
【　StartList　】 エントリー数 53 2018/3/4

スポーツ（小学生以上の男女）　13.8㎞（6周回） スタート時刻 11：45～
順位 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 都道府県 所属クラブ タイム

25 浅野　純 ｱｻﾉ　ｼﾞｭﾝ 広島県

26 阿部　英斗 ｱﾍﾞ ｱﾔﾄ 福岡県 鬼族自転車競技部

30 石橋　慧悟 ｲｼﾊﾞｼ　ｹｲｺﾞ 福岡県 ﾁｰﾑﾌｧﾝｻｲｸﾙ

31 市川　裕人 ｲﾁｶﾜ　ﾋﾛﾄ 広島県 CELMET

34 伊藤　涼介 ｲﾄｳ　ﾘｮｳｽｹ 広島県 Team Kermis Cross

36 井上　創太 ｲﾉｳｴ　ｿｳﾀ 福岡県 九州大学ｻｲｸﾘﾝｸﾞ同好会

37 井上　尚也 ｲﾉｳｴ　ﾅｵﾔ 広島県 Aki Rising Bicycle team

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

45 請川　亙 ｳｹｶﾞﾜ ﾜﾀﾙ 山口県 RTﾏﾝﾎﾞｳ

47 内野　善文 ｳﾁﾉ ﾖｼﾌﾐ 山口県 内野建設興業

48 梅澤　幹太 ｳﾒｻﾞﾜ ｶﾝﾀ 愛媛県 ｴｷｯﾌﾟｕﾚｰｼﾝｸﾞ

56 大森　健一 ｵｵﾓﾘ ｹﾝｲﾁ 山口県 Team kermis Cross

66 川崎　陽一郎 ｶﾜｻｷ　ﾖｳｲﾁﾛｳ 山口県

69 北尾　海斗 ｷﾀｵ　ｶｲﾄ 広島県 Team kermis Cross

73 栗本　優樹 ｸﾘﾓﾄ　ﾕｳｷ 山口県 GENKIｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ

77 小玉　篤志 ｺﾀﾞﾏ ｱﾂｼ 福岡県 Team Funcycle

82 笹永　勇貴 ｻｻﾅｶﾞ　ﾕｳｷ 山口県 温泉同好会

84 佐藤　信哉 ｻﾄｳ ｼﾝﾔ 福岡県 ｼﾞｬﾊﾟﾝ･ﾗｲｼﾞﾝｸﾞ･ｽﾀｰ･ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

85 佐藤　壮志 ｻﾄｳ ﾀｹｼ 熊本県 SSPC-竜南中

87 篠崎　蒼平 ｼﾉｻﾞｷ ｿｳﾍｲ 山口県 下関西高等学校

89 柴田　湧斗 ｼﾊﾞﾀ　ﾕｳﾄ 愛媛県 愛媛県自転車競技連盟ｼﾞｭﾆｱｸﾗﾌﾞ

97 菅村　篤 ｽｶﾞﾑﾗ ｱﾂｼ 広島県 Aki Rising Bicycle team

98 杉野　翔一 ｽｷﾞﾉ ｼｮｳｲﾁ 山口県 山口県ｼﾞｭﾆｱｻｲｸﾙ

102 瀬戸口　瑛 ｾﾄｸﾞﾁ ｱｷﾗ 鹿児島県 CIEL BLEU Jr.

103 瀬戸口　健 ｾﾄｸﾞﾁ ｹﾝ 鹿児島県 ﾁｰﾑﾌﾛｯｸﾞｻｲｸﾙ

105 ?橋　宥貴 ﾀｶﾊｼ　ﾕｳｷ 熊本県 SSPC-白川中

110 津田　和博 ﾂﾀﾞ　ｶｽﾞﾋﾛ 広島県

111 椿　啓久 ﾂﾊﾞｷ　ﾋﾗｸ 福岡県

112 時繁　佑舞 ﾄｷｼｹﾞ ﾕｳﾏ 山口県 山口県自転車競技連盟･GRP

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

120 中村　誠 ﾅｶﾑﾗ ﾏｺﾄ 福岡県 SSPC ｰ良山中

122 中山　遼太郎 ﾅｶﾔﾏ ﾘｮｳﾀﾛｳ 熊本県 SSPCｱｽﾘｰﾄ

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

130 沼田　　　崚太郎 ﾇﾏﾀ ﾘｮｳﾀﾛｳ 熊本県 sspc－御船中

132 野村　賢 ﾉﾑﾗ　ｹﾝ 山口県 山口県ｼﾞｭﾆｱｻｲｸﾙｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ

133 橋内　彰吾 ﾊｼｳﾁ　ｼｮｳｺﾞ 福岡県

136 廣本　凌也 ﾋﾛﾓﾄ　ﾘｮｳﾔ 愛媛県 Team Kermis Cross

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

138 福迫　倖輔 ﾌｸｻﾞｺ ｺｳｽｹ 鹿児島県 ｼｴﾙﾌﾞﾙｰjr.

141 福永　隼人 ﾌｸﾅｶﾞ ﾊﾔﾄ 熊本県 SSPC-大津北中1年

149 前田　大騎 ﾏｴﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 熊本県 SSPC-ｱｽﾘｰﾄ人吉第一中学校

150 増田　伊吹 ﾏｽﾀﾞ　ｲﾌﾞｷ 愛媛県 愛媛県自転車競技連盟JC

154 松田　真和 ﾏﾂﾀﾞ　ﾏｻｶｽﾞ 福岡県 VC FUKUOKA

155 松野　克也 ﾏﾂﾉ　ｶﾂﾔ 山口県

156 松原　一雄 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｶｽﾞｵ 広島県 Aki Rising Bicycle team

158 松原　凪飛 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾅｷﾞﾄ 広島県 Team MRF

161 丸山　進 ﾏﾙﾔﾏ　ｽｽﾑ 佐賀県 TakuCyclingProject
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163 水越　大暉 ﾐｽﾞｺｼ ﾀﾞｲｷ 愛知県 ｼﾞｬﾊﾟﾝ･ﾗｲｼﾞﾝｸﾞ･ｽﾀｰ･ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

176 八木田　洋介 ﾔｷﾞﾀ　ﾖｳｽｹ 山口県 水産大学校

178 山内　伊織 ﾔﾏｳﾁ ｲｵﾘ 福岡県 ﾁｰﾑ　ﾘｵﾝ

179 山内　一真 ﾔﾏｳﾁ　ｶｽﾞﾏ 山口県 水産大学校

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
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