
【　StartList　】 チームNo.訂正版（02/27） エントリー数 84 2019/3/3

チーム対抗　Stage1（チームTT）　10.8㎞（6周回）
● 第1ヒート スタート時刻 10：00～
順位 No. チーム名 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 都道府県 スタート時刻

TSR 津末ﾚｰｼﾝｸﾞ 1 岩切　弘輝 ｲﾜｷﾘ ﾋﾛｷ 大分県 10:00:00
2 津末　浩平 ﾂｽｴ　ｺｳﾍｲ 大分県
3 福永　将大 ﾌｸﾅｶﾞ　ｼｮｳﾀ 大分県
4 宮崎　泰史 ﾐﾔｻﾞｷ　ﾀｲｼ 大分県

ESM eNShare MANI 41 小林　達也 ｺﾊﾞﾔｼ　ﾀﾂﾔ 広島県 10:00:20
42 藤岡　泰之 ﾌｼﾞｵｶ　ﾔｽﾕｷ 広島県
43 岩本　真樹 ｲﾜﾓﾄ　ﾏｻｷ 島根県
44 平岡　寛基 ﾋﾗｵｶ　ﾋﾛｷ 広島県

YG1 山口県自転車競技連盟･GRP 81 杉山　文崇 ｽｷﾞﾔﾏ　ﾌﾐﾀｶ 山口県 10:00:40
82 西川　昌宏 ﾆｼｶﾜ　ﾏｻﾋﾛ 山口県
83 井上　無我 ｲﾉｳｴ　ﾑｶﾞ 福岡県
84 平井　貴志 ﾋﾗｲ　ﾀｶｼ 山口県
85 福田　健一 ﾌｸﾀﾞ　ｹﾝｲﾁ 山口県

TSH team S-heart 121 松永　剛 ﾏﾂﾅｶﾞ　ﾀｹｼ 山口県 10:01:00
122 大田　良 ｵｵﾀ　ﾘｮｳ 山口県
123 宮本　翔土 ﾐﾔﾓﾄ　ｼｮｳﾄ 山口県
124 磯部　仁 ｲｿﾍﾞ　ﾋﾄｼ 山口県
125 磯村　祐介 ｲｿﾑﾗ　ﾕｳｽｹ 山口県

KCD Team Kermis Cross DRAGON 161 大森　健一 ｵｵﾓﾘ ｹﾝｲﾁ 広島県 10:01:20
162 小口　瞳史 ｵｸﾞﾁ ﾋﾄｼ 山口県
163 藤野　竜弥 ﾌｼﾞﾉ ﾀﾂﾔ 広島県
164 長谷川　慎之助 ﾊｾｶﾞﾜ ｼﾝﾉｽｹ 広島県

● 第2ヒート スタート時刻 10：20～
順位 No. 所属クラブ No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 都道府県 スタート時刻

YGJ 山口県自転車競技連盟ｼﾞｭﾆｱｸﾗﾌﾞとGRP 11 中塚　祐佳 ﾅｶﾂｶ ﾕｶ 山口県 10:20:00
12 杉野　翔一 ｽｷﾞﾉ　ｼｮｳｲﾁ 山口県
13 吉松　新大 ﾖｼﾏﾂ　ｱﾗﾀ 山口県
14 原　直人 ﾊﾗ　ﾅｵﾄ 山口県
15 野村　賢 ﾉﾑﾗ ｹﾝ 山口県

CSR CS Racing Team 51 中林　航大 ﾅｶﾊﾞﾔｼ　ｺｳﾀﾞｲ 福岡県 10:20:20
52 矢野　諒太郎 ﾔﾉ　ﾘｮｳﾀﾛｳ 福岡県
53 柏木　優希 ｶｼﾜｷﾞ ﾕｳｷ 福岡県
54 大下　隼人 ｵｵｼﾀ ﾊﾔﾄ 福岡県
55 中村　悠太 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾀ 福岡県

YG2 山口県自転車競技連盟･GRP　2 91 湧川　将樹 ﾜｸｶﾞﾜ　ﾏｻｷ 山口県 10:20:40
92 植木　康文 ｳｴｷ　ﾔｽﾌﾐ 山口県
93 森　悠太 ﾓﾘ　ﾕｳﾀ 山口県
94 東　悠太 ﾋｶﾞｼ　ﾕｳﾀ 山口県
95 岡本　順 ｵｶﾓﾄ　ｼﾞｭﾝ 山口県

TSC Team S-Calf 131 高橋　一雄 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞｵ 山口県 10:21:00
132 田中　佑樹 ﾀﾅｶ　ﾕｳｷ 山口県
133 秋重　友美 ｱｷｼｹﾞ　ﾄﾓﾐ 山口県
134 坂田　祐樹 ｻｶﾀ　ﾕｳｷ 山口県
135 中田　修司 ﾅｶﾀ　ｼｭｳｼﾞ 山口県

KCF Team Kermis Cross FRESH 171 坂川　達行 ｻｶｶﾞﾜ ﾀﾂﾕｷ 広島県 10:21:20
172 濱田　大海 ﾊﾏﾀﾞ ﾏｻﾐ 広島県
173 石原　滉二郎 ｲｼﾊﾗ ｺｳｼﾞﾛｳ 広島県
174 太田　敬士 ｵｵﾀ ｹｲｼ 広島県
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【　StartList　】 チームNo.訂正版（02/27） エントリー数 84 2019/3/3

チーム対抗　Stage1（チームTT）　10.8㎞（6周回）
● 第3ヒート スタート時刻 10：40～
順位 No. 所属クラブ No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 都道府県 スタート時刻

GCK Team GCK 21 白井　朋幸 ｼﾗｲ　ﾄﾓﾕｷ 福岡県 10:40:00
22 井上　翔 ｲﾉｳｴ　ｶｹﾙ 福岡県
23 古閑森　聖 ｺｶﾞﾓﾘ ｻﾄｼ 福岡県
24 柳田　真吾 ﾔﾅｷﾞﾀﾞ　ｼﾝｺﾞ 福岡県

EQT ｴｷｯﾌﾟﾃｨﾗﾝ 61 松浦　正己 ﾏﾂｳﾗ　ﾏｻｷ 広島県 10:40:20
62 曹　栩銘 ｿｳ　ｸﾒｲ 広島県
63 皿谷　宏人 ｻﾗｶﾞｲ　ﾋﾛﾄ 広島県
64 近森　亮 ﾁｶﾓﾘ　ﾘｮｳ 広島県
65 城本　成司 ｼﾛﾓﾄ　ｾｲｼﾞ 広島県

TFC ﾁｰﾑﾌｧﾝｻｲｸﾙ 101 小玉　篤志 ｺﾀﾞﾏ ｱﾂｼ 福岡県 10:40:40
102 荒上　光亮 ｱﾗｶﾞﾐ　ｺｳｽｹ 福岡県
103 西山　信広 ﾆｼﾔﾏ　ﾉﾌﾞﾋﾛ 福岡県
104 古川　豊英 ﾌﾙｶﾜ　ﾄﾖﾋﾃﾞ 福岡県
105 石井　克典 ｲｼｲ　ｶﾂﾉﾘ 福岡県

VCF VC福岡 141 佐藤　信哉 ｻﾄｳ ｼﾝﾔ 福岡県 10:41:00
142 江川　哲治 ｴｶﾞﾜ　ﾃﾂｼﾞ 福岡県
143 田中　亮祐 ﾀﾅｶ　ﾘｮｳｽｹ 熊本県
144 秋好　佑太 ｱｷﾖｼ　ﾕｳﾀ 福岡県
145 中島　雅人 ﾅｶｼﾏ　ﾏｻﾄ 福岡県

● 第4ヒート スタート時刻 11：00～
順位 No. 所属クラブ No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 都道府県 スタート時刻

ALS Alene Solene 31 合田　尚俊 ｺﾞｳﾀﾞ　ﾅｵﾄｼ 山口県 11:00:00
32 野村　翔 ﾉﾑﾗ　ｼｮｳ 山口県
33 渡邊　裕太 ﾜﾀﾅﾍﾞ　ﾕｳﾀ 山口県
34 柴田　博貴 ｼﾊﾞﾀ　ﾋﾛｷ 山口県

SPK SSPC-ｱｽﾘｰﾄ熊本 71 佐藤　壮志 ｻﾄｳ　ﾀｹｼ 熊本県 11:00:20
72 半田　誠 ﾊﾝﾀﾞ　ﾏｺﾄ 熊本県
73 福永　隼人 ﾌｸﾅｶﾞ　ﾊﾔﾄ 熊本県
74 中原　湊 ﾅｶﾊﾗ　ﾐﾅﾄ 熊本県
75 溝口　永遠 ﾐｿﾞｸﾞﾁ　ﾄﾜ 熊本県

ARB Aki Rising Bicycle team 111 井上　尚也 ｲﾉｳｴ　ﾅｵﾔ 広島県 11:00:40
112 菅村　篤 ｽｶﾞﾑﾗ　ｱﾂｼ 広島県
113 水脇　剛司 ﾐｽﾞﾜｷ　ﾀｹｼ 広島県
114 丸茂　裕和 ﾏﾙﾓ　ﾋﾛｶｽﾞ 広島県
115 中西　陸 ﾅｶﾆｼ　ﾘｸ 広島県

KCS Team Kermis Cross STONS 151 坂井　誠臣 ｻｶｲ ﾏｻｵﾐ 広島県 11:01:00
152 富永　将宇 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾏｻﾀｶ 広島県
153 西岡　靖記 ﾆｼｵｶ ﾔｽｷ 広島県
154 重本　明彦 ｼｹﾞﾓﾄ ｱｷﾋｺ 山口県
155 笹原　純平 ｻｻﾊﾗ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 広島県
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