
【　StartList　】 エントリー数 69 2019/3/3

２時間エンデューロ（ソロの部） スタート時刻 11：30～
順位 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 都道府県 所属クラブ 周回数 タイム

1 岩切　弘輝 ｲﾜｷﾘ ﾋﾛｷ 大分県 津末ﾚｰｼﾝｸﾞ

3 福永　将大 ﾌｸﾅｶﾞ　ｼｮｳﾀ 大分県 津末ﾚｰｼﾝｸﾞ

51 中林　航大 ﾅｶﾊﾞﾔｼ　ｺｳﾀﾞｲ 福岡県 産業医科大学

61 松浦　正己 ﾏﾂｳﾗ　ﾏｻｷ 広島県 ｴｷｯﾌﾟﾃｨﾗﾝ

63 皿谷　宏人 ｻﾗｶﾞｲ　ﾋﾛﾄ 広島県 ｴｷｯﾌﾟﾃｨﾗﾝ

85 福田　健一 ﾌｸﾀﾞ　ｹﾝｲﾁ 山口県 山口県自転車競技連盟･GRP

91 湧川　将樹 ﾜｸｶﾞﾜ　ﾏｻｷ 山口県 山口県自転車競技連盟･GRP

92 植木　康文 ｳｴｷ　ﾔｽﾌﾐ 山口県 山口県自転車競技連盟･GRP

95 岡本　順 ｵｶﾓﾄ　ｼﾞｭﾝ 山口県 山口県自転車競技連盟･GRP

141 佐藤　信哉 ｻﾄｳ ｼﾝﾔ 福岡県 VC福岡

142 江川　哲治 ｴｶﾞﾜ　ﾃﾂｼﾞ 福岡県 VC福岡

143 田中　亮祐 ﾀﾅｶ　ﾘｮｳｽｹ 熊本県 VC福岡

144 秋好　佑太 ｱｷﾖｼ　ﾕｳﾀ 福岡県 VC福岡

145 中島　雅人 ﾅｶｼﾏ　ﾏｻﾄ 福岡県 VC福岡

238 阿部　英斗 ｱﾍﾞ ｱﾔﾄ 福岡県 鬼族自転車競技部

239 皆川　真太郎 ﾐﾅｶﾞﾜ ｼﾝﾀﾛｳ 山口県 山口県立下関中等教育学校

301 青山　奨悟 ｱｵﾔﾏ　ｼｮｳｺﾞ 広島県

302 青山　直樹 ｱｵﾔﾏ　ﾅｵｷ 広島県

303 浅原　智治 ｱｻﾊﾗ ﾄﾓﾊﾙ 山口県

304 安徳　優真 ｱﾝﾄｸ　ﾕｳﾏ 福岡県 AJ FACTORY

305 池田　涼 ｲｹﾀﾞ　ﾘｮｳ 広島県 TeamUKYO Reve

306 池本　幸男 ｲｹﾓﾄ　ﾕｷｵ 山口県 HIDEO MAX HEART

307 岩本　克也 ｲﾜﾓﾄ　ｶﾂﾔ 山口県 TeamUKYO Reve

308 祖母井　佑樹 ｳﾊﾞｶﾞｲ ﾕｳｷ 愛媛県 ｴｷｯﾌﾟUﾚｰｼﾝｸﾞ

309 江木　俊雄 ｴｷﾞ ﾄｼｵ 島根県

310 小川　純 ｵｶﾞﾜ　ｼﾞｭﾝ 福岡県

311 加藤　啓二 ｶﾄｳ　ｹｲｼﾞ 山口県 ﾗｰﾒﾝ加藤

312 鎌田　剛 ｶﾏﾀﾞ　ﾀｹｼ 岡山県 ﾋﾟｵﾆｴｰﾚ

313 上手　勇輝 ｶﾐﾃ　ﾕｳｷ 広島県

314 川上　豪仁 ｶﾜｶﾐ ﾀｹﾋﾄ 福岡県 VC福岡

315 川久保　薫 ｶﾜｸﾎﾞ　ｶｵﾙ 山口県

316 河原　哲也 ｶﾜﾊﾗ　ﾃﾂﾔ 福岡県 AYAKANA

317 河原　豊 ｶﾜﾊﾗ　ﾕﾀｶ 広島県

318 國弘　隆司 ｸﾆﾋﾛ　ﾘｭｳｼﾞ 広島県 440

319 小松　亮一 ｺﾏﾂ　ﾘｮｳｲﾁ 福岡県 Kmts

320 榊原　直樹 ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾅｵｷ 広島県

321 佐藤　陸 ｻﾄｳ　ﾘｸ 広島県 廣島飲みｻｰ

322 島津　尚弥 ｼﾏﾂﾞ ﾅｵﾔ 広島県 Team Kermis Cross

323 清水　一弘 ｼﾐｽﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 広島県 日本写真判定株式会社

324 白井　隆之 ｼﾗｲ　ﾀｶﾕｷ 福岡県 CCPP

325 白石　裕二 ｼﾗｲｼ　ﾕｳｼﾞ 熊本県 ﾁｰﾑ　ｻｲｸﾙﾌﾟﾗｽ

326 高杉　知希 ﾀｶｽｷﾞ　ﾄﾓｷ 広島県

327 田中　良介 ﾀﾅｶ　ﾘｮｳｽｹ 熊本県 VC福岡

328 谷本　康仁 ﾀﾆﾓﾄ　ﾔｽﾋﾄ 山口県 HRT

329 為国　孝志 ﾀﾒｸﾆ ﾀｶｼ 山口県

330 友広　聡則 ﾄﾓﾋﾛ　ｻﾄﾉﾘ 広島県 きむﾁｬﾘ､o.s.t.w

331 頓宮　康生 ﾄﾝｸﾞｳ　ｺｳｾｲ 広島県 崇徳高校自転車競技部
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【　StartList　】 エントリー数 69 2019/3/3

２時間エンデューロ（ソロの部） スタート時刻 11：30～
順位 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 都道府県 所属クラブ 周回数 タイム

332 中村　和広 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞﾋﾛ 山口県 温泉同好会（MADMAX）

333 中村　やすし ﾅｶﾑﾗ ﾔｽｼ 福岡県 TEAM SENNA

334 野崎　周人 ﾉｻﾞｷ ﾋﾛﾄ 福岡県

335 葉色　健 ﾊｲﾛ ﾀｹｼ 広島県

336 平井　徳亮 ﾋﾗｲ　ﾔｽｱｷ 山口県 山口県立防府高等学校

337 藤井　康弘 ﾌｼﾞｲ　ﾔｽﾋﾛ 山口県

338 藤田　良次 ﾌｼﾞﾀ　ﾘｮｳｼﾞ 山口県 ｱﾚｰﾈ･ｿﾚｰﾈ

339 本田　正治 ﾎﾝﾀﾞ　ﾏｻﾊﾙ 福岡県 MacheLaren HONDA

340 松原　颯祐 ﾏﾂﾊﾞﾗ　ｿｳｽｹ 広島県 広島市立広島工業高校

341 真鍋　英祐 ﾏﾅﾍﾞ　ｴｲｽｹ 山口県 ｻｲｸﾙﾋﾟｯﾄ240

342 宮本　賢一 ﾐﾔﾓﾄ ｹﾝｲﾁ 大分県 津末ｻｲｸﾙｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ

343 宮本　朋和 ﾐﾔﾓﾄ　ﾄﾓｶｽﾞ 大分県 津末ｻｲｸﾙ

344 三次　淳 ﾐﾖｼ ｽﾅｵ 広島県 eNShare cycling team

345 三次　匠 ﾐﾖｼ　ﾀｸﾐ 広島県 eNShare cycling team

346 村田　慎也 ﾑﾗﾀ ｼﾝﾔ 大分県 津末ﾚｰｼﾝｸﾞ

347 柳武　剛 ﾔﾅﾀｹ ﾀｹｼ 山口県

348 山本　裕介 ﾔﾏﾓﾄ　ﾕｳｽｹ 福岡県 丸子橋ろｰどくらぶ

349 吉木　匠 ﾖｼｷ　ﾀｸﾐ 広島県 広島工業大学

350 吉田　達哉 ﾖｼﾀﾞ　ﾀﾂﾔ 福岡県 Team ｻｺｯｼｭ

351 若松　陸人 ﾜｶﾏﾂ　ﾘｸﾄ 広島県 廣島飲みｻｰ

352 脇本　貴尉 ﾜｷﾓﾄ　ﾀｶﾔｽ 広島県 eNShare Cycling Team

353 渡部　優馬 ﾜﾀﾅﾍﾞ　ﾕｳﾏ 山口県 山口県下関西高等学校

【　StartList　】 エントリー数 13 2019/3/3

２時間エンデューロ（チームの部） スタート時刻 11：30～
順位 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 都道府県 チーム名 周回数 タイム

401 上野　瑞貴 ｳｴﾉ　ﾐｽﾞｷ 広島県 ﾎﾞﾔｰｼﾞｭﾃｨﾗﾝ

402 高杉　知希 ﾀｶｽｷﾞ　ﾄﾓｷ 広島県

411 江山　智之 ｴﾔﾏ　ﾄﾓﾕｷ 山口県 BELTEMPO

412 見戸　仁 ﾐﾄ　ﾋﾄｼ 山口県

421 松本　卓也 ﾏﾂﾓﾄ　ﾀｸﾔ 山口県 4401

422 長沼　良雄 ﾅｶﾞﾇﾏ　ﾖｼｵ 広島県

431 野坂　耕志 ﾉｻｶ　ｺｳｼ 山口県 4402

432 石高　光 ｲｼﾀｶ　ﾋｶﾙ 広島県

441 井上　好徳 ｲﾉｳｴ ﾖｼﾉﾘ 福岡県 Ｔｅａｍ　ｻｺｯｼｭ

442 矢野　恵子 ﾔﾉ　ｹｲｺ 山口県

451 勝山　昭徳 ｶﾂﾔﾏ　ｱｷﾉﾘ 山口県 さとぽん

452 佐藤　公一郎 ｻﾄｳ ｺｳｲﾁﾛｳ 山口県

453 村外　幸一 ﾑﾗｹﾞ　ｺｳｲﾁ 山口県
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