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２時間エンデューロ（ソロの部） スタート時刻 12：30～
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

23 青野　浩巳 ｱｵﾉ ﾋﾛﾐ 福岡県 ｻｲｸﾙﾋﾟｯﾄ240

24 秋吉　正則 ｱｷﾖｼ ﾏｻﾉﾘ 福岡県 CCPP

28 飯田　要次郎 ｲｲﾀﾞ ﾖｳｼﾞﾛｳ 熊本県 九州学院

29 石井　海斗 ｲｼｲ　ｶｲﾄ 大分県 津末ﾚｰｼﾝｸﾞ

32 伊藤　旭 ｲﾄｳ ｱｻﾋ 熊本県 九州学院

33 伊藤　翔悟 ｲﾄｳ ｼｮｳｺﾞ 広島県 eNshare-エルドラード（招待選手）

35 井戸川　真一 ｲﾄｶﾞﾜ ｼﾝｲﾁ 福岡県 VC FUKUOKA（招待選手）

38 井上　文成 ｲﾉｳｴ ﾌﾐﾅﾘ 岡山県 eNshare-エルドラード（招待選手）

39 井上 無我 ｲﾉｳｴ ﾑｶﾞ 山口県 山口県自転車競技連盟･GRP（ホスト選手）

40 入江　航太 ｲﾘｴ ｺｳﾀ 熊本県 九州学院

41 岩男　康司 ｲﾜｵ ﾔｽｼ 大分県 Team KOSEI powered by MKI

42 岩本　克也 ｲﾜﾓﾄ　ｶﾂﾔ 山口県 Team UKYO Reve

43 岩本　真樹 ｲﾜﾓﾄ ﾏｻｷ 島根県 eNShare CyclingTeam

44 植木　康文 ｳｴｷ　ﾔｽﾌﾐ 山口県 Rabbit Street UBE

50 江川　哲治 ｴｶﾞﾜ ﾃﾂｼﾞ 福岡県 VC FUKUOKA

51 江木　俊雄 ｴｷﾞ ﾄｼｵ 島根県

52 江山　智之 ｴﾔﾏ　ﾄﾓﾕｷ 山口県

53 大久保　剛 ｵｵｸﾎﾞ　ﾂﾖｼ 山口県 Rabbit Street UBE

57 大山　哲也 ｵｵﾔﾏ ﾃﾂﾔ 福岡県 ﾊﾟﾗﾎﾞﾗ

58 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（ホスト選手）

59 河賀　雄大 ｶｶﾞ ﾕｳﾀﾞｲ 広島県 eNshare-エルドラード（招待選手）

60 柏野　祥重 ｶｼﾉ ﾖｼｴ 広島県 eNShare CyclingTeam

61 片岡　史弥 ｶﾀｵｶ　ﾌﾐﾔ 広島県

62 桂　慶浩 ｶﾂﾗ ﾖｼﾋﾛ 福岡県 VICTOIRE広島（招待選手）

65 川上　豪仁 ｶﾜｶﾐ ﾀｹﾋﾄ 福岡県 BLUE GRASS

67 神部　尚志 ｶﾝﾍﾞ ﾋｻｼ 福岡県

68 喜多　義昭 ｷﾀ ﾖｼｱｷ 石川県 V.C.ｽﾌﾟｰﾄﾆｸ

70 木原　威 ｷﾊﾗ　ﾀｹｼ 福岡県 ｸﾗﾌﾞﾊﾟﾗﾎﾞﾗ

72 熊代　大輝 ｸﾏｼﾛ　ﾀﾞｲｷ 広島県

74 来見田　光珠 ｸﾙﾐﾀﾞ　ｺｳｼﾞｭ 山口県 CTTS

75 黒瀬　亮介 ｸﾛｾ ﾘｮｳｽｹ 広島県 広島崇徳高校

76 小関　寛 ｺｾｷ ﾋﾛｼ 広島県 eNshare-エルドラード（招待選手）

78 小松　真樹 ｺﾏﾂ　ﾏｻｷ 山口県

79 齋藤　俊輔 ｻｲﾄｳ　ｼｭﾝｽｹ 広島県 Team UKYO Reve

80 坂井　誠臣 ｻｶｲ ﾏｻｵﾐ 広島県 Team Kermis Cross

83 佐藤　信哉 ｻﾄｳ ｼﾝﾔ 福岡県 VC FUKUOKA（招待選手）

86 皿谷　宏人 ｻﾗｶﾞｲ　ﾋﾛﾄ 広島県 ｴｷｯﾌﾟﾃｨﾗﾝ

88 柴田　博貴 ｼﾊﾞﾀ　ﾋﾛｷ 山口県 A'le:ne So'le:ne

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

91 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

92 白川　幸希 ｼﾓｶﾜ ｺｳｷ 岡山県 VICTOIRE広島（招待選手）

93 下島　海人 ｼﾓｼﾞﾏ ｶｲﾄ 兵庫県 VICTOIRE広島（招待選手）

94 白井　隆之 ｼﾗｲ　ﾀｶﾕｷ 福岡県 CCPP

95 白井　朋幸 ｼﾗｲ　ﾄﾓﾕｷ 福岡県 team GCK

96 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 

99 杉山　文崇 ｽｷﾞﾔﾏ ﾌﾐﾀｶ 山口県 VICTOIRE広島（招待選手）

100 鈴木　知治 ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾊﾙ 熊本県 九州学院
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101 関本　晃洋 ｾｷﾓﾄ　ｱｷﾋﾛ 福岡県 水と生きる SUNTORY

104 高田　憲吾 ﾀｶﾀ　ｹﾝｺﾞ 山口県 VELO CAMARADE

106 竹内　碧海 ﾀｹｳﾁ　ｱｵｲ 福岡県 VC FUKUOKA

107 竹尾　隆善 ﾀｹｵ　ﾘｭｳｾﾞﾝ 福岡県

108 為国　孝志 ﾀﾒｸﾆ ﾀｶｼ 山口県 TRIYAMA

109 津末　浩平 ﾂｽｴ　ｺｳﾍｲ 大分県 津末ﾚｰｼﾝｸﾞ

113 得津　裕俊 ﾄｸﾂ ﾋﾛﾄｼ 福岡県

114 富永　将宇 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾏｻﾀｶ 広島県 Team Kermis Cross

115 中田　辰朗 ﾅｶﾀ ﾀﾂﾛｳ 山口県 山口県自転車競技連盟･GRP

116 中谷　伸一 ﾅｶﾀﾆ　ｼﾝｲﾁ 山口県 Pelicans

117 中林　航大 ﾅｶﾊﾞﾔｼ　ｺｳﾀﾞｲ 福岡県 産業医科大学

118 中村　和広 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞﾋﾛ 山口県 温泉同好会（2軍）

119 中村　典 ﾅｶﾑﾗ　ﾂｶｻ 福岡県 VC FUKUOKA

123 西　寅太郎 ﾆｼ　ﾄﾗﾀﾛｳ 福岡県 Ljubljana Gusto Xaurum

124 西川　昌宏 ﾆｼｶﾜ ﾏｻﾋﾛ 山口県 VICTOIRE広島（招待選手）

125 西谷　玄 ﾆｼﾀﾆ　ｹﾞﾝ 山口県

127 西山　信広 ﾆｼﾔﾏ ﾉﾌﾞﾋﾛ 福岡県 ﾁｰﾑﾌｧﾝｻｲｸﾙ

129 新田　慎一 ﾆｯﾀ　ｼﾝｲﾁ 山口県 Pelicans

131 野崎　周人 ﾉｻﾞｷ ﾋﾛﾄ 福岡県

134 原口　純一 ﾊﾗｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝｲﾁ 山口県

135 平井　貴志 ﾋﾗｲ ﾀｶｼ 山口県 山口県自転車競技連盟･GRP

137 深堀　理 ﾌｶﾎﾘ ﾏｻﾙ 福岡県 PARABOLA ｲﾜｲｼｰｶﾞﾙ

139 福田　健一 ﾌｸﾀﾞ ｹﾝｲﾁ 山口県

142 藤岡　克磨 ﾌｼﾞｵｶ ｶﾂﾏ 徳島県 VICTOIRE広島（招待選手）

143 藤川　淳 ﾌｼﾞｶﾜ ｼﾞｭﾝ 広島県 VICTOIRE広島（招待選手）

144 藤田　雅彦 ﾌｼﾞﾀ ﾏｻﾋｺ 福岡県 VC FUKUOKA

145 藤田　良次 ﾌｼﾞﾀ　ﾘｮｳｼﾞ 山口県 ｱﾚｰﾈ･ｿﾚｰﾈ

146 藤野　竜弥 ﾌｼﾞﾉ　ﾀﾂﾔ 広島県 Team Kermis Cross

147 古川　豊英 ﾌﾙｶﾜ ﾄﾖﾋﾃﾞ 福岡県 SD GATTI

148 本田 峻大 ﾎﾝﾀﾞ ｼｭﾝﾀ 東京都 山口県自転車競技連盟･GRP（ホスト選手）

151 升森　將互 ﾏｽﾓﾘ ｼｮｳｺﾞ 広島県 　

152 松浦　正己 ﾏﾂｳﾗ　ﾏｻｷ 広島県 ｴｷｯﾌﾟﾃｨﾗﾝ

154 松田　真和 ﾏﾂﾀﾞ　ﾏｻｶｽﾞ 福岡県 VC FUKUOKA

157 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等学校自転車競技部

159 真鍋 英祐 ﾏﾅﾍﾞ　ｴｲｽｹ 山口県 山口県自転車競技連盟･GRP（ホスト選手）

160 丸山　進 ﾏﾙﾔﾏ　ｽｽﾑ 佐賀県 TakuCyclingProject

162 三浦　駿 ﾐｳﾗ　ｼｭﾝ 大分県 津末ﾚｰｼﾝｸﾞ

164 満上　亘 ﾐﾂｶﾐ　ﾜﾀﾙ 福岡県 VC FUKUOKA

165 宮口　直之 ﾐﾔｸﾞﾁ ﾅｵﾕｷ 広島県 eNshare-エルドラード（招待選手）

167 三次　淳 ﾐﾖｼ ｽﾅｵ 広島県 eNShare cyclingteam

168 三次　匠 ﾐﾖｼ　ﾀｸﾐ 広島県 eNShare-ｴﾙﾄﾞﾗｰﾄﾞ

169 村岡　耕吉 ﾑﾗｵｶ　ｺｳｷﾁ 広島県 teamUKYOReve

171 村上　雅晃 ﾑﾗｶﾐ　ﾏｻｱｷ 福岡県 産業医科大学

172 村田　慎也 ﾑﾗﾀ ｼﾝﾔ 大分県 津末ﾚｰｼﾝｸﾞ

173 森　正存 ﾓﾘ ﾏｻﾉﾌﾞ 愛媛県 eNshare-エルドラード（招待選手）

174 森　悠太 ﾓﾘ ﾕｳﾀ 山口県 山口県自転車競技連盟･GRP

175 森下　遼太 ﾓﾘｼﾀ ﾘｮｳﾀ 福岡県 VC FUKUOKA（招待選手）
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177 矢野　諒太郎 ﾔﾉ　ﾘｮｳﾀﾛｳ 福岡県 九州工業大学ｻｲｸﾘﾝｸﾞ部

181 山下　竣 ﾔﾏｼﾀ　ｼｭﾝ 広島県

186 吉武　和則 ﾖｼﾀｹ ｶｽﾞﾉﾘ 福岡県 PARABOLA ｲﾜｲ ｼｰｶﾞﾙ

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

189 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（ホスト選手）

190 早稲田　亮太 ﾜｾﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 広島県 Team UKYO Reve 

191 渡邊　裕太 ﾜﾀﾅﾍﾞ　ﾕｳﾀ 山口県 A'le:ne So'le:ne
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