
【　大会概要　】
開催趣旨

名称 ツール・ド・しものせきエキシビジョンクリテリウム
日時 平成３０年６月１６日（土）
場所 下関北運動公園　園路特設コース（1周800ｍ）
主催 山口県自転車競技連盟
共催 ツール・ド・しものせき実行委員会
後援 山口県　／　下関市　／　（公財）山口県体育協会
事務局 山口県山口市嘉川４１８８番地 棟久明博方

山口県自転車競技連盟事務局内　競技運営委員会　（担当：棟久）
電話（FAX） 083-989-2773 　（携帯電話） 090-5374-8498

【　参加状況　】

総選手数 96 名 R1.6.10 現在

参加分布 （都道府県別） （競技クラス別）
山口県 61 名 マスターズ 5 名
福岡県 15 名 ユース 13 名
熊本県 7 名 レディース 2 名
広島県 6 名 エリート 12 名
島根県 1 名 ジュニア 4 名
徳島県 1 名 バンビーノ 18 名
大分県 1 名 キッズ 22 名
佐賀県 1 名 スポーツ 33 名
京都府 1 名 1時間サイクルマラソン 15 名
岐阜県 1 名
東京都 1 名

【　競技内容　】
クリテリウム

【　競技日程　】

【　問い合わせ　】

自転車愛好者を対象に開催される「ツール・ド・しものせき」において、オリンピック競技
の一つでもある自転車競技の普及広報を目的とし、ジュニア期競技者の健全育成とシ
ニア層の愛好者の健康増進、県内の競技レベルの向上の一環として開催する。

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）

　自転車競技のクリテリウム形式でのレースを実施します。約800ｍの特設周回コース
を使用して、各クラスで周回数を設定し、競技レベルに合わせたクラスで競走をしま
す。スタートは、ローリング方式を採用し、スタートラインからローリングスタートし、隊列
が整ったら先導する審判車両の合図で、競走スタートとなります。順位決定は、各クラ
ス設定周回数を完了したゴール着順で行います。

カテゴリー スタート 最終ゴール 周回数（距離） 人数

マスターズ(40歳以上の経験者） 10:00 10:20 15周（12㎞） 5名

ユース（中学生以下の男子） 13名

レディース（女性） 2名

エリート（2000年以前生まれの男女） 12名

ジュニア（2001年以後生まれの男女） 4名

バンビーノ（小学3年生以下） 5周（4㎞） 18名

キッズ（小学6年生から4年生） 10周（8㎞） 22名

スポーツ（小学生以上の初心者） 12:30 12:50 15周（12㎞） 33名

１時間サイクルマラソン（中学生以上） 13:00 14:00 1時間で走れるだけ 15名

表彰式 競技終了次第随時

10:25 10:50 10周（8㎞）

12:10 12:30

10:55 11:55 50周（40㎞）



2019/6/10　23:44

ツール・ド・しものせきエキシビジョンクリテリウム （開催日：2019年6月15日）

No. 氏名 フリガナ 県 所属クラブ MS YT LD EL JR VB KD SP １ｈ 未納 備考

1 浅野　愛 ｱｻﾉ ﾏﾅ 広島県 * SE

2 上原　一椛 ｳｴﾊﾗ　ｲﾁｶ 山口県 GENKI * SE

3 上原　七惺 ｳｴﾊﾗ　ﾅﾅｾ 山口県 GENKI * SE

4 江頭　睦起 ｴｶﾞｼﾗ　ﾑﾂｷ 山口県 GENKI * SE

5 大石　悠人 ｵｵｲｼ　ﾕｳﾄ 山口県 GENKIｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ * SE

6 大谷　修也 ｵｵﾀﾆ ｼｭｳﾔ 山口県 温泉同好会 * SE

7 大原　夕侑 ｵｵﾊﾗ　ﾕｳ 山口県 GENKI * SE

8 木原　彰吾 ｷﾊﾗ　ｼｮｳｺﾞ 山口県 GENKIｽﾎﾟｰﾂ * SE

9 窪薗　昌俊 ｸﾎﾞｿﾞﾉ　ﾏｻﾄｼ 佐賀県 本庄小学校 * SE

10 小松　海翔 ｺﾏﾂ ｶｲﾄ 福岡県 KMTS * SE

11 田中　柊那 ﾀﾅｶ　ｼｭｳﾅ 山口県 * SE

12 徳永　穂乃花 ﾄｸﾅｶﾞ　ﾎﾉｶ 山口県 小羽山小学校 * SE

13 中平　晴 ﾅｶﾋﾗ　ﾊﾙ 山口県 GENKIｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ * SE

14 楢崎　諒 ﾅﾗｻﾞｷ　ﾘｮｳ 山口県 GENKI * SE

15 葉色　慧飛 ﾊｲﾛ ｹｲﾄ 広島県 Bike Factory MASA * SE

16 正木　脩介 ﾏｻｷ　ｼｭｳｽｹ 熊本県 SSPCｱｽﾘｰﾄ大江小 * SE

17 美輪　空人 ﾐﾜ　ｿﾗﾄ 山口県 垢田小学校 * * SE

18 綿谷　海璃 ﾜﾀﾀﾆ　ｶｲﾘ 山口県 GENKI * SE

19 浅野　純 ｱｻﾉ　ｼﾞｭﾝ 広島県 YCSC * * SE

20 浅原　智治 ｱｻﾊﾗ ﾄﾓﾊﾙ 山口県 * SE

21 荒木　唯 ｱﾗｷ ﾕｲ 山口県 GENKI * SE

22 安徳　優真 ｱﾝﾄｸ　ﾕｳﾏ 福岡県 AJ FACTORY * SE

23 飯田　直毅 ｲｲﾀﾞ　ﾅｵｷ 山口県 水産大学校 * SE

24 一丸　裕介 ｲﾁﾏﾙ　ﾕｳｽｹ 山口県 Team UKYO Reve * SE

25 伊藤　万壽生 ｲﾄｳ ﾏｽｵ 山口県 ﾁｰﾑちぽりん * SE

26 井上　悠喜 ｲﾉｳｴ ﾕｳｷ 福岡県 ﾁｰﾑｻﾝﾃﾞｨｽｸ * * * * SE

27 岩本　将矢 ｲﾜﾓﾄ　ｿｳﾔ 山口県 阿知須小学校 * SE

28 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 * SE

29 内野　文太 ｳﾁﾉ ﾌﾞﾝﾀ 山口県 * SE

30 内野　善文 ｳﾁﾉ ﾖｼﾌﾐ 山口県 内野建設興業 * SE

31 江頭　伸宙 ｴｶﾞｼﾗ　ﾉﾌﾞﾋﾛ 山口県 GENKI * SE

32 江頭　誠人 ｴｶﾞｼﾗ　ﾏｺﾄ 山口県 GENKI * SE

33 大谷　春樹 ｵｵﾀﾆ ﾊﾙｷ 山口県 ｽﾍﾟｼｬﾙｵﾘﾝﾋﾟｯｸｽ山口 MaCherie * SE

34 大原　拓真 ｵｵﾊﾗ　ﾀｸﾏ 山口県 GENKI * SE

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 * * * * SE

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 * * SE

37 鬼村　雅也 ｵﾆﾑﾗ　ﾏｻﾔ 山口県 * SE

38 加部　裕太郎 ｶﾍﾞ　ﾕｳﾀﾛｳ 山口県 水産大学校 * SE

39 川邊　幸太郎 ｶﾜﾍﾞ　ｺｳﾀﾛｳ 山口県 GENKI * SE

40 河村　悟 ｶﾜﾑﾗ　ｻﾄﾙ 山口県 * SE

41 木原　妃菜 ｷﾊﾗ　ﾋﾅ 山口県 GENKIｽﾎﾟｰﾂ * SE

42 桐原　拓也 ｷﾘﾊﾗ　ﾀｸﾔ 福岡県 ﾁｰﾑﾌｧﾝｻｲｸﾙ * SE

43 工藤　健治 ｸﾄﾞｳ　ｹﾝｼﾞ 山口県 温泉同好会 * SE

44 倉本　直人 ｸﾗﾓﾄ　ﾅｵﾄ 岐阜県 山口大学 yucc * SE

45 栗本　優樹 ｸﾘﾓﾄ　ﾕｳｷ 山口県 GENKIｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ * * SE

46 来見田　光珠 ｸﾙﾐﾀﾞ　ｺｳｼﾞｭ 京都府 * * SE

47 合田　尚俊 ｺﾞｳﾀﾞ　ﾅｵﾄｼ 山口県 Alene Solene * SE

48 古閑　孝太郎 ｺｶﾞ　ｺｳﾀﾛｳ 山口県 水産大学校 ｻｲｸﾘﾝｸﾞ部 * SE

49 小玉　篤志 ｺﾀﾞﾏ ｱﾂｼ 福岡県 Team FunCycle * * SE

50 後藤　蒼太 ｺﾞﾄｳ　ｿｳﾀ 山口県 水産大学校 * SE

51 小林　智憲 ｺﾊﾞﾔｼ　ﾄﾓﾉﾘ 山口県 水産大学校 * SE

52 小松　亮一 ｺﾏﾂ　ﾘｮｳｲﾁ 福岡県 KMTS * SE

53 坂口　竣亮 ｻｶｸﾞﾁ ｼｭﾝｽｹ 福岡県 Q-shu union * * SE

54 坂口　奈津実 ｻｶｸﾞﾁ ﾅﾂﾐ 福岡県 Q-shu union * SE

55 白根　圭悟 ｼﾗﾈ ｹｲｺﾞ 山口県 GENKI * SE



2019/6/10　23:44

ツール・ド・しものせきエキシビジョンクリテリウム （開催日：2019年6月15日）

No. 氏名 フリガナ 県 所属クラブ MS YT LD EL JR VB KD SP １ｈ 未納 備考

56 白根　大雅 ｼﾗﾈ ﾀｲｶﾞ 山口県 GENKI * SE

57 多田　尚史 ﾀﾀﾞ　ﾅｵﾌﾐ 東京都 acu-power Racing Team * * SE

58 谷本　智美 ﾀﾆﾓﾄ　ﾄﾓﾐ 広島県 * SE

59 茶屋　孝三 ﾁｬﾔ　ｺｳｿﾞｳ 広島県 MEROS 鍛錬  * * SE

60 津田　啓史 ﾂﾀﾞ　ﾋﾛｼ 福岡県 九州工業大学 * SE

61 中平　翔 ﾅｶﾋﾗ　ｼｮｳ 山口県 GENKIｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ * SE

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

63 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 * * SE

64 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 * SE

65 西山　佳秀 ﾆｼﾔﾏ ﾖｼﾋﾃﾞ 福岡県 ﾁｰﾑﾌｧﾝｻｲｸﾙ * SE

66 野上　幸正 ﾉｶﾞﾐ　ﾕｷﾏｻ 大分県 * SE

67 野村　翔 ﾉﾑﾗ　ｼｮｳ 山口県 Alene Solene * SE

68 長谷川　結理 ﾊｾｶﾞﾜ　ﾕｳﾘ 山口県 げんききっず * SE

69 平井　貴志 ﾋﾗｲ ﾀｶｼ 山口県 山口県自転車競技連盟･GRP * 事務局

70 平石　敦也 ﾋﾗｲｼ　ｱﾂﾔ 福岡県 九工大OB * SE

71 広野　達徳 ﾋﾛﾉ ﾀﾂﾉﾘ 熊本県 * * SE

72 広野　照政 ﾋﾛﾉ　ﾃﾙﾏｻ 熊本県 * SE

73 広野　優璃 ﾋﾛﾉ ﾕｳﾘ 熊本県 * * SE

74 藤井　敏行 ﾌｼﾞｲ ﾄｼﾕｷ 山口県 T.L.E.T * * SE

75 藤田　怜太郎 ﾌｼﾞﾀ　ﾘｮｳﾀﾛｳ 熊本県 SSPCｱｽﾘｰﾄ * * * SE

76 古田　紗穂 ﾌﾙﾀ　ｻﾎ 山口県 ＧＥＮＫＩ * SE

77 本田　正治 ﾎﾝﾀﾞ　ﾏｻﾊﾙ 福岡県 MacheLaren HONDA * SE

78 正木　颯人 ﾏｻｷ　ﾊﾔﾄ 熊本県 SSPCｱｽﾘｰﾄ大江小 * * SE

79 正木　雄一郎 ﾏｻｷ　ﾕｳｲﾁﾛｳ 熊本県 SSPCｱｽﾘｰﾄ * SE

80 三木　颯一郎 ﾐｷ　ｿｳｲﾁﾛｳ 徳島県 石井中学校 * * * SE

81 皆川　真太郎 ﾐﾅｶﾞﾜ ｼﾝﾀﾛｳ 山口県 山口県立下関中等教育学校 * SE

82 宮崎　陽大 ﾐﾔｻﾞｷ　ﾊﾙﾀ 山口県 ＧＥＮＫＩ * SE

83 宮本　秀斗 ﾐﾔﾓﾄ ｼｭｳﾄ 山口県 * SE

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

85 三好　琉晴 ﾐﾖｼ　ﾘｭｳｾｲ 山口県 GENKI * SE

86 村岡　こころ ﾑﾗｵｶ　ｺｺﾛ 山口県 福川小学校 * * SE

87 八木田　洋介 ﾔｷﾞﾀ　ﾖｳｽｹ 山口県 水産大学校ｻｲｸﾘﾝｸﾞ部 * SE

88 柳橋　寛人 ﾔﾅｷﾞﾊﾞｼ ﾋﾛﾄ 広島県 * SE

89 矢野　諒太郎 ﾔﾉ　ﾘｮｳﾀﾛｳ 島根県 ﾁｰﾑﾌｧﾝｻｲｸﾙ * SE

90 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 * SE

91 山下　聖太郎 ﾔﾏｼﾀ ｼｮｳﾀﾛｳ 山口県 山口県ｼﾞｭﾆｱｻｲｸﾙｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ * * SE

92 山田　敏一 ﾔﾏﾀﾞ　ﾄｼｶｽﾞ 山口県 温泉同好会 * SE

93 山之内　那知 ﾔﾏﾉｳﾁ　ﾅﾁ 山口県 * SE

94 横山　一路 ﾖｺﾔﾏ　ｲﾁﾛ 福岡県 九州工業大学 * SE

95 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 * * SE

96 渡部　優馬 ﾜﾀﾅﾍﾞ　ﾕｳﾏ 山口県 山口県立下関西高校 * SE



【　ｽﾀｰﾄﾘｽﾄ　】 エントリー数 5 2019/6/15

マスターズ（40歳以上の経験者）　12km（15周回）　　　スタート時刻　10：00
順位 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 県 所属クラブ タイム

20 浅原　智治 ｱｻﾊﾗ ﾄﾓﾊﾙ 山口県

49 小玉　篤志 ｺﾀﾞﾏ ｱﾂｼ 福岡県 Team FunCycle

59 茶屋　孝三 ﾁｬﾔ　ｺｳｿﾞｳ 広島県 MEROS 鍛錬  

74 藤井　敏行 ﾌｼﾞｲ ﾄｼﾕｷ 山口県 T.L.E.T

79 正木　雄一郎 ﾏｻｷ　ﾕｳｲﾁﾛｳ 熊本県 SSPCｱｽﾘｰﾄ

主催　　山口県自転車競技連盟　　　　共催　　ツール・ド・しものせき実行委員会
後援　　山口県　／　下関市　／　公益財団法人 山口県体育協会 2019/6/10



【　ｽﾀｰﾄﾘｽﾄ　】 エントリー数 13 2019/6/15

ユース（中学生以下の男子）　8km（10周回）　　　スタート時刻　10：25
順位 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 県 所属クラブ タイム

26 井上　悠喜 ｲﾉｳｴ ﾕｳｷ 福岡県 ﾁｰﾑｻﾝﾃﾞｨｽｸ

32 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

45 栗本　優樹 ｸﾘﾓﾄ　ﾕｳｷ 山口県 GENKIｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ

53 坂口　竣亮 ｻｶｸﾞﾁ ｼｭﾝｽｹ 福岡県 Q-shu union

55 白根　圭悟 ｼﾗﾈ ｹｲｺﾞ 山口県 GENKI

71 広野　達徳 ﾋﾛﾉ ﾀﾂﾉﾘ 熊本県

75 藤田　怜太郎 ﾌｼﾞﾀ　ﾘｮｳﾀﾛｳ 熊本県 SSPCｱｽﾘｰﾄ

78 正木　颯人 ﾏｻｷ　ﾊﾔﾄ 熊本県 SSPCｱｽﾘｰﾄ大江小

80 三木　颯一郎 ﾐｷ　ｿｳｲﾁﾛｳ 徳島県 石井中学校

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

91 山下　聖太郎 ﾔﾏｼﾀ ｼｮｳﾀﾛｳ 山口県 山口県ｼﾞｭﾆｱｻｲｸﾙｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ

95 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

【　ｽﾀｰﾄﾘｽﾄ　】 エントリー数 2 2019/6/15

レディース（女性）　8km（10周回）　　　スタート時刻　10：25
順位 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 県 所属クラブ タイム

73 広野　優璃 ﾋﾛﾉ ﾕｳﾘ 熊本県

86 村岡　こころ ﾑﾗｵｶ　ｺｺﾛ 山口県 福川小学校

主催　　山口県自転車競技連盟　　　　共催　　ツール・ド・しものせき実行委員会
後援　　山口県　／　下関市　／　公益財団法人 山口県体育協会 2019/6/10



【　ｽﾀｰﾄﾘｽﾄ　】 エントリー数 12 2019/6/15

エリート（2000年以前生まれの男女）　40km（50周回）　　　スタート時刻　10：55
順位 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 県 所属クラブ タイム

24 一丸　裕介 ｲﾁﾏﾙ　ﾕｳｽｹ 山口県 Team UKYO Reve

28 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

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

42 桐原　拓也 ｷﾘﾊﾗ　ﾀｸﾔ 福岡県 ﾁｰﾑﾌｧﾝｻｲｸﾙ

47 合田　尚俊 ｺﾞｳﾀﾞ　ﾅｵﾄｼ 山口県 Alene Solene

49 小玉　篤志 ｺﾀﾞﾏ ｱﾂｼ 福岡県 Team FunCycle

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

63 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

64 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

66 野上　幸正 ﾉｶﾞﾐ　ﾕｷﾏｻ 大分県

67 野村　翔 ﾉﾑﾗ　ｼｮｳ 山口県 Alene Solene

69 平井　貴志 ﾋﾗｲ ﾀｶｼ 山口県 山口県自転車競技連盟･GRP

【　ｽﾀｰﾄﾘｽﾄ　】 エントリー数 4 2019/6/15

ジュニア（2001年以後生まれの男女）　40km（50周回）　　　スタート時刻　10：55
順位 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 県 所属クラブ タイム

26 井上　悠喜 ｲﾉｳｴ ﾕｳｷ 福岡県 ﾁｰﾑｻﾝﾃﾞｨｽｸ

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

46 来見田　光珠 ｸﾙﾐﾀﾞ　ｺｳｼﾞｭ 京都府

81 皆川　真太郎 ﾐﾅｶﾞﾜ ｼﾝﾀﾛｳ 山口県 山口県立下関中等教育学校

主催　　山口県自転車競技連盟　　　　共催　　ツール・ド・しものせき実行委員会
後援　　山口県　／　下関市　／　公益財団法人 山口県体育協会 2019/6/10



【　ｽﾀｰﾄﾘｽﾄ　】 エントリー数 18 2019/6/15

バンビーノ（小学校3年生以下）　4km（5周回）　　　スタート時刻　12：10
順位 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 県 所属クラブ タイム

1 浅野　愛 ｱｻﾉ ﾏﾅ 広島県

2 上原　一椛 ｳｴﾊﾗ　ｲﾁｶ 山口県 GENKI

3 上原　七惺 ｳｴﾊﾗ　ﾅﾅｾ 山口県 GENKI

4 江頭　睦起 ｴｶﾞｼﾗ　ﾑﾂｷ 山口県 GENKI

5 大石　悠人 ｵｵｲｼ　ﾕｳﾄ 山口県 GENKIｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ

6 大谷　修也 ｵｵﾀﾆ ｼｭｳﾔ 山口県 温泉同好会

7 大原　夕侑 ｵｵﾊﾗ　ﾕｳ 山口県 GENKI

8 木原　彰吾 ｷﾊﾗ　ｼｮｳｺﾞ 山口県 GENKIｽﾎﾟｰﾂ

9 窪薗　昌俊 ｸﾎﾞｿﾞﾉ　ﾏｻﾄｼ 佐賀県 本庄小学校

10 小松　海翔 ｺﾏﾂ ｶｲﾄ 福岡県 KMTS

11 田中　柊那 ﾀﾅｶ　ｼｭｳﾅ 山口県

12 徳永　穂乃花 ﾄｸﾅｶﾞ　ﾎﾉｶ 山口県 小羽山小学校

13 中平　晴 ﾅｶﾋﾗ　ﾊﾙ 山口県 GENKIｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ

14 楢崎　諒 ﾅﾗｻﾞｷ　ﾘｮｳ 山口県 GENKI

15 葉色　慧飛 ﾊｲﾛ ｹｲﾄ 広島県 Bike Factory MASA

16 正木　脩介 ﾏｻｷ　ｼｭｳｽｹ 熊本県 SSPCｱｽﾘｰﾄ大江小

17 美輪　空人 ﾐﾜ　ｿﾗﾄ 山口県 垢田小学校

18 綿谷　海璃 ﾜﾀﾀﾆ　ｶｲﾘ 山口県 GENKI

【　ｽﾀｰﾄﾘｽﾄ　】 エントリー数 22 2019/6/15

キッズ（小学校6年生から4年生）　8km（10周回）　　　スタート時刻　12：10
順位 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 県 所属クラブ タイム

21 荒木　唯 ｱﾗｷ ﾕｲ 山口県 GENKI

26 井上　悠喜 ｲﾉｳｴ ﾕｳｷ 福岡県 ﾁｰﾑｻﾝﾃﾞｨｽｸ

27 岩本　将矢 ｲﾜﾓﾄ　ｿｳﾔ 山口県 阿知須小学校

29 内野　文太 ｳﾁﾉ ﾌﾞﾝﾀ 山口県

31 江頭　伸宙 ｴｶﾞｼﾗ　ﾉﾌﾞﾋﾛ 山口県 GENKI

34 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

39 川邊　幸太郎 ｶﾜﾍﾞ　ｺｳﾀﾛｳ 山口県 GENKI

41 木原　妃菜 ｷﾊﾗ　ﾋﾅ 山口県 GENKIｽﾎﾟｰﾂ

54 坂口　奈津実 ｻｶｸﾞﾁ ﾅﾂﾐ 福岡県 Q-shu union

56 白根　大雅 ｼﾗﾈ ﾀｲｶﾞ 山口県 GENKI

61 中平　翔 ﾅｶﾋﾗ　ｼｮｳ 山口県 GENKIｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ

65 西山　佳秀 ﾆｼﾔﾏ ﾖｼﾋﾃﾞ 福岡県 ﾁｰﾑﾌｧﾝｻｲｸﾙ

68 長谷川　結理 ﾊｾｶﾞﾜ　ﾕｳﾘ 山口県 げんききっず

71 広野　達徳 ﾋﾛﾉ ﾀﾂﾉﾘ 熊本県

75 藤田　怜太郎 ﾌｼﾞﾀ　ﾘｮｳﾀﾛｳ 熊本県 SSPCｱｽﾘｰﾄ

76 古田　紗穂 ﾌﾙﾀ　ｻﾎ 山口県 ＧＥＮＫＩ

78 正木　颯人 ﾏｻｷ　ﾊﾔﾄ 熊本県 SSPCｱｽﾘｰﾄ大江小

82 宮崎　陽大 ﾐﾔｻﾞｷ　ﾊﾙﾀ 山口県 ＧＥＮＫＩ

85 三好　琉晴 ﾐﾖｼ　ﾘｭｳｾｲ 山口県 GENKI

86 村岡　こころ ﾑﾗｵｶ　ｺｺﾛ 山口県 福川小学校

93 山之内　那知 ﾔﾏﾉｳﾁ　ﾅﾁ 山口県

主催　　山口県自転車競技連盟　　　　共催　　ツール・ド・しものせき実行委員会
後援　　山口県　／　下関市　／　公益財団法人 山口県体育協会 2019/6/10



【　ｽﾀｰﾄﾘｽﾄ　】 エントリー数 33 2019/6/15

スポーツ（小学生以上の初心者）　12km（15周回）　　　スタート時刻　12：30
順位 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 県 所属クラブ タイム

17 美輪　空人 ﾐﾜ　ｿﾗﾄ 山口県 垢田小学校

19 浅野　純 ｱｻﾉ　ｼﾞｭﾝ 広島県 YCSC

22 安徳　優真 ｱﾝﾄｸ　ﾕｳﾏ 福岡県 AJ FACTORY

23 飯田　直毅 ｲｲﾀﾞ　ﾅｵｷ 山口県 水産大学校

26 井上　悠喜 ｲﾉｳｴ ﾕｳｷ 福岡県 ﾁｰﾑｻﾝﾃﾞｨｽｸ

30 内野　善文 ｳﾁﾉ ﾖｼﾌﾐ 山口県 内野建設興業

33 大谷　春樹 ｵｵﾀﾆ ﾊﾙｷ 山口県 ｽﾍﾟｼｬﾙｵﾘﾝﾋﾟｯｸｽ山口 MaCherie

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

37 鬼村　雅也 ｵﾆﾑﾗ　ﾏｻﾔ 山口県

38 加部　裕太郎 ｶﾍﾞ　ﾕｳﾀﾛｳ 山口県 水産大学校

43 工藤　健治 ｸﾄﾞｳ　ｹﾝｼﾞ 山口県 温泉同好会

44 倉本　直人 ｸﾗﾓﾄ　ﾅｵﾄ 岐阜県 山口大学 yucc

45 栗本　優樹 ｸﾘﾓﾄ　ﾕｳｷ 山口県 GENKIｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ

46 来見田　光珠 ｸﾙﾐﾀﾞ　ｺｳｼﾞｭ 京都府

48 古閑　孝太郎 ｺｶﾞ　ｺｳﾀﾛｳ 山口県 水産大学校 ｻｲｸﾘﾝｸﾞ部

50 後藤　蒼太 ｺﾞﾄｳ　ｿｳﾀ 山口県 水産大学校

51 小林　智憲 ｺﾊﾞﾔｼ　ﾄﾓﾉﾘ 山口県 水産大学校

53 坂口　竣亮 ｻｶｸﾞﾁ ｼｭﾝｽｹ 福岡県 Q-shu union

57 多田　尚史 ﾀﾀﾞ　ﾅｵﾌﾐ 東京都 acu-power Racing Team

59 茶屋　孝三 ﾁｬﾔ　ｺｳｿﾞｳ 広島県 MEROS 鍛錬  

60 津田　啓史 ﾂﾀﾞ　ﾋﾛｼ 福岡県 九州工業大学

70 平石　敦也 ﾋﾗｲｼ　ｱﾂﾔ 福岡県 九工大OB

75 藤田　怜太郎 ﾌｼﾞﾀ　ﾘｮｳﾀﾛｳ 熊本県 SSPCｱｽﾘｰﾄ

80 三木　颯一郎 ﾐｷ　ｿｳｲﾁﾛｳ 徳島県 石井中学校

83 宮本　秀斗 ﾐﾔﾓﾄ ｼｭｳﾄ 山口県

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

87 八木田　洋介 ﾔｷﾞﾀ　ﾖｳｽｹ 山口県 水産大学校ｻｲｸﾘﾝｸﾞ部

88 柳橋　寛人 ﾔﾅｷﾞﾊﾞｼ ﾋﾛﾄ 広島県

89 矢野　諒太郎 ﾔﾉ　ﾘｮｳﾀﾛｳ 島根県 ﾁｰﾑﾌｧﾝｻｲｸﾙ

90 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

92 山田　敏一 ﾔﾏﾀﾞ　ﾄｼｶｽﾞ 山口県 温泉同好会

94 横山　一路 ﾖｺﾔﾏ　ｲﾁﾛ 福岡県 九州工業大学

96 渡部　優馬 ﾜﾀﾅﾍﾞ　ﾕｳﾏ 山口県 山口県立下関西高校 

主催　　山口県自転車競技連盟　　　　共催　　ツール・ド・しものせき実行委員会
後援　　山口県　／　下関市　／　公益財団法人 山口県体育協会 2019/6/10



【　ｽﾀｰﾄﾘｽﾄ　】 エントリー数 15 2019/6/15

1時間サイクルマラソン（中学生以上）　　　スタート時刻　13：00
順位 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 県 所属クラブ タイム

19 浅野　純 ｱｻﾉ　ｼﾞｭﾝ 広島県 YCSC

25 伊藤　万壽生 ｲﾄｳ ﾏｽｵ 山口県 ﾁｰﾑちぽりん

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

40 河村　悟 ｶﾜﾑﾗ　ｻﾄﾙ 山口県

52 小松　亮一 ｺﾏﾂ　ﾘｮｳｲﾁ 福岡県 KMTS

57 多田　尚史 ﾀﾀﾞ　ﾅｵﾌﾐ 東京都 acu-power Racing Team

58 谷本　智美 ﾀﾆﾓﾄ　ﾄﾓﾐ 広島県

63 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 広野　照政 ﾋﾛﾉ　ﾃﾙﾏｻ 熊本県

73 広野　優璃 ﾋﾛﾉ ﾕｳﾘ 熊本県

74 藤井　敏行 ﾌｼﾞｲ ﾄｼﾕｷ 山口県 T.L.E.T

77 本田　正治 ﾎﾝﾀﾞ　ﾏｻﾊﾙ 福岡県 MacheLaren HONDA

80 三木　颯一郎 ﾐｷ　ｿｳｲﾁﾛｳ 徳島県 石井中学校

91 山下　聖太郎 ﾔﾏｼﾀ ｼｮｳﾀﾛｳ 山口県 山口県ｼﾞｭﾆｱｻｲｸﾙｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ

95 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

主催　　山口県自転車競技連盟　　　　共催　　ツール・ド・しものせき実行委員会
後援　　山口県　／　下関市　／　公益財団法人 山口県体育協会 2019/6/10


