
【　ｽﾀｰﾄﾘｽﾄ　】 エントリー数 21 　スタート時刻　2019/10/13　9：30

一般の部　ヒルクライム（１組）　　　距離：8.0km　　

クラス 順位 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 県 所属クラブ タイム

女性の部 7 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

女性の部 11 小田　賀子 ｵﾀﾞ　ﾖｼｺ 奈良県 まほﾛﾊﾞRC

女性の部 12 田中　亜由未 ﾀﾅｶ　ｱﾕﾐ 山口県

61歳以上 38 木場　亨 ｺﾊﾞ　ﾄｵﾙ 広島県 広島市消防局ｻｲｸﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ

61歳以上 39 隅田　孝司 ｽﾐﾀﾞ　ﾀｶｼ 愛媛県

61歳以上 40 津村　民生 ﾂﾑﾗ ﾀﾐｵ 山口県 HIDEO MAX HEART

61歳以上 41 湊　昭夫 ﾐﾅﾄ ｱｷｵ 山口県

51歳-60歳 2 河村　悟 ｶﾜﾑﾗ　ｻﾄﾙ 山口県

51歳-60歳 30 伊藤　真二 ｲﾄｳ ｼﾝｼﾞ 山口県 HIDEO MAX HEART

51歳-60歳 31 江木　俊雄 ｴｷﾞ ﾄｼｵ 島根県

51歳-60歳 32 上川　孝 ｶﾐｶﾜ　ﾀｶｼ 広島県 ﾁｰﾑ　ｶﾞﾝﾎﾞ

51歳-60歳 33 玉井　裕二 ﾀﾏｲ　ﾕｳｼﾞ 山口県

51歳-60歳 34 豊田　常範 ﾄﾖﾀ　ﾂﾈﾉﾘ 山口県 TEAM HIROSHIGE 山の会

51歳-60歳 35 宮本　佳幸 ﾐﾔﾓﾄ　ﾖｼﾕｷ 山口県 TEAM HIROSHIGE 山の会

51歳-60歳 36 山川　貴之 ﾔﾏｶﾜ ﾀｶﾕｷ 広島県

51歳-60歳 37 山本　浩正 ﾔﾏﾓﾄ　ﾋﾛﾏｻ 山口県 温泉同好会

41歳-50歳 1 河野　道有 ｶﾜﾉ　ﾐﾁｱﾘ 山口県 A'le:ne So'le:ne

41歳-50歳 26 高橋　一雄 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞｵ 山口県 H2R

41歳-50歳 27 寺岡　一二三 ﾃﾗｵｶ ﾋﾌﾐ 山口県 HIDEO MAX HEART

41歳-50歳 28 飛嶋　和寿 ﾄﾋﾞｼﾏ ｶｽﾞﾄｼ 山口県 TEAM HIROSHIGE山の会

41歳-50歳 29 藤本　昌和 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾏｻｶｽﾞ 山口県 THEAM HIROSHIGE 山の会

※10/12開催のしゅうなんクリテリウム　Wントリー選手



【　ｽﾀｰﾄﾘｽﾄ　】 エントリー数 21 　スタート時刻　2019/10/13　9：33

一般の部　ヒルクライム（２組）　　　距離：8.0km　　

クラス 順位 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 県 所属クラブ タイム

高校生以下 3 岸本　卓磨 ｷｼﾓﾄ　ﾀｸﾏ 愛媛県

高校生以下 6 河野　斗希 ｺｳﾉ　ﾄｳｷ 愛媛県

高校生以下 8 平井　徳亮 ﾋﾗｲ　ﾔｽｱｷ 山口県 山口県立防府高等学校

高校生以下 9 福田　大空 ﾌｸﾀﾞ　ｿﾗ 山口県 誠英高校

高校生以下 10 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

高校生以下 13 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

19歳-30歳 14 石山　圭斗 ｲｼﾔﾏ　ｹｲﾄ 山口県 山口大学医学部自転車ｻｰｸﾙ

19歳-30歳 15 重森　圭介 ｼｹﾞﾓﾘ　ｹｲｽｹ 山口県 Elite Test Team

19歳-30歳 16 眞鍋　智教 ﾏﾅﾍﾞ　ﾄﾓﾉﾘ 兵庫県

19歳-30歳 17 三浦　雅大 ﾐｳﾗ　ﾏｻﾋﾛ 山口県

19歳-30歳 18 保岡　周佑 ﾔｽｵｶ　ｼｭｳｽｹ 大阪府

31歳-40歳 4 木村　光宏 ｷﾑﾗ　ﾐﾂﾋﾛ 山口県 TEAM HIROSHIGE 山の会

31歳-40歳 5 木村　祐也 ｷﾑﾗ　ﾕｳﾔ 広島県 ﾚｯｷﾝｸﾞｸﾙｰ

31歳-40歳 19 西本　英司 ﾆｼﾓﾄ ｴｲｼﾞ 山口県

31歳-40歳 20 伊藤　佳郎 ｲﾄｳ ﾖｼｵ 愛媛県 ﾁｰﾑ大永山

31歳-40歳 21 谷本　康仁 ﾀﾆﾓﾄ　ﾔｽﾋﾄ 山口県 HRT

31歳-40歳 22 中村　隼人 ﾅｶﾑﾗ ﾊﾔﾄ 広島県 安芸ﾗｲｼﾞﾝｸﾞﾊﾞｲｼｸﾙﾁｰﾑ

31歳-40歳 23 村上　敏憲 ﾑﾗｶﾐ　ﾄｼﾉﾘ 広島県 足軽

31歳-40歳 24 山本　康宏 ﾔﾏﾓﾄ　ﾔｽﾋﾛ 山口県

31歳-40歳 25 吉松　昌彦 ﾖｼﾏﾂ　ﾏｻﾋｺ 山口県 TEAM HIROSHIGE 山の会

31歳-40歳 42 真嶋　伸一郎 ﾏｼﾞﾏ ｼﾝｲﾁﾛｳ 広島県 チームケンズ

※10/12開催のしゅうなんクリテリウム　Wントリー選手

【10/10訂正版】


