
【　StartList　】 エントリー数 16 2019/5/4

個人タイムトライアル（一般男女）　2.6㎞（1周回） スタート時刻 13:30～
順位 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 都道府県 所属クラブ スタート時刻

22 岩男　康司 ｲﾜｵ ﾔｽｼ 大分県 Team KOSEI 13:30:00

38 加藤　啓二 ｶﾄｳ　ｹｲｼﾞ 山口県 ﾗｰﾒﾝ加藤JAPAN 13:30:30

39 兼光　貴悠 ｶﾈﾐﾂ　ｷﾕｳ 熊本県 開新高校 13:31:00

51 白井　隆之 ｼﾗｲ　ﾀｶﾕｷ 福岡県 CCPP 13:31:30

55 杉原　満 ｽｷﾞﾊﾗ　ﾐﾁﾙ 山口県 出光徳山自転車同好会 13:32:00

59 多田　尚史 ﾀﾀﾞ　ﾅｵﾌﾐ 東京都 acu-power Racing Team 13:32:30

61 築山　颯汰 ﾂｷﾔﾏ ﾊﾔﾀ 岡山県 FREE SPEED 13:33:00

62 寺園　美智人 ﾃﾗｿﾞﾉ ﾐﾁﾄ 鹿児島県 ﾁｰﾑｾｶﾝﾄﾞｳｨﾝﾄﾞ鹿児島 13:33:30

64 友広　聡則 ﾄﾓﾋﾛ　ｻﾄﾉﾘ 広島県 Aki Rising Bjcycle team 13:34:00

68 中村　将也 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾔ 大阪府 水曜どうでしょう藩士吹田支部 13:34:30

79 平井　徳亮 ﾋﾗｲ　ﾔｽｱｷ 山口県 山口県立防府高等学校 13:35:00

88 船山　崇 ﾌﾅﾔﾏ ﾀｶｼ 東京都 ｱｸｱﾀﾏ 13:35:30

96 丸山　博己 ﾏﾙﾔﾏ　ﾋﾛﾐ 鹿児島県 ｾｶﾝﾄﾞｳｲﾝﾄﾞ鹿児島 13:36:00

104 山根　真吾 ﾔﾏﾈ　ｼﾝｺﾞ 広島県 ﾏﾒｵﾁｯﾁ　oneoff 13:36:30

106 吉松　新大 ﾖｼﾏﾂ ｱﾗﾀ 山口県 山口県ｼﾞｭﾆｱｻｲｸﾙｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 13:37:00

108 渡部　優馬 ﾜﾀﾅﾍﾞ　ﾕｳﾏ 山口県 山口県立下関西高等学校自転車競技部 13:37:30

【　StartList　】 エントリー数 15 2019/5/5

ユース（中学生以下の男子）　10.4km（4周回）　　　スタート時刻　9:00
順位 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 都道府県 所属クラブ タイム

12 阿部　英斗 ｱﾍﾞ ｱﾔﾄ 福岡県 福岡県立門司学園中学校

20 井上　悠喜 ｲﾉｳｴ ﾕｳｷ 福岡県 ﾁｰﾑｻﾝﾃﾞｨｽｸ

25 内田　柊太朗 ｳﾁﾀﾞ　ｼｭｳﾀﾛｳ 熊本県 SSPCｰｱｽﾘｰﾄ 熊本

29 江頭　誠人 ｴｶﾞｼﾗ　ﾏｺﾄ 山口県 GENKI

35 岡田　翔輝 ｵｶﾀﾞ　ｼｮｳｷ 福岡県 ﾁｰﾑﾌｧﾝｻｲｸﾙ

43 栗本　優樹 ｸﾘﾓﾄ　ﾕｳｷ 山口県 ＧＥＮＫＩｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ

44 桑原　悠 ｸﾜﾊﾞﾗ ﾊﾙｶ 広島県 TeamUKYO Reve

54 杉野　翔一 ｽｷﾞﾉ ｼｮｳｲﾁ 山口県 山口県自転車競技連盟 GRP

58 武西　憲進 ﾀｹﾆｼ ｹﾝｼﾝ 愛媛県 愛媛県自転車競技連盟ｼﾞｭﾆｱｸﾗﾌﾞ

67 中原　湊 ﾅｶﾊﾗ　ﾐﾅﾄ 熊本県 SSPCｱｽﾘｰﾄ-益城中

74 半田　莉都 ﾊﾝﾀﾞ ﾘｲﾁ 山口県 SSPC-御船中

98 宮本　翼輝 ﾐﾔﾓﾄ ﾂﾊﾞｷ 山口県 Coraggio Kawanishi Cycling Team Junior Youth

103 山根　温 ﾔﾏﾈ　ｱﾂｼ 山口県 山口県ｼﾞｭﾆｱｻｲｸﾙｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ

105 吉国　海音 ﾖｼｸﾆ ｶｲﾄ 山口県 山口県ｼﾞｭﾆｱｻｲｸﾙｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ

106 吉松　新大 ﾖｼﾏﾂ ｱﾗﾀ 山口県 山口県ｼﾞｭﾆｱｻｲｸﾙｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ

【　StartList　】 エントリー数 5 2019/5/5

レディース（女性）　10.4km（4周回）　　　スタート時刻　9:00
順位 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 都道府県 所属クラブ タイム

40 兼光　未悠 ｶﾈﾐﾂ　ﾐﾕｳ 熊本県 大津北中兼光

47 小林　綾子 ｺﾊﾞﾔｼ　ｱﾔｺ 広島県 ｴﾝｼｪｱｻｲｸﾘﾝｸﾞﾁｰﾑ

77 日野　椿彩 ﾋﾉ ﾂﾊﾞｻ 愛媛県 HINO－K

81 広野　優璃 ﾋﾛﾉ ﾕｳﾘ 熊本県

99 村岡　こころ ﾑﾗｵｶ　ｺｺﾛ 山口県 福川小学校

特別協賛　　丸久グループ　http://www.mrk09.co.jp/　　



【　StartList　】 エントリー数 8 0503修正版 2019/5/5

バンビーノ（小学校3年生以下）　2.6km（1周回）　　　スタート時刻　9:30
順位 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 都道府県 所属クラブ タイム

1 江頭　睦起 ｴｶﾞｼﾗ　ﾑﾂｷ 山口県 GENKI

2 大谷　修也 ｵｵﾀﾆ ｼｭｳﾔ 山口県 温泉同好会

3 大原　夕侑 ｵｵﾊﾗ　ﾕｳ 山口県 GENKI

4 杉山　浩崇 ｽｷﾞﾔﾏ　ﾋﾛﾀｶ 山口県 大道小

5 武西　知菜月 ﾀｹﾆｼ ﾁﾅﾂ 愛媛県 愛媛県自転車競技連盟ｼﾞｭﾆｱｸﾗﾌﾞ

6 徳永　穂乃花 ﾄｸﾅｶﾞ　ﾎﾉｶ 山口県 小羽山小学校

7 楢崎　諒 ﾅﾗｻﾞｷ　ﾘｮｳ 山口県 GENKIｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ

8 葉色　慧飛 ﾊｲﾛ ｹｲﾄ 広島県 Bike Factory MASA

【　StartList　】 エントリー数 19 0503修正版 2019/5/5

キッズ（小学校4年生から6年生）　5.2km（2周回）　　　スタート時刻　9:30
順位 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 都道府県 所属クラブ タイム

13 阿部　椿 ｱﾍﾞ ﾂﾊﾞｷ 福岡県 鬼族ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ

20 井上　悠喜 ｲﾉｳｴ ﾕｳｷ 福岡県 ﾁｰﾑｻﾝﾃﾞｨｽｸ

25 内田　柊太朗 ｳﾁﾀﾞ　ｼｭｳﾀﾛｳ 熊本県 SSPCｰｱｽﾘｰﾄ 熊本

26 内野　文太 ｳﾁﾉ ﾌﾞﾝﾀ 山口県

28 江頭　伸宙 ｴｶﾞｼﾗ　ﾉﾌﾞﾋﾛ 山口県 GENKI

33 大原　拓真 ｵｵﾊﾗ　ﾀｸﾏ 山口県 GENKI

35 岡田　翔輝 ｵｶﾀﾞ　ｼｮｳｷ 福岡県 ﾁｰﾑﾌｧﾝｻｲｸﾙ

41 兼光　悠利 ｶﾈﾐﾂ　ﾕｳﾘ 熊本県 美咲野小

42 川邊　幸太郎 ｶﾜﾍﾞ　ｺｳﾀﾛｳ 山口県 GENKI

44 桑原　悠 ｸﾜﾊﾞﾗ ﾊﾙｶ 広島県 TeamUKYO Reve

52 白根　大雅 ｼﾗﾈ ﾀｲｶﾞ 山口県 GENKI

65 中川　楓汰朗 ﾅｶｶﾞﾜ　ﾌｳﾀﾛｳ 福岡県 松ヶ江南小学校

77 日野　椿彩 ﾋﾉ ﾂﾊﾞｻ 愛媛県 HINO－K

80 広野　達徳 ﾋﾛﾉ ﾀﾂﾉﾘ 熊本県

86 藤田　怜太郎 ﾌｼﾞﾀ　ﾘｮｳﾀﾛｳ 熊本県 SSPCｱｽﾘｰﾄ

91 正木　颯人 ﾏｻｷ　ﾊﾔﾄ 熊本県 SSPCｱｽﾘｰﾄ／大江小

97 宮崎　陽大 ﾐﾔｻﾞｷ　ﾊﾙﾀ 山口県 元気ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ

99 村岡　こころ ﾑﾗｵｶ　ｺｺﾛ 山口県 福川小学校

9 湧川　日鞠 ﾜｸｶﾞﾜ ﾋﾏﾘ 山口県 ﾆｬﾎﾞﾏﾂﾚｰｼﾝｸﾞ

特別協賛　　丸久グループ　http://www.mrk09.co.jp/　　



【　StartList　】 エントリー数 23 2019/5/5

マスターズ（40歳以上）　13.0km（5周回）　　　スタート時刻　10:00
順位 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 都道府県 所属クラブ タイム

10 浅原　智治 ｱｻﾊﾗ ﾄﾓﾊﾙ 山口県

11 麻生　信也 ｱｿｳ ｼﾝﾔ 福岡県

15 池本　幸男 ｲｹﾓﾄ　ﾕｷｵ 山口県 HIDEO MAX HEART

18 伊藤　万壽生 ｲﾄｳ ﾏｽｵ 山口県 teamちぽりん

27 内野　善文 ｳﾁﾉ ﾖｼﾌﾐ 山口県 内野建設興業

38 加藤　啓二 ｶﾄｳ　ｹｲｼﾞ 山口県 ﾗｰﾒﾝ加藤JAPAN

46 小玉　篤志 ｺﾀﾞﾏ ｱﾂｼ 福岡県 Team Funcycle

48 坂本　泰崇 ｻｶﾓﾄ　ﾔｽﾀｶ 福岡県 A&Nｻｲｸﾙﾌﾚﾝﾄﾞ

55 杉原　満 ｽｷﾞﾊﾗ　ﾐﾁﾙ 山口県 出光徳山自転車同好会

60 築山　元樹 ﾂｷﾔﾏ　ｹﾞﾝｷ 岡山県 ｸﾗﾌﾞPardiso

62 寺園　美智人 ﾃﾗｿﾞﾉ ﾐﾁﾄ 鹿児島県 ﾁｰﾑｾｶﾝﾄﾞｳｨﾝﾄﾞ鹿児島

64 友広　聡則 ﾄﾓﾋﾛ　ｻﾄﾉﾘ 広島県 Aki Rising Bjcycle team

70 西冨　健司 ﾆｼﾄﾐ　ｹﾝｼﾞ 福岡県 TEAM  RIZING

71 野崎　周人 ﾉｻﾞｷ　ﾋﾛﾄ 福岡県

75 日川　和伸 ﾋｶﾜ　ｶｽﾞﾉﾌﾞ 広島県

82 福島　雄二 ﾌｸｼﾏ ﾕｳｼﾞ 熊本県 ﾍﾞｽﾃｯｸｽ

85 藤井　敏行 ﾌｼﾞｲ ﾄｼﾕｷ 山口県 T.L.E.T

87 藤広　敏幸 ﾌｼﾞﾋﾛ　ﾄｼﾕｷ 広島県 ｴﾙｶﾐｰﾉｻｲｸﾙ

89 古川　弘典 ﾌﾙｶﾜ ﾋﾛﾉﾘ 福岡県 A&N侍

90 本田　耕資 ﾎﾝﾀﾞ　ｺｳｽｹ 福岡県 team fun cycle 

92 正木　勝 ﾏｻｷ　ﾏｻﾙ 山口県 RabbitStreet Ube

93 松尾　義久 ﾏﾂｵ ﾁｶﾋｻ 山口県

96 丸山　博己 ﾏﾙﾔﾏ　ﾋﾛﾐ 鹿児島県 ｾｶﾝﾄﾞｳｲﾝﾄﾞ鹿児島

【　StartList　】 エントリー数 23 2019/5/5

スポーツ（中学生以上）　13.0km（5周回）　　　スタート時刻　10:00
順位 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 都道府県 所属クラブ タイム

12 阿部　英斗 ｱﾍﾞ ｱﾔﾄ 福岡県 福岡県立門司学園中学校

14 安徳　優真 ｱﾝﾄｸ　ﾕｳﾏ 福岡県 AJ FACTORY

16 石川　克也 ｲｼｶﾜ　ｶﾂﾔ 島根県

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

21 今村　吉宏 ｲﾏﾑﾗ　ﾖｼﾋﾛ 福岡県

22 岩男　康司 ｲﾜｵ ﾔｽｼ 大分県 Team KOSEI

32 大野　稜渡 ｵｵﾉ　ﾘｮｳﾄ 山口県

37 梶原　茂 ｶｼﾞﾊﾗ ｼｹﾞﾙ 山口県 ﾁｰﾑｼｮｯｶｰ

39 兼光　貴悠 ｶﾈﾐﾂ　ｷﾕｳ 熊本県 開新高校

50 塩出　皓成 ｼｵﾃﾞ　ｺｳｾｲ 広島県 崇徳高校自転車競技部

51 白井　隆之 ｼﾗｲ　ﾀｶﾕｷ 福岡県 CCPP

57 田井　志弥 ﾀｲ　ﾕｷﾋﾛ 山口県

61 築山　颯汰 ﾂｷﾔﾏ ﾊﾔﾀ 岡山県 FREE SPEED

63 徳王丸　雄貴 ﾄｸｵｳﾏﾙ ﾕｳｷ 山口県 ﾒｲﾄﾞさん学科自転車部

76 日隈　優輔 ﾋｸﾞﾏ ﾕｳｽｹ 山口県 GlobalRacingProject

79 平井　徳亮 ﾋﾗｲ　ﾔｽｱｷ 山口県 山口県立防府高等学校

94 松岡　陽平 ﾏﾂｵｶ　ﾖｳﾍｲ 広島県

98 宮本　翼輝 ﾐﾔﾓﾄ ﾂﾊﾞｷ 山口県 Coraggio Kawanishi Cycling Team Junior Youth

101 山内　一真 ﾔﾏｳﾁ　ｶｽﾞﾏ 山口県 水産大学校 ｻｲｸﾘﾝｸﾞ部

102 山田　敏一 ﾔﾏﾀﾞ　ﾄｼｶｽﾞ 山口県 温泉同好会

103 山根　温 ﾔﾏﾈ　ｱﾂｼ 山口県 山口県ｼﾞｭﾆｱｻｲｸﾙｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ

105 吉国　海音 ﾖｼｸﾆ ｶｲﾄ 山口県 山口県ｼﾞｭﾆｱｻｲｸﾙｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ

108 渡部　優馬 ﾜﾀﾅﾍﾞ　ﾕｳﾏ 山口県 山口県立下関西高等学校自転車競技部

特別協賛　　丸久グループ　http://www.mrk09.co.jp/　　



【　StartList　】 エントリー数 22 2019/5/5

県内選手権（上級者）　52.0km（20周回）　　　スタート時刻　13:50
順位 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 都道府県 所属クラブ タイム

17 石村　義仁 ｲｼﾑﾗ　ﾖｼﾋﾄ 山口県 誠英高等学校【ジュニア】

23 岩本　克也 ｲﾜﾓﾄ　ｶﾂﾔ 山口県 Team UKYOReve

24 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

30 大久保　剛 ｵｵｸﾎﾞ　ﾂﾖｼ 山口県 山口県自転車競技連盟･GRP

31 大谷　勇太 ｵｵﾀﾆ　ﾕｳﾀ 高知県 ｴﾛﾚﾝｼﾞｬｰ

34 岡崎　一真 ｵｶｻﾞｷ　ｶｽﾞﾏ 山口県 誠英高校【ジュニア】

36 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

45 合田　尚俊 ｺﾞｳﾀﾞ　ﾅｵﾄｼ 山口県 Alene Solene

49 皿谷　宏人 ｻﾗｶﾞｲ　ﾋﾛﾄ 広島県

53 城本　成司 ｼﾛﾓﾄ　ｾｲｼﾞ 広島県 ｴｷｯﾌﾟﾃｨﾗﾝ

54 杉野　翔一 ｽｷﾞﾉ ｼｮｳｲﾁ 山口県 山口県自転車競技連盟 GRP【ユース】

56 杉山　文崇 ｽｷﾞﾔﾏ ﾌﾐﾀｶ 山口県 山口県自転車競技連盟･GRP

66 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

69 西川　昌宏 ﾆｼｶﾜ ﾏｻﾋﾛ 山口県 山口県自転車競技連盟･GRP

72 野村　翔 ﾉﾑﾗ　ｼｮｳ 山口県 A'le:ne So'le:ne

73 原　直人 ﾊﾗ ﾅｵﾄ 山口県 山口県自転車競技連盟･GRP

78 平井　貴志 ﾋﾗｲ　ﾀｶｼ 山口県 山口県自転車競技連盟GRP

83 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

84 福田　大空 ﾌｸﾀﾞ ｿﾗ 山口県 誠英高等学校【ユース】

95 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

100 森野　裕太 ﾓﾘﾉ ﾕｳﾀ 大阪府 ﾈｸｽﾄﾘｰﾑ･うどん虹や

107 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

特別協賛　　丸久グループ　http://www.mrk09.co.jp/　　


