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併催 第 2 回 JBCFきらら浜タイムトライアル／第 8回 JBCFきらら浜クリテリウム 

 
大会実施要項 

主  旨  本大会は、自転車競技の選手層の底辺拡大及び全国レベルの選手の育成を主たる目的とし、青少年の心

身の鍛練と高揚を図り、日頃の修練の成果をクリテリウム競技独特のレースで試し、スピードの極限に

挑み、もって世界に飛躍する選手の養成の一助とする。 

主 催 山口県自転車競技連盟／JBCF（一般社団法人 全日本実業団自転車競技連盟） 

後 援 山口県／山口市／公益財団法人山口県体育協会 

特別協賛 丸久グループ  

主 管 山口県自転車競技連盟 競技運営委員会 

１. 開催日 ２０１９年５月４日（土）・５日（日）  （雨天決行） 

２. 開催地 山口きらら博記念公園 2050年の森⼤芝⽣広場外周特設コース （１周約 2.6km）※コース変更しました 

 住所：山口県山口市阿知須 509番 50 山口きらら博記念公園 

３. スケジュール 開始-終了予定時刻 　場　　所

5月4日（土）

開門 12:00

12:30 - 13:00 ⼤会本部前

12:30 - 14:00 受付ブース

試走 13:00 - 13:20 コース

バイクチェック 13:30 - 各スタート15分前まで 会場内特設テント

一般の部　競技 13:30 - 14:00 2.6 × 1周 =2.6km

JBCFの部　競技 14:00 - 17:00 2.6 × 1周 =2.6km

表彰式 競技終了後 随時

選手ライセンスコントロール

マネージャーミーティング

内 　 　容

 

開始-終了予定時刻 　場　　所

5月5日（日）

開門 　7:30

試走 　8:00 -　8:50 コース

　8:30 - 10:00 受付ブース

　9:30 - 10:00 ⼤会本部前

一般の部　ﾊﾞﾝﾋﾞｰﾉ（～小学3年：2.6 ｘ 1周 ＝2.6km）

一般の部　ｷｯｽﾞ（小学4～6年：2.6 ｘ 2周 ＝5.2km）

一般の部　ｽﾎﾟｰﾂ（中学⽣以上：2.6 ｘ5周 ＝13.0km）

一般の部　ﾏｽﾀｰｽﾞ（40歳以上：2.6 ｘ5周 ＝13.0km）

JBCFの部　E2 （2.6ｘ 　8周 ＝20.8km） 10:30 - 11:10 コース

JBCFの部　F （2.6ｘ 　8周 ＝20.8km） 11:10 - 11:50 コース

JBCFの部　E1 （2.6ｘ 13周 ＝33.8km） 11:50 - 12:50 コース

JBCFの部　E3-1 （2.6ｘ 　6周 ＝15.6km） 12:50 - 13:20 コース

JBCFの部　E3-2 （2.6ｘ 　6周 ＝15.6km） 13:20 - 13:50 コース

13:50 - 15:20 コース

表彰式 競技終了後 随時

選手ライセンスコントロール

マネージャーミーティング

内 　 　容

一般の部　ﾕｰｽ（中学⽣以下：2.6 ｘ 4周 ＝10.4km）

一般の部 　県内選手権（上級者：2.6 ｘ 20周 ＝52.0km）

一般の部　ﾚﾃﾞｨｰｽ（女性：2.6 ｘ 4周 ＝10.4km）
　9:00 -  9:30

　9:30 - 10:00 コース

コース

10:00 - 10:30 コース
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 （1）コース試走は、安全に十分配慮し、各チーム代表者の責任において行ってください。 

（2）選手受付は出来るだけチーム代表者が取りまとめて行ってください。 

（3）エントリー数によってはタイムスケジュール、距離に変更のある場合があります。 

 *出走サインは各スタート時間 10分前までとするので注意のこと。 

*JBCF選手の一般の部へのエントリーを認める。 

*一般の部の複数カテゴリーの参加を認める。 

４. 競技内容 一般の部 【種目 1】 5月 4日（土） 個人タイムトライアル（中学生以上の男女） 

 【種目 2】 5月 5日（日） カテゴリー別クリテリウム 

 ① ユース   中学生以上 

 ② レディース 女性 

 ③ バンビーノ 小学３年以下 

 ④ キッズ   小学４年～６年生 

 ⑤ スポーツ  中学生以上 

 ⑥ マスターズ ４０歳以上 

 ⑦ 県内選手権 上級者（中国地域大会出場選手選考会） 

５. 表彰 一般の部 【種目 1】個人タイムトライアル         1位～3位 賞状、賞品 

      【種目 2】カテゴリー別クリテリウム       1位～3位 賞状、賞品 

  

６. 特別規則 日本自転車競技連盟の競技規則集【最新版】、特別規則により運営する。 

 Ⅰ 一般の部 個人タイムトライアル 

 （1）タイムトライアル用機材（ＤＨバー等）とエアロヘルメットの使用を認める。 

 （2）スタートリストに記載されたスタート時刻で、30秒ビハインドでのスタート方式とする。 

 （3）チームカーでの追走を認めない。 

 Ⅱ 一般の部 カテゴリー別クリテリウム（県内選手権を除く）】 

 （4）ローリングスタート方式とする。ニュートラリゼーション（猶予周回）は、適用しない。落車・ 

機材故障・パンクは選手自身またはチームの責任下で対応（修理等）し、レースへ復帰すること。 

 （5）周回遅れは失格とはしないが、レースの先頭がフィニッシュした後にフィニッシュラインを通過 

する選手は、残り周回を残していても全てフィニッシュとする。 

 Ⅲ 一般の部 カテゴリー別クリテリウム（県内選手権） 

 （6）20周回で行うポイント・レース方式で実施する。1周回に 1回（2.6km毎）の中間スプリント及 

び最終スプリントの通過順位に対してポイントを付与する。獲得ポイントの多い順に、順位を決定 

する。 

 （7）中間スプリントの付与ポイントは、1着 5p、2着 3p、3着 2p、4着 1pとする。最終スプリントは、 

倍点として 1着 10p、2着 6p、3着 4p、4着 2pとする。獲得ポイントが同数の場合は、最終スプリ 

ントでの着順において順位を決定する。 

 （8）ニュートラリゼーションは、コース全域で 1周回のみ認める。ただし、逆走もショートカットも 

認めない。コミッセールに申告して認められなければならない。落車・機材故障・パンクのみ認め 

る。復帰した直後のスプリントでのポイント付与は行わない。最後の 1kmの間に復帰することは出 

来ない。 

 Ⅳ JBCFの部 個人タイムトライアル／クリテリウム 

 （9）別途、JBCFが定める特別規則によって運営される。 

 Ⅴ 共通事項 

 （10）スタートリストは、山口県自転車競技連盟のホームページで発表するので、選手やチーム代表者 

はホームページのチェックすること。事前に参加確認証等の郵送はしない。 

 （11）出走サインは、タイムトライアルを除く全てのカテゴリーで実施する。 

 （12）使用する車種は、整備されたスポーツタイプのフリー付の自転車であること。 

 （13）山口県自転車競技連盟のホームページにイベント全体の情報を公開するので参考とすること。 

 （14）ジュニア、ユースの選手のギア規制は、JCFの 2019年競技規則に準ずる。 

 （15）一般の部の県内選手権については、中国地域大会の山口県選抜チームの選手選考会とする。 



特別協賛  丸久グループ 

- 3 - 

７. 参加料 ・一般の部 

 【種目 1】 個人タイムトライアル    ３，０００円／名（中学生以下 ２，０００円／名） 

 【種目 2】 カテゴリー別クリテリウム 

 １カテゴリー       ４，０００円／名（中学生以下 ２，０００円／名） 

 複数カテゴリー      ７，０００円／名（中学生以下 ３，０００円／名） 

 ・JBCFの部  ※別途、JBCFの定める規程等に沿う。 

８. 申込方法 ・一般の部 

 山口県自転車競技連盟公式ホームページから、申込用紙をダウンロードし必要事項を記入の上、参加

料を添え現金書留にて、大会事務局へ郵送いただくか、直接お申し込みください。 

〒754-0897 山口県山口市嘉川 4188番地 棟久方 山口県自転車競技連盟大会事務局 宛 

電話 090-5374-8498 （担当・棟久） 

インターネット申込みの「スポーツエントリー」でのお申込みも可能です。 

 
https://www.sportsentry.ne.jp/ 

 

 ・JBCFの部 

 JBCF公式ホームページから、各チーム代表者が所定の申込み（エントリー）を行うこと。 

10. 申込み締切日 ・一般の部  ２０１９年４月２５日（木）  エントリー締切り 

 ・JBCFの部  別途、JBCF公式ホームページを参照のこと。http://www.jbcf.or.jp/ 

11. 駐車場 大会時には、会場となる公園内では他団体のイベント等が開催されております。駐車場は所定の場所を

ご利用ください。また、駐車場は公園利用者との共有スペースとなる為、自走でのウォーミングアップ

はご遠慮ください。コース内の空いたスペース又は、各選手、チームの責任の元で交通ルールを遵守の

上、公道で行ってください。 

12. お問合せ ・一般の部に関すること 

 山口県自転車競技連盟 事務局 

yamaguchi98_cf@yahoo.co.jp 

電話 090-5374-8498 （担当・棟久） 

 ・JBCFの部に関すること 

 山口県自転車競技連盟内 JBCF山口大会事業部  

Shige1648sa@gmail.com ※問い合わせは、全て Eメールとする。 

13. 会場アクセス ＜車でお越しの方＞ 

・山陽自動車道山口南ＩＣ    約１５分 

・山陽自動車道宇部下関線経由 

山口宇部道路阿知須ＩＣ     約５分 

 

＜飛行機でお越しの方＞ 

・山口宇部空港から     車で約１５分 

 

＜電車でお越しの方＞ 

・JR新山口駅から     車で約１０分 

・JR宇部線阿知須駅から  徒歩約１５分 

 

http://www.jbcf.or.jp/
mailto:yamaguchi98_cf@yahoo.co.jp
mailto:Shige1648sa@gmail.com


【　大会概要　】
開催趣旨

名称 きらら浜サイクルミーティング５月大会
日時 令和元年５月４日（土）、５日（日）
場所 山口きらら博記念公園2050年の森大芝生広場外周特設コース（2.6km/１周)
主催 山口県自転車競技連盟
後援 山口県　山口市　（公財）山口県体育協会
特別協賛 丸久グループ
事務局 山口県山口市嘉川４１８８番地 棟久方

山口県自転車競技連盟　競技運営委員会
電話（FAX） 083-989-2773 　（携帯電話） 090-5374-8498

【　５月大会　参加状況　】
延べ選手数 399 名 H31.5.3 現在
参加分布 （JBCF競技） （一般競技クラス別）

個人タイムトライアル 16 名
男子 87 名 バンビーノ 8 名
女子 7 名 キッズ 19 名

ユース 15 名
男子 166 名 レディース 5 名
女子 8 名 マスターズ 23 名

スポーツ 23 名
県内選手権 22 名

【　大会日程　】

【　問い合わせ　】

本大会は、自転車競技の選手層の底辺拡大及び全国レベルの選手の育成を主たる目
的とし、青少年の心身の鍛練と高揚を図り、日頃の修練の成果をクリテリウム競技独特
のレースで試し、スピードの極限に挑み、もって世界に飛躍する選手の養成の一助とす
る。

山口県自転車競技連盟　競技運営委員長　　　棟久　明博　（携帯　090-5374-8498）

個人タイムトライアル（5/4）

クリテリウム（5/5）

開始-終了予定時刻 　場　　所

5月4日（土）

開門 12:00

12:30 - 13:00 大会本部前

12:30 - 14:00 受付ブース

試走 13:00 - 13:20 コース

バイクチェック 13:30 - 各スタート15分前まで 会場内特設テント

一般の部　競技 13:30 - 14:00 2.6 × 1周 =2.6km

JBCFの部　競技 14:00 - 17:00 2.6 × 1周 =2.6km

表彰式 競技終了後 随時

選手ライセンスコントロール

マネージャーミーティング

内 　 　容

開始-終了予定時刻 　場　　所

5月5日（日）

開門 　7:30

試走 　8:00 -　8:50 コース

　8:30 - 10:00 受付ブース

　9:30 - 10:00 大会本部前

一般の部　ﾊﾞﾝﾋﾞｰﾉ（～小学3年：2.6 ｘ 1周 ＝2.6km）

一般の部　ｷｯｽﾞ（小学4～6年：2.6 ｘ 2周 ＝5.2km）

一般の部　ｽﾎﾟｰﾂ（中学生以上：2.6 ｘ5周 ＝13.0km）

一般の部　ﾏｽﾀｰｽﾞ（40歳以上：2.6 ｘ5周 ＝13.0km）

JBCFの部　E2 （2.6ｘ 　8周 ＝20.8km） 10:30 - 11:10 コース

JBCFの部　F （2.6ｘ 　8周 ＝20.8km） 11:10 - 11:50 コース

JBCFの部　E1 （2.6ｘ 13周 ＝33.8km） 11:50 - 12:50 コース

JBCFの部　E3-1 （2.6ｘ 　6周 ＝15.6km） 12:50 - 13:20 コース

JBCFの部　E3-2 （2.6ｘ 　6周 ＝15.6km） 13:20 - 13:50 コース

13:50 - 15:20 コース

表彰式 競技終了後 随時

選手ライセンスコントロール

マネージャーミーティング

内 　 　容

一般の部　ﾕｰｽ（中学生以下：2.6 ｘ 4周 ＝10.4km）

一般の部 　県内選手権（上級者：2.6 ｘ 20周 ＝52.0km）

一般の部　ﾚﾃﾞｨｰｽ（女性：2.6 ｘ 4周 ＝10.4km）
　9:00 -  9:30

　9:30 - 10:00 コース

コース

10:00 - 10:30 コース



大 会 会 長 大 和 孝 義

大 会 副 委 員 長 片 山 右 京 鈴 木 啓 一

大 会 顧 問 渡 邊 正 岡 田 元 子

大 会 参 与 藤 井 清 美 福田 日出夫

大 会 委 員 長 白 川 巧

大 会 副 委 員 長 棟 久 明 博

大 会 委 員 河 口 建 夫 宮 岡 博 河 村 孝 二 石 村 剛 仁

正 木 陽 佐々木 靖司 森 岡 智 之 久 篠 美 佳

志 賀 孝 治 井 山 和 裕 小 倉 英 治 西 川 昌 宏

大久保 光次 林 健 人

大 会 監 事 相 本 修 子 棟 久 早

オ ー ガ ナ イ ザ ー 棟 久 明 博

レース・ディレクター 見 崎 仁 郎

チーフ・コミッセール 4日 田 谷 善 治 5日 山 崎 隆 明

コミッセール・パネル 4日 多田野 和輝 光 井 建 紀 石 村 剛 仁 重 政 貞 男

5日 多田野 和輝 光 井 建 紀 石 村 剛 仁 白 上 浩 之

アシスタント・コミッセール 大 和 孝 義 棟 久 房 枝 河 賀 忍 田 中 謙 治

三 好 聡 河 村 茂 夫 久 篠 美 佳 棟 久 明 博

岡 本 杏 子 岡 本 順 野 村 綾 音 野 村 正 博

山 本 敬 岩 藤 司 朗 福 山 和 行 河 賀 敦

新 井 嘉 文 金 川 正 夫 大 形 憲 弘 清 水 真

岡 田 和 芳 野 崎 隆 日下田 匡行 野 村 光 男

黒 枝 美 樹 相 本 修 子 白 上 浩 之

競 技 補 助 員 棟 久 和 佳 他

救 護 員 （棟久 房枝） （ 河 賀 忍 ） 河手 佐知子

通 告 員 ・ MC 濱 井 美 紀 （棟久 明博）

計 測 / 写 真 判 定

JBCF山口大会事務局 重 政 貞 男

大　　会　　役　　員

競　　技　　役　　員

JBCF 西 日 本 事 務 局



 
  

きらら浜ライドスキルスクール by Global Racing Project  
きらら浜サイクルミーティングの開催に伴い、クリテリウム入門者向けライドスキルスクールを開催しま
す。

イベント名 きらら浜ライドスキルスクール by
Global Racing Project

開催日時 2019/05/04(土) 15:30 ～ 17:30

受付開始 15:00 ～

参加費 競技者 3,000円

支払い方法 会場払い

参加定員 20人

開催場所 山口きらら博記念公園

住所 山口県山口市阿知須きらら浜

主催者 Akihiro Munehisa

お申込み ※イベントへのお申込みはこちらのサイトから！

https://eventon.jp/16641

MAP
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きらら浜初心者サイクルスクール by Global Racing Project  
JBCFきらら浜クリテリウム開催に伴い 子供向けサイクルスクールを開催します。

イベント名 きらら浜初心者サイクルスクール by
Global Racing Project

開催日時 2019/05/05(日) 10:30 ～ 11:30

受付開始 10:00 ～

参加費 参加者 無料

支払い方法 会場払い

参加定員 50人

開催場所 山口きらら博記念公園

住所 山口県山口市阿知須きらら浜

主催者 Akihiro Munehisa

お申込み ※イベントへのお申込みはこちらのサイトから！

https://eventon.jp/16642

MAP
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【　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/　　



【クラスタ：E1  グレード：T】 39名 2019.5.3

No JCF ID 氏名 カナ 登録地 チーム名

101 1300056 比護 任 ﾋｺﾞ ｱﾀﾙ 大阪 イナーメ信濃山形-EFT

102 1800085 池川 辰哉 ｲｹｶﾞﾜ ﾀﾂﾔ 大阪 VC VELOCE

103 9700734 井上 登士哉 ｲﾉｳｴ ﾄｼﾔ 愛媛 VC VELOCE

104 0500349 井上 人志 ｲﾉｳｴ ﾋﾄｼ 滋賀 VC VELOCE

105 0800194 上田 貴史 ｳｴﾀﾞ ﾀｶｼ 大阪 VC VELOCE

106 1500068 小原 洋未 ｵﾊﾗ ﾋﾛﾐ 大阪 VC VELOCE

107 0800652 辻 邦浩 ﾂｼﾞ ｸﾆﾋﾛ 京都 VC VELOCE

108 1100274 藤田 耕志 ﾌｼﾞﾀ ﾀｶｼ 大阪 VC VELOCE

109 1501960 村井 寛 ﾑﾗｲ ﾋﾛｼ 大阪 VC VELOCE

112 1502726 松浦 正己 ﾏﾂｳﾗ ﾏｻｷ 広島 エキップ ティラン

113 1601925 梅澤 幹太 ｳﾒｻﾞﾜ ｶﾝﾀ 愛媛 エキップｕレーシング

114 1600101 山根 真吾 ﾔﾏﾈ ｼﾝｺﾞ 広島 eNShare Cycling Team

116 1800057 中村 将也 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾔ 大阪 ALL OUT reric

117 1802568 原田 将人 ﾊﾗﾀﾞ ﾏｻﾄ 兵庫 ALL OUT reric

119 1500603 森本 玄達 ﾓﾘﾓﾄ ﾋﾛﾐﾁ 岡山 code 33

120 1500311 番場 慶太郎 ﾊﾞﾝﾊﾞ ｹｲﾀﾛｳ 千葉 シャークアイランド

121 0800023 和田山 尚史 ﾜﾀﾞﾔﾏ ﾀｶﾌﾐ 大阪 侵略！！！

122 1300016 藤井 一厳 ﾌｼﾞｲ ﾉﾌﾞﾋﾛ 静岡 SPADE・ACE

123 9901846 大倉 健一 ｵｵｸﾗ ｹﾝｲﾁ 東京 セオレーシング

124 1502700 塚本 隼 ﾂｶﾓﾄ ﾊﾔﾄ 大阪 ZERO

125 1700035 花田 金之介 ﾊﾅﾀﾞ ｷﾝﾉｽｹ 大阪 ZERO

129 1502466 井上 健志 ｲﾉｳｴ ﾀｹｼ 熊本 チームGINRIN熊本

132 1500505 築山 元樹 ﾂｷﾔﾏ ｹﾞﾝｷ 岡山 Team Grandi Petit

134 0900367 隅原 秀年 ｽﾐﾊﾗ ﾋﾃﾞﾄｼ 大阪 チーム  スクアドラ

135 1600502 宮本 訓寛 ﾐﾔﾓﾄ ｸﾆﾋﾛ 大阪 チーム  スクアドラ

136 1201709 川瀬 章史 ｶﾜｾ ｱｷﾌﾐ 愛知 DESTRA

137 0000251 佐々木 健 ｻｻｷ ﾀｹｼ 愛知 天狗党

141 0600048 奥野 浩和 ｵｸﾉ ﾋﾛｶｽﾞ 大阪 ナカガワAS・K’デザイン

144 1700197 水町 勝彦 ﾐｽﾞﾏﾁ ｶﾂﾋｺ 福岡 PARABOLAイワイシーガル

145 0001623 坂本 恵一 ｻｶﾓﾄ ｹｲｲﾁ 大阪 BC.ANELLO

147 1500813 堀田 耕司 ﾎｯﾀ ｺｳｼﾞ 愛知 BREZZA-KAMIHAGI

148 1400047 菅谷 修 ｽｶﾞﾔ ｵｻﾑ 東京 MIVRO

150 0900441 所司 純一 ｼｮｼ ｼﾞｭﾝｲﾁ 京都 モジュマ エリアゼロナナゴ

152 1200445 岡本 順 ｵｶﾓﾄ ｼﾞｭﾝ 山口 山口県自転車競技連盟・GRP

153 1100616 杉山 文崇 ｽｷﾞﾔﾏ ﾌﾐﾀｶ 山口 山口県自転車競技連盟・GRP

154 0800557 西川 昌宏 ﾆｼｶﾜ ﾏｻﾋﾛ 山口 山口県自転車競技連盟・GRP

155 1000714 佐々木 暖 ｻｻｷ ﾀﾞﾝ 奈良 EURO-WORKS Racing

156 1100076 角田 光隆 ｽﾐﾀﾞ ﾐﾂﾀｶ 奈良 EURO-WORKS Racing

159 1801013 榊原 航太 ｻｶｷﾊﾞﾗ ｺｳﾀ 神奈川 Racing CUBE

160 1400631 中井 雄策 ﾅｶｲ ﾕｳｻｸ 群馬 TRC PANAMAREDS

【クラスタ：E2  グレード：T-2】 23名 2019.5.3

No JCF ID 氏名 カナ 登録地 チーム名

202 1300697 中村 邦男 ﾅｶﾑﾗ ｸﾆｵ 長崎 ウィズラン

第2回 JBCF きらら浜タイムトライアル



203 1703353 植田 恒平 ｳｴﾀﾞ ｺｳﾍｲ 兵庫 ウオズミサイクルレーシング

206 1500390 小林 達也 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾂﾔ 広島 eNShare Cycling Team

207 0300357 一色 寛之 ｲｯｼｷ ﾋﾛﾕｷ 奈良 CIERVO NARA ELITE

210 1600345 重本 明彦 ｼｹﾞﾓﾄ ｱｷﾋｺ 山口 Team Kermis Cross

211 1400292 富永 将宇 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾏｻﾀｶ 広島 Team Kermis Cross

215 9801847 白石 裕二 ｼﾗｲｼ ﾕｳｼﾞ 熊本 チームサイクルプラス

217 0900283 徳永 易丈 ﾄｸﾅｶﾞ ﾔｽﾀｹ 愛媛 チーム大永山

218 1801266 宮崎 泰史 ﾐﾔｻﾞｷ ﾀｲｼ 熊本 津末レーシング

220 9702438 宮本 泰典 ﾐﾔﾓﾄ ﾔｽﾉﾘ 徳島 徳島サイクルレーシング

221 1802183 中西 哲健 ﾅｶﾆｼ ﾉﾘｶﾂ 兵庫 ナカガワAS・K’デザイン

224 1001247 大村 英哉 ｵｵﾑﾗ ﾌｻﾔ 熊本 パープルモンキー

225 0901548 海藤 稜馬 ｶｲﾄﾞｳ ﾘｮｳﾏ 山形 パナソニックレーシング

226 1700026 中西 啓太 ﾅｶﾆｼ ｹｲﾀ 大阪 パナソニックレーシング

227 1601619 吉武 和則 ﾖｼﾀｹ ｶｽﾞﾉﾘ 福岡 PARABOLAイワイシーガル

230 1500347 川上 豪仁 ｶﾜｶﾐ ﾀｹﾋﾄ 福岡 VC福岡（エリート）

231 1101235 森 智大 ﾓﾘ ﾄﾓﾋﾛ 徳島 M.I.M

232 1400276 小林 慎也 ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾝﾔﾔ 兵庫 モジュマ エリアゼロナナゴ

234 0801454 井上 無我 ｲﾉｳｴ ﾑｶﾞ 山口 山口県自転車競技連盟・GRP

236 1700388 平井 貴志 ﾋﾗｲ ﾀｶｼ 山口 山口県自転車競技連盟・GRP

237 1800265 福田 健一 ﾌｸﾀﾞ ｹﾝｲﾁ 山口 山口県自転車競技連盟・GRP

239 0800054 湧川 将樹 ﾜｸｶﾞﾜ ﾏｻｷ 山口 山口県自転車競技連盟・GRP

241 1800172 安田 忠勲 ﾔｽﾀﾞ ﾀﾀﾞｲｻ 兵庫 Rapha Cycling Club

242 1700683 吉田 健太郎 ﾖｼﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 群馬 TRC PANAMAREDS

【クラスタ：E3  グレード：T-3】 25名 2019.5.3

No JCF ID 氏名 カナ 登録地 チーム名

301 1800187 井上 尚也 ｲﾉｳｴ ﾅｵﾔ 広島 Aki Rising Bicycle team

302 1700685 菅村 篤 ｽｶﾞﾑﾗ ｱﾂｼ 広島 Aki Rising Bicycle team

318 1602252 山中 集平 ﾔﾏﾅｶ ｼｭｳﾍｲ 岡山 code 33

322 1602040 牛山 恭一 ｳｼﾔﾏ ｷｮｳｲﾁ 鹿児島 セレクシオン南九州

324 1402338 比良 和巳 ﾋﾗ ｶｽﾞﾐ 鹿児島 セレクシオン南九州

325 1402141 新村 亮太 ｼﾝﾑﾗ ﾘｮｳﾀ 大阪 ZERO

326 1702002 早瀬 利宇 ﾊﾔｾ ﾘｭｳ 岐阜 ZERO

332 1400290 坂井 誠臣 ｻｶｲ ﾏｻｵﾐ 広島 Team Kermis Cross

334 1602048 西岡 靖記 ﾆｼｵｶ ﾔｽｷ 広島 Team Kermis Cross

335 1703457 西川 大介 ﾆｼｶﾜ ﾀﾞｲｽｹ 広島 Team Kermis Cross

337 1700472 佐野 史和 ｻﾉ ﾌﾐｶｽﾞ 兵庫 Team ZERO　UNO　FRONTIER

338 1600808 田中 典行 ﾀﾅｶ ﾉﾘﾕｷ 兵庫 Team ZERO　UNO　FRONTIER

344 1800379 古澤 卓哉 ﾌﾙｻﾜ ﾀｸﾔ 熊本 チームGINRIN熊本

346 1800405 藤岡 信太郎 ﾌｼﾞｵｶ ｼﾝﾀﾛｳ 岡山 Team Grandi Petit

348 1703422 山田 雅樹 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻｷ 北海道 Team Sciroco

352 1802537 本庄 義人 ﾎﾝｼｮｳ ﾖｼﾋﾄ 愛媛 チーム大永山

360 1700199 深堀 理 ﾌｶﾎﾘ ﾏｻﾙ 福岡 PARABOLAイワイシーガル

362 1500030 田中 契 ﾀﾅｶ ﾋｻｼ 大阪 BC.ANELLO

364 1900089 田中 良介 ﾀﾅｶ ﾘｮｳｽｹ 熊本 VC福岡（エリート）

366 1702062 臼井 一雅 ｳｽｲ ｶｽﾞﾏｻ 栃木 Honda栃木 JET

367 9802484 植木 康文 ｳｴｷ ﾔｽﾌﾐ 山口 山口県自転車競技連盟・GRP

369 1703110 杉野 翔一 ｽｷﾞﾉ ｼｮｳｲﾁ 山口 山口県自転車競技連盟・GRP



370 1900187 高重 竜輔 ﾀｶｼｹﾞ ﾘｭｳｽｹ 山口 山口県自転車競技連盟・GRP

371 1900078 中村 和広 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞﾋﾛ 山口 山口県自転車競技連盟・GRP

374 1900247 寺本 達哉 ﾃﾗﾓﾄ ﾀﾂﾔ 京都 Rapha Cycling Club

【クラスタ：F  グレード：T-3】 7名 2019.5.3

No JCF ID 氏名 カナ 登録地 チーム名

253 1700729 伊藤 優以 ｲﾄｳ ﾕｲ 兵庫 Team ZERO　UNO　FRONTIER

254 1802388 久木野 杏菜 ｸｷﾉ ｱﾝﾅ 鹿児島 TEAM YOU CAN

255 1602704 久木野 衣美 ｸｷﾉ ｴﾐ 鹿児島 TEAM YOU CAN

256 1801504 河手 佐知子 ｶﾜﾃ ｻﾁｺ 岡山 Team Grandi Petit

257 1500022 安藤 奏子 ｱﾝﾄﾞｳ ｶﾅｺ 大阪 チーム  スクアドラ

258 1201916 矢野 智子 ﾔﾉ ﾄﾓｺ 京都 モジュマ エリアゼロナナゴ

259 1600347 中塚 祐佳 ﾅｶﾂｶ ﾕｶ 山口 山口県自転車競技連盟・GRP



【クラスタ：E1  グレード：Cr】 56名 2019.5.3

No JCF ID 氏名 カナ 登録地 チーム名

101 1300056 比護 任 ﾋｺﾞ ｱﾀﾙ 大阪 イナーメ信濃山形-EFT

102 1800085 池川 辰哉 ｲｹｶﾞﾜ ﾀﾂﾔ 大阪 VC VELOCE

103 9700734 井上 登士哉 ｲﾉｳｴ ﾄｼﾔ 愛媛 VC VELOCE

104 0500349 井上 人志 ｲﾉｳｴ ﾋﾄｼ 滋賀 VC VELOCE

105 0800194 上田 貴史 ｳｴﾀﾞ ﾀｶｼ 大阪 VC VELOCE

106 1500068 小原 洋未 ｵﾊﾗ ﾋﾛﾐ 大阪 VC VELOCE

107 0800652 辻 邦浩 ﾂｼﾞ ｸﾆﾋﾛ 京都 VC VELOCE

108 1100274 藤田 耕志 ﾌｼﾞﾀ ﾀｶｼ 大阪 VC VELOCE

109 1501960 村井 寛 ﾑﾗｲ ﾋﾛｼ 大阪 VC VELOCE

110 1700043 藤田 宏平 ﾌｼﾞﾀ ｺｳﾍｲ 広島 voyAge cycling team

111 1501497 皿谷 宏人 ｻﾗｶﾞｲ ﾋﾛﾄ 広島 エキップ ティラン

112 1502726 松浦 正己 ﾏﾂｳﾗ ﾏｻｷ 広島 エキップ ティラン

113 1601925 梅澤 幹太 ｳﾒｻﾞﾜ ｶﾝﾀ 愛媛 エキップｕレーシング

115 1800028 佐藤 俊雄 ｻﾄｳ ﾄｼｵ 兵庫 ALL OUT reric

116 1800057 中村 将也 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾔ 大阪 ALL OUT reric

117 1802568 原田 将人 ﾊﾗﾀﾞ ﾏｻﾄ 兵庫 ALL OUT reric

118 1600352 服平 和樹 ﾌｸﾍﾞ ｶｽﾞｷ 大分 ALL OUT reric

119 1500603 森本 玄達 ﾓﾘﾓﾄ ﾋﾛﾐﾁ 岡山 code 33

120 1500311 番場 慶太郎 ﾊﾞﾝﾊﾞ ｹｲﾀﾛｳ 千葉 シャークアイランド

121 0800023 和田山 尚史 ﾜﾀﾞﾔﾏ ﾀｶﾌﾐ 大阪 侵略！！！

123 9901846 大倉 健一 ｵｵｸﾗ ｹﾝｲﾁ 東京 セオレーシング

124 1502700 塚本 隼 ﾂｶﾓﾄ ﾊﾔﾄ 大阪 ZERO

125 1700035 花田 金之介 ﾊﾅﾀﾞ ｷﾝﾉｽｹ 大阪 ZERO

126 1600075 坂川 達行 ｻｶｶﾞﾜ ﾀﾂﾕｷ 広島 Team Kermis Cross

127 1700578 一丸 裕介 ｲﾁﾏﾙ ﾕｳｽｹ 徳島 TeamUKYO Reve

128 1501770 岩本 克也 ｲﾜﾓﾄ ｶﾂﾔ 山口 TeamUKYO Reve

130 0300992 田仲 康矢 ﾀﾅｶ ｺｳﾔ 沖縄 チームGINRIN熊本

131 1201092 今井 章雄 ｲﾏｲ ｱｷｵ 岡山 Team Grandi Petit

132 1500505 築山 元樹 ﾂｷﾔﾏ ｹﾞﾝｷ 岡山 Team Grandi Petit

133 9702373 金子 彰 ｶﾈｺ ｱｷﾗ 山口 チームサイクルプラス

134 0900367 隅原 秀年 ｽﾐﾊﾗ ﾋﾃﾞﾄｼ 大阪 チーム  スクアドラ

135 1600502 宮本 訓寛 ﾐﾔﾓﾄ ｸﾆﾋﾛ 大阪 チーム  スクアドラ

136 1201709 川瀬 章史 ｶﾜｾ ｱｷﾌﾐ 愛知 DESTRA

137 0000251 佐々木 健 ｻｻｷ ﾀｹｼ 愛知 天狗党

138 1201705 中屋 貴義 ﾅｶﾔ ﾀｶﾖｼ 高知 徳島サイクルレーシング

139 1700538 八木 健太 ﾔｷﾞ ｹﾝﾀ 高知 徳島サイクルレーシング

140 1600120 山本 健太郎 ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝﾀﾛｳ 高知 徳島サイクルレーシング

141 0600048 奥野 浩和 ｵｸﾉ ﾋﾛｶｽﾞ 大阪 ナカガワAS・K’デザイン

142 1600013 森田 正徳 ﾓﾘﾀ ﾏｻﾉﾘ 大阪 ナカガワAS・K’デザイン

143 1700198 川口 照悟 ｶﾜｸﾞﾁ ｼｮｳｺﾞ 福岡 PARABOLAイワイシーガル

144 1700197 水町 勝彦 ﾐｽﾞﾏﾁ ｶﾂﾋｺ 福岡 PARABOLAイワイシーガル

145 0001623 坂本 恵一 ｻｶﾓﾄ ｹｲｲﾁ 大阪 BC.ANELLO

146 1802207 秋好 佑太 ｱｷﾖｼ ﾕｳﾀ 福岡 VC福岡（エリート）

147 1500813 堀田 耕司 ﾎｯﾀ ｺｳｼﾞ 愛知 BREZZA-KAMIHAGI

第8回 JBCF きらら浜クリテリウム



148 1400047 菅谷 修 ｽｶﾞﾔ ｵｻﾑ 東京 MIVRO

149 1700354 城島 大樹 ｼﾞｮｳｼﾞﾏ ﾀﾞｲｷ 京都 モジュマ エリアゼロナナゴ

150 0900441 所司 純一 ｼｮｼ ｼﾞｭﾝｲﾁ 京都 モジュマ エリアゼロナナゴ

151 1502478 神野 悠作 ｼﾞﾝﾉ ﾕｳｻｸ 大阪 八ヶ岳 CYCLING CLUB

152 1200445 岡本 順 ｵｶﾓﾄ ｼﾞｭﾝ 山口 山口県自転車競技連盟・GRP

153 1100616 杉山 文崇 ｽｷﾞﾔﾏ ﾌﾐﾀｶ 山口 山口県自転車競技連盟・GRP

154 0800557 西川 昌宏 ﾆｼｶﾜ ﾏｻﾋﾛ 山口 山口県自転車競技連盟・GRP

155 1000714 佐々木 暖 ｻｻｷ ﾀﾞﾝ 奈良 EURO-WORKS Racing

156 1100076 角田 光隆 ｽﾐﾀﾞ ﾐﾂﾀｶ 奈良 EURO-WORKS Racing

157 1001922 森 俊夫 ﾓﾘ ﾄｼｵ 奈良 EURO-WORKS Racing

158 1702045 金子 隆亮 ｶﾈｺ ﾘｭｳｽｹ 大阪 Rapha Cycling Club

159 1801013 榊原 航太 ｻｶｷﾊﾞﾗ ｺｳﾀ 神奈川 Racing CUBE

160 1400631 中井 雄策 ﾅｶｲ ﾕｳｻｸ 群馬 TRC PANAMAREDS

【クラスタ：E2  グレード：Cr-2】 39名 2019.5.3

No JCF ID 氏名 カナ 登録地 チーム名

201 0500435 福留 康介 ﾌｸﾄﾞﾒ ｺｳｽｹ 岡山 イナーメ信濃山形-EFT

202 1300697 中村 邦男 ﾅｶﾑﾗ ｸﾆｵ 長崎 ウィズラン

204 1800245 近森 亮 ﾁｶﾓﾘ ﾘｮｳ 広島 エキップ ティラン

205 1801461 松浦 広明 ﾏﾂｳﾗ ﾋﾛｱｷ 広島 エキップ ティラン

206 1500390 小林 達也 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾂﾔ 広島 eNShare Cycling Team

207 0300357 一色 寛之 ｲｯｼｷ ﾋﾛﾕｷ 奈良 CIERVO NARA ELITE

208 1100305 磯田 竜介 ｲｿﾀﾞ ﾘｭｳｽｹ 香川 Tyrell Kagawa Racing

209 1400295 大森 健一 ｵｵﾓﾘ ｹﾝｲﾁ 広島 Team Kermis Cross

210 1600345 重本 明彦 ｼｹﾞﾓﾄ ｱｷﾋｺ 山口 Team Kermis Cross

211 1400292 富永 将宇 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾏｻﾀｶ 広島 Team Kermis Cross

212 0600094 中村 誠 ﾅｶﾑﾗ ﾏｺﾄ 岡山 チーム岡山

213 0000382 三村 尚 ﾐﾑﾗ ﾀｶｼ 岡山 チーム岡山

214 1602669 武富 正芳 ﾀｹﾄﾐ ﾏｻﾖｼ 熊本 チームGINRIN熊本

215 9801847 白石 裕二 ｼﾗｲｼ ﾕｳｼﾞ 熊本 チームサイクルプラス

216 1201903 杉村 敏章 ｽｷﾞﾑﾗ ﾄｼｱｷ 愛媛 チーム大永山

217 0900283 徳永 易丈 ﾄｸﾅｶﾞ ﾔｽﾀｹ 愛媛 チーム大永山

218 1801266 宮崎 泰史 ﾐﾔｻﾞｷ ﾀｲｼ 熊本 津末レーシング

219 1600561 西野 雅文 ﾆｼﾉ ﾏｻﾌﾐ 徳島 徳島サイクルレーシング

220 9702438 宮本 泰典 ﾐﾔﾓﾄ ﾔｽﾉﾘ 徳島 徳島サイクルレーシング

221 1802183 中西 哲健 ﾅｶﾆｼ ﾉﾘｶﾂ 兵庫 ナカガワAS・K’デザイン

222 9701689 福田 透 ﾌｸﾀﾞ ﾄｵﾙ 滋賀 ナカガワAS・K’デザイン

223 1400705 森野 裕太 ﾓﾘﾉ ﾕｳﾀ 山口 ネクストリーム・うどん虹や

224 1001247 大村 英哉 ｵｵﾑﾗ ﾌｻﾔ 熊本 パープルモンキー

225 0901548 海藤 稜馬 ｶｲﾄﾞｳ ﾘｮｳﾏ 山形 パナソニックレーシング

226 1700026 中西 啓太 ﾅｶﾆｼ ｹｲﾀ 大阪 パナソニックレーシング

227 1601619 吉武 和則 ﾖｼﾀｹ ｶｽﾞﾉﾘ 福岡 PARABOLAイワイシーガル

228 1502296 若林 孝紀 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾀｶﾉﾘ 広島 備北おはようございます

229 1601492 池田 渓人 ｲｹﾀﾞ ｹｲﾄ 熊本 VC福岡（エリート）

230 1500347 川上 豪仁 ｶﾜｶﾐ ﾀｹﾋﾄ 福岡 VC福岡（エリート）

231 1101235 森 智大 ﾓﾘ ﾄﾓﾋﾛ 徳島 M.I.M

232 1400276 小林 慎也 ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾝﾔﾔ 兵庫 モジュマ エリアゼロナナゴ

233 1700353 田中 龍太朗 ﾀﾅｶ ﾘｭｳﾀﾛｳ 京都 モジュマ エリアゼロナナゴ



234 0801454 井上 無我 ｲﾉｳｴ ﾑｶﾞ 山口 山口県自転車競技連盟・GRP

235 1700546 中田 辰朗 ﾅｶﾀ ﾀﾂﾛｳ 山口 山口県自転車競技連盟・GRP

236 1700388 平井 貴志 ﾋﾗｲ ﾀｶｼ 山口 山口県自転車競技連盟・GRP

237 1800265 福田 健一 ﾌｸﾀﾞ ｹﾝｲﾁ 山口 山口県自転車競技連盟・GRP

238 0100423 真鍋 英祐 ﾏﾅﾍﾞ ｴｲｽｹ 山口 山口県自転車競技連盟・GRP

239 0800054 湧川 将樹 ﾜｸｶﾞﾜ ﾏｻｷ 山口 山口県自転車競技連盟・GRP

240 1600095 前村 悟 ﾏｴﾑﾗ ｻﾄﾙ 兵庫 Life Ride

242 1700683 吉田 健太郎 ﾖｼﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 群馬 TRC PANAMAREDS

【クラスタ：E3  グレード：Cr-3】 71名 2019.5.3

No JCF ID 氏名 カナ 登録地 チーム名

301 1800187 井上 尚也 ｲﾉｳｴ ﾅｵﾔ 広島 Aki Rising Bicycle team

302 1700685 菅村 篤 ｽｶﾞﾑﾗ ｱﾂｼ 広島 Aki Rising Bicycle team

303 1800225 山田 哲也 ﾔﾏﾀﾞ ﾃﾂﾔ 広島 Aki Rising Bicycle team

304 1800115 有元 寛貴 ｱﾘﾓﾄ ﾋﾛｷ 広島 voyAge cycling team

305 1800233 高杉 知希 ﾀｶｽｷﾞ ﾄﾓｷ 広島 voyAge cycling team

306 1900769 松尾 侑喜 ﾏﾂｵ ﾕｳｷ 広島 voyAge cycling team

307 1801369 緒方 祐樹 ｵｶﾞﾀ ﾕｳｷ 熊本 SSPC-アスリート・熊本

308 1900270 中原 湊 ﾅｶﾊﾗ ﾐﾅﾄ 熊本 SSPC-アスリート・熊本

309 1800539 沼田 崚太郎 ﾇﾏﾀ ﾘｮｳﾀﾛｳﾘｮｳ 熊本 SSPC-アスリート・熊本

310 1900991 半田 莉都 ﾊﾝﾀﾞ ﾘｲﾁ 熊本 SSPC-アスリート・熊本

311 1601634 溝口 永遠 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾄﾜ 熊本 SSPC-アスリート・熊本

312 0400883 香川 祐太 ｶｶﾞﾜ ﾕｳﾀ 広島 eNShare Cycling Team

313 1600432 藤岡 泰之 ﾌｼﾞｵｶ ﾔｽﾕｷ 広島 eNShare Cycling Team

314 1800229 脇本 貴尉 ﾜｷﾓﾄ ﾀｶﾔｽ 広島 eNShare Cycling Team

315 1800122 小笠原 輝彦 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾃﾙﾋｺ 大分 ALL OUT reric

316 1700323 坂本 恭平 ｻｶﾓﾄ ｷｮｳﾍｲ 徳島 ALL OUT reric

317 1700367 細川 貴弘 ﾎｿｶﾜ ﾀｶﾋﾛ 岡山 code 33

318 1602252 山中 集平 ﾔﾏﾅｶ ｼｭｳﾍｲ 岡山 code 33

319 1900664 高山 雅史 ﾀｶﾔﾏ ﾏｻﾌﾐ 岡山 サイファアスリートクラブ岡山

320 1600722 辻川 涼兵 ﾂｼﾞｶﾜ ﾘｮｳﾍｲﾍｲ 岡山 サイファアスリートクラブ岡山

321 1001200 難波 大輔 ﾅﾝﾊﾞ ﾀﾞｲｽｹ 岡山 サイファアスリートクラブ岡山

322 1602040 牛山 恭一 ｳｼﾔﾏ ｷｮｳｲﾁ 鹿児島 セレクシオン南九州

323 1501432 西山 正臣 ﾆｼﾔﾏ ﾏｻｵﾐ 福岡 セレクシオン南九州

324 1402338 比良 和巳 ﾋﾗ ｶｽﾞﾐ 鹿児島 セレクシオン南九州

325 1402141 新村 亮太 ｼﾝﾑﾗ ﾘｮｳﾀ 大阪 ZERO

326 1702002 早瀬 利宇 ﾊﾔｾ ﾘｭｳ 岐阜 ZERO

327 1703290 貞安 蒼 ｻﾀﾞﾔｽ ｿｳ 広島 崇徳高等学校

328 1802140 塩出 皓成 ｼｵﾃﾞ ｺｳｾｲ 広島 崇徳高等学校

329 1703291 頓宮 康生 ﾄﾝｸﾞｳ ｺｳｾｲ 広島 崇徳高等学校

330 1800332 藤原 聖道 ﾌｼﾞﾜﾗ ｾｲﾄﾞｳ 兵庫 soleil de lest

331 1801489 太田 敬士 ｵｵﾀ ｹｲｼ 広島 Team Kermis Cross

332 1400290 坂井 誠臣 ｻｶｲ ﾏｻｵﾐ 広島 Team Kermis Cross

333 1800047 笹原 純平 ｻｻﾊﾗ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 広島 Team Kermis Cross

334 1602048 西岡 靖記 ﾆｼｵｶ ﾔｽｷ 広島 Team Kermis Cross

335 1703457 西川 大介 ﾆｼｶﾜ ﾀﾞｲｽｹ 広島 Team Kermis Cross

336 1801465 濱田 大海 ﾊﾏﾀﾞ ﾏｻﾐ 広島 Team Kermis Cross

337 1700472 佐野 史和 ｻﾉ ﾌﾐｶｽﾞ 兵庫 Team ZERO　UNO　FRONTIER



338 1600808 田中 典行 ﾀﾅｶ ﾉﾘﾕｷ 兵庫 Team ZERO　UNO　FRONTIER

339 1800637 古谷 友一 ﾌﾙﾀﾆ ﾕｳｲﾁ 広島 TeamUKYO Reve

340 1301678 早稲田 亮太 ﾜｾﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 広島 TeamUKYO Reve

341 1800363 山崎 秀忠 ﾔﾏｻｷ ﾋﾃﾞﾀﾀﾞ 岡山 チーム岡山

342 1800541 谷崎 雄樹 ﾀﾆｻﾞｷ ﾕｳｷ 熊本 チームGINRIN熊本

343 1900457 平田 昌大 ﾋﾗﾀ ｱｷﾋﾛ 熊本 チームGINRIN熊本

344 1800379 古澤 卓哉 ﾌﾙｻﾜ ﾀｸﾔ 熊本 チームGINRIN熊本

345 1400501 蓑田 幸作 ﾐﾉﾀﾞ ｺｳｻｸ 熊本 チームGINRIN熊本

347 1802402 安藤 圭吾 ｱﾝﾄﾞｳ ｹｲｺﾞ 山口 Team Sciroco

348 1703422 山田 雅樹 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻｷ 北海道 Team Sciroco

349 1900320 伊藤 和彦 ｲﾄｳ ｶｽﾞﾋｺ 愛媛 チーム大永山

350 1800230 片岡 祐貴 ｶﾀｵｶ ﾕｳｷ 愛媛 チーム大永山

351 1802386 近藤 晋 ｺﾝﾄﾞｳ ｼﾝ 愛媛 チーム大永山

352 1802537 本庄 義人 ﾎﾝｼｮｳ ﾖｼﾋﾄ 愛媛 チーム大永山

353 1700102 高橋 学 ﾀｶﾊｼ ﾏﾅﾌﾞ 広島 ＴＮＧレーシング広島

354 1900033 吉海 久人 ﾖｼｶｲ ﾋｻﾄ 広島 ＴＮＧレーシング広島

355 1100552 片山 紳 ｶﾀﾔﾏ ｼﾝﾔ 徳島 徳島サイクルレーシング

356 1802893 三井 克造 ﾐﾂｲ ｶﾂｿﾞｳ 徳島 徳島サイクルレーシング

357 1601945 福島 寛史 ﾌｸｼﾏ ﾋﾛｼ 岡山 パラティアムTOKYO

358 1901321 石井 康平 ｲｼｲ ｺｳﾍｲ 福岡 PARABOLAイワイシーガル

359 1900471 木下 知哉 ｷﾉｼﾀ ﾄﾓﾔ 佐賀 PARABOLAイワイシーガル

360 1700199 深堀 理 ﾌｶﾎﾘ ﾏｻﾙ 福岡 PARABOLAイワイシーガル

361 1900523 渡邉 俊一 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭﾝｲﾁ 福岡 PARABOLAイワイシーガル

362 1500030 田中 契 ﾀﾅｶ ﾋｻｼ 大阪 BC.ANELLO

363 1900217 長谷 太翔 ﾊｾ ﾋﾛﾄ 兵庫 VC AVANZARE

364 1900089 田中 良介 ﾀﾅｶ ﾘｮｳｽｹ 熊本 VC福岡（エリート）

365 1900083 中島 雅人 ﾅｶｼﾏ ﾏｻﾄ 福岡 VC福岡（エリート）

366 1702062 臼井 一雅 ｳｽｲ ｶｽﾞﾏｻ 栃木 Honda栃木 JET

367 9802484 植木 康文 ｳｴｷ ﾔｽﾌﾐ 山口 山口県自転車競技連盟・GRP

368 1802627 大久保 剛 ｵｵｸﾎﾞ ﾂﾖｼ 山口 山口県自転車競技連盟・GRP

370 1900187 高重 竜輔 ﾀｶｼｹﾞ ﾘｭｳｽｹ 山口 山口県自転車競技連盟・GRP

371 1900078 中村 和広 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞﾋﾛ 山口 山口県自転車競技連盟・GRP

372 1802119 原 直人 ﾊﾗ ﾅｵﾄ 山口 山口県自転車競技連盟・GRP

373 1800202 森 悠太 ﾓﾘ ﾕｳﾀ 山口 山口県自転車競技連盟・GRP

【クラスタ：F  グレード：Cr-2】 8名 2019.5.3

No JCF ID 氏名 カナ 登録地 チーム名

251 1800102 早瀬 恵子 ﾊﾔｾ ｹｲｺ 広島 voyAge cycling team

252 1500315 番場 しおり ﾊﾞﾝﾊﾞ ｼｵﾘ 千葉 シャークアイランド

253 1700729 伊藤 優以 ｲﾄｳ ﾕｲ 兵庫 Team ZERO　UNO　FRONTIER

254 1802388 久木野 杏菜 ｸｷﾉ ｱﾝﾅ 鹿児島 TEAM YOU CAN

255 1602704 久木野 衣美 ｸｷﾉ ｴﾐ 鹿児島 TEAM YOU CAN

257 1500022 安藤 奏子 ｱﾝﾄﾞｳ ｶﾅｺ 大阪 チーム  スクアドラ

258 1201916 矢野 智子 ﾔﾉ ﾄﾓｺ 京都 モジュマ エリアゼロナナゴ

259 1600347 中塚 祐佳 ﾅｶﾂｶ ﾕｶ 山口 山口県自転車競技連盟・GRP


