﾊﾞ ﾀｸﾛｳ 28 Upper Feather Pioneering Man 2511 水田 陽三 ﾐｽﾞﾀ ﾖｳｿﾞｳ 54 兵庫県 Lontano宝塚

2208 新村 亮太 ｼﾝﾑﾗ ﾘｮｳﾀ 28 兵庫県 Lontano宝塚 2512 藤澤 道彦 ﾌｼﾞｻﾜ ﾐﾁﾋｺ 55 京都府

2301 柿澤 謙太朗 ｶｷｻﾜ ｹﾝﾀﾛｳ 30 静岡県 TEAM FlappingFreely 2513 石川 真広 ｲｼｶﾜ ﾏｻﾋﾛ 55 大阪府 Lontano宝塚

2302 Taufiq hermawan ﾄﾋﾟｯｸ ﾍﾙﾏﾜﾝ 30 OGT 2514 養會 謙一郎 ﾖｳｴ  ｹﾝﾁﾛｳ 56 OGT

2303 大倉 隆慈 ｵｵｸﾗ ﾘｭｳｼﾞ 30 奈良県 EURO-WORKS Racing 2515 川口 歩 ｶﾜｸﾞﾁ ｱﾕﾑ 56 愛知県

2304 江川 裕和 ｴｶﾞﾜ ﾋﾛｶｽﾞ 31 愛知県 カンピオーネ 2516 藤原 幹也 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾐｷﾔ 57 大阪府 あすなろP

2305 橋本 順祥 ﾊｼﾓﾄ ﾖﾘﾖｼ 31 東京都 7Gears 2517 森江 勉 ﾓﾘｴ ﾂﾄﾑ 58 兵庫県 Lontano 宝塚

2306 堀 将誌 ﾎﾘ ﾏｻｼ 31 愛知県 2601 村田 修 60 FortunaTredici

2307 Rheza Gandi ﾚｻﾞ ｶﾞﾝﾃﾞｨ 33 OGT 2602 三浦 茂 ﾐｳﾗ ｼｹﾞﾙ 61 奈良県 TeamM +CycleHouseM

2308 川久保 直希 ｶﾜｸﾎﾞ ﾅｵｷ 34 奈良県 EURO-WORKS Racing 2603 若松 三郎 ﾜｶﾏﾂ ｻﾌﾞﾛｳ 62 兵庫県 Lontano宝塚

2309 隅 智亮 ｽﾐ ﾄﾓｱｷ 35 大阪府 OUCC OB 2604 阿蘓 正登 ｱｿ ﾏｻﾄ 65 大阪府

2310 恩田 勇輝 ｵﾝﾀﾞ ﾕｳｷ 35 大阪府 HGSBT Cycle Team 5001 光山 侑希 ﾐﾂﾔﾏ ﾕｷ 兵庫県 Lontano宝塚

2311 阪下 肇 ｻｶｼﾀ ﾊｼﾞﾒ 35 奈良県 EURO-WORKS Racing 5002 宇都 梢 ｳﾄ ｺｽﾞｴ 大阪府

2312 三浦 純 ﾐｳﾗ ｼﾞｭﾝ 36 奈良県 TeamM +CycleHouseM 5003 川久保 恵里 ｶﾜｸﾎﾞ ｴﾘ 奈良県 EURO-WORKS

2313 松谷 一範 ﾏﾂﾀﾆ ｶｽﾞﾉﾘ 36 大阪府 5004 伊藤 あすみ ｲﾄｳ ｱｽﾐ 和歌山県

2314 Handoko Prabowo ﾊﾝﾄﾞｺ ﾌﾟﾗﾎﾞｦ 37 OGT 5005 松本 有希子 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｷｺ 大阪府 北摂自転車部

2315 塩飽 彬 ｼﾜｸ ｱｷﾗ 37 大阪府 北摂自転車部 5006 酒井 綾乃 ｻｶｲ ｱﾔﾉ 京都府 Bicycle Planner Cycle Team

2316 岩本 勝 ｲﾜﾓﾄ ﾏｻﾙ 37 兵庫県 グランデパール播磨 5007 木村 亜希子 ﾌｼﾞﾜﾗﾘｴｺ TTGミトロングV

2401 保川 晃範 ﾔｽｶﾜ ｱｷﾉﾘ 40 奈良県 EURO-WORKS Racing 5008 宮崎 文恵 ﾐﾔｻﾞｷ ﾌﾐｴ 兵庫県

2402 畑野 陽 ﾊﾀﾉ ﾖｳ 40 OGT 5009 的場 望杏 ﾉｱ ﾏﾄﾊﾞ OGT

2403 山本 哲哉 ﾔﾏﾓﾄ ﾃﾂﾔ 41 和歌山県 ミルキーウェイ和歌山

FOOTMAX杯　90分エンデューロ　スタート/14：35　ゼッケン色(赤) 　97名
氏名 氏名

ビギナーⅠ　スタート/13：55　9周(8.55km)　 ゼッケン色(白) 　29名
氏名 氏名


