
 
 

2020.07.17 

【 Communiqué ２R-1 】 スタートリスト（一般の部） 

 

主  催：山口県自転車競技連盟    共  催：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 

 
 

 
  

【　StartList　】 エントリー数 20 2020/7/18

クリテリウム　ユース（中学生以下）　11.5km（2 .3km×5周） 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

5 多田隈　彩綾 ﾀﾀﾞｸﾏ　ｻｱﾔ 熊本県 SSPC-菊陽北小

43 安藤　一馬 ｱﾝﾄﾞｳ ｶｽﾞﾏ 福岡県 ﾁｰﾑ　ﾌｧﾝｻｲｸﾙ

48 井上　悠喜 ｲﾉｳｴ ﾕｳｷ 福岡県 ﾁｰﾑｻﾝﾃﾞｨｽｸ

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

52 江頭　誠人 ｴｶﾞｼﾗ　ﾏｺﾄ 山口県 GENKI

62 金井　健翔 ｶﾅｲ ｹﾝｼｮｳ 鹿児島県 ｵﾑﾍﾞﾛｺｰﾁﾝｸﾞ

72 栗本　優樹 ｸﾘﾓﾄ　ﾕｳｷ 山口県 GENKIｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ

82 武西　憲進 ﾀｹﾆｼ ｹﾝｼﾝ 愛媛県 ｴｷｯﾌﾟｕﾚｰｼﾝｸﾞ

83 多田隈　悠雅 ﾀﾀﾞｸﾏ　ﾕｳｶﾞ 熊本県 SSPC-菊陽中

84 多田隈　琉世 ﾀﾀﾞｸﾏ　ﾘｭｳｾｲ 熊本県 SSPC-菊陽中

87 谷川　莉玖 ﾀﾆｶﾞﾜ　ﾘｸ 熊本県 SSPC-ｱｽﾘｰﾄ武蔵小

90 中川　楓汰朗 ﾅｶｶﾞﾜ　ﾌｳﾀﾛｳ 福岡県 SSPCｱｽﾘｰﾄ

98 中谷　庵 ﾅｶﾔ ｲｵﾘ 山口県 桑山中学校，山口県ｼﾞｭﾆｱｻｲｸﾙｽﾎ゚ｰﾂｸﾗﾌ゙

99 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

105 福永　岳 ﾌｸﾅｶﾞ ｶﾞｸ 熊本県 SSPCｱｽﾘｰﾄ

106 藤田　怜太郎 ﾌｼﾞﾀ　ﾘｮｳﾀﾛｳ 熊本県 SSPCｱｽﾘｰﾄ

111 松本　健 ﾏﾂﾓﾄ　ﾀｹﾙ 福岡県

118 宮本　翼輝 ﾐﾔﾓﾄ ﾂﾊﾞｷ 山口県 CORAGGIO KAWANISHI U-19

126 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

130 横藤田　蒼 ﾖｺﾌｼﾞﾀ ｱｵｲ 広島県 駅家南中学校

【　StartList　】 エントリー数 3 2020/7/18

クリテリウム　レディース（女性）　11.5km（2 .3km×5周） 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

6 谷川　結良 ﾀﾆｶﾞﾜ　ﾕﾗ 熊本県 SSPC-ｱｽﾘｰﾄ武蔵小

124 矢野　恵子 ﾔﾉ　ｹｲｺ 山口県 Team ｻｺｯｼｭ

128 山根　絵理 ﾔﾏﾈ　ｴﾘ 山口県



 
 

2020.07.17 

【 Communiqué ２R-2 】 スタートリスト（一般の部） 

 

主  催：山口県自転車競技連盟    共  催：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 

 
 

 

【　StartList　】 エントリー数 10 2020/7/18

クリテリウム　バンビーノ（～小学3年）　2.3km（2 .3km×1周） 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

1 安藤　遼 ｱﾝﾄﾞｳ　ﾘｮｳ 福岡県 ﾁｰﾑ　ﾌｧﾝｻｲｸﾙ

2 江頭　睦起 ｴｶﾞｼﾗ　ﾑﾂｷ 山口県 GENKI

3 大原　夕侑 ｵｵﾊﾗ　ﾕｳ 山口県 GENKIｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ

4 木原　彰吾 ｷﾊﾗ　ｼｮｳｺﾞ 山口県 GENKIｽﾎﾟｰﾂ

5 多田隈　彩綾 ﾀﾀﾞｸﾏ　ｻｱﾔ 熊本県 SSPC-菊陽北小

6 谷川　結良 ﾀﾆｶﾞﾜ　ﾕﾗ 熊本県 SSPC-ｱｽﾘｰﾄ武蔵小

7 徳永　穂乃花 ﾄｸﾅｶﾞ　ﾎﾉｶ 山口県 小羽山小学校

8 藤田　紗綾 ﾌｼﾞﾀ ｻﾔ 福岡県 ﾁｰﾑﾌｧﾝｻｲｸﾙ

9 正木　脩介 ﾏｻｷ　ｼｭｳｽｹ 熊本県 SSPCｱｽﾘｰﾄ大江小

10 松田　脩矢 ﾏﾂﾀﾞ ｼｭｳﾔ 山口県 GENKIｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ

【　StartList　】 エントリー数 20 2020/7/18

クリテリウム　キッズ（小学4～6年）　4.6km（2 .3km×2周） 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

42 荒木　唯 ｱﾗｷ ﾕｲ 山口県 GENKI

48 井上　悠喜 ｲﾉｳｴ ﾕｳｷ 福岡県 ﾁｰﾑｻﾝﾃﾞｨｽｸ

51 江頭　伸宙 ｴｶﾞｼﾗ　ﾉﾌﾞﾋﾛ 山口県 GENKI

54 大谷　修也 ｵｵﾀﾆ ｼｭｳﾔ 山口県 温泉同好会

57 大原　拓真 ｵｵﾊﾗ　ﾀｸﾏ 山口県 GENKIｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ

63 金澤　拓世 ｶﾅｻﾞﾜ　ﾀｸﾄ 大阪府 CORAGGIO KAWANISHI U-19

71 木原　妃菜 ｷﾊﾗ　ﾋﾅ 山口県 GENKIｽﾎﾟｰﾂ

80 瀬戸口　寛二 ｾﾄｸﾞﾁ ｶﾝｼﾞ 鹿児島県 ﾁｰﾑﾌﾛｯｸﾞｻｲｸﾙ

87 谷川　莉玖 ﾀﾆｶﾞﾜ　ﾘｸ 熊本県 SSPC-ｱｽﾘｰﾄ武蔵小

90 中川　楓汰朗 ﾅｶｶﾞﾜ　ﾌｳﾀﾛｳ 福岡県 SSPCｱｽﾘｰﾄ

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

101 長谷川　桃子 ﾊｾｶﾞﾜ　ﾓﾓｺ 山口県 genki kids

104 福田　一輝 ﾌｸﾀﾞ　ｲﾂｷ 山口県

105 福永　岳 ﾌｸﾅｶﾞ ｶﾞｸ 熊本県 SSPCｱｽﾘｰﾄ

106 藤田　怜太郎 ﾌｼﾞﾀ　ﾘｮｳﾀﾛｳ 熊本県 SSPCｱｽﾘｰﾄ

108 正木　颯人 ﾏｻｷ　ﾊﾔﾄ 熊本県 SSPCｱｽﾘｰﾄ大江小

115 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

116 宮田　禄生 ﾐﾔﾀ ﾛｸｵ 広島県 広島市立早稲田小学校

121 美輪　空人 ﾐﾜ　ｿﾗﾄ 山口県 山口県ｼﾞｭﾆｱｻｲｸﾙｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ

133 綿谷　海璃 ﾜﾀﾀﾆ　ｶｲﾘ 山口県 GENKI



 
 

2020.07.17 

【 Communiqué ２R-3 】 スタートリスト（一般の部） 

 

主  催：山口県自転車競技連盟    共  催：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 

 

【　StartList　】 エントリー数 28 2020/7/18

クリテリウム　チャンピオン（上級者）　41 .4km（2 .3km×18周） スタート時刻　10：20

順位 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 都道府県 所属クラブ タイム

11 荒上　光亮 ｱﾗｶﾞﾐ ｺｳｽｹ 福岡県 ﾁｰﾑﾌｧﾝｻｲｸﾙ

12 安徳　優真 ｱﾝﾄｸ　ﾕｳﾏ 福岡県 AJ FACTORY

13 石堂　大悟 ｲｼﾄﾞｳ　ﾀﾞｲｺﾞ 福岡県 石堂直子くらしﾃﾞｻﾞｲﾝｵﾌｨｽ

14 一丸　裕介 ｲﾁﾏﾙ　ﾕｳｽｹ 山口県 Team UKYO Reve

15 井上　無我 ｲﾉｳｴ ﾑｶﾞ 福岡県 山口県自転車競技連盟･GRP

16 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

17 岡　宗斎 ｵｶ　ｿｳｻｲ 広島県

18 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

19 河賀　雄大 ｶﾞｶﾞ　ﾕｳﾀﾞｲ 広島県 eNshare racing team

20 桐原　拓也 ｷﾘﾊﾗ　ﾀｸﾔ 福岡県 ﾁｰﾑﾌｧﾝｻｲｸﾙ

21 小玉　篤志 ｺﾀﾞﾏ ｱﾂｼ 福岡県 Team FunCycle

22 坂本　眞生 ｻｶﾓﾄ　ﾏｲｸ 広島県 広島市立広島工業高等学校

23 笹部　佑月 ｻｻﾍﾞ　ｳﾂﾞｷ 広島県 広島市立広島工業高等学校

24 上橋　聡太 ｼﾞｮｳﾊｼ　ｿｳﾀ 広島県 広島市立広島工業高校自転車競技部

25 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

26 栂尾　大知 ﾄｶﾞｵ　ﾀｲﾁ 兵庫県 Coraggio Kawanishi Cycling Team

27 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

28 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

29 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

30 濱田　大輝 ﾊﾏﾀﾞ　ﾀﾞｲｷ 広島県 広島市立工業高等学校

31 平井　貴志 ﾋﾗｲ ﾀｶｼ 山口県 山口県自転車競技連盟･GRP

32 福留　康介 ﾌｸﾄﾞﾒ ｺｳｽｹ 岡山県 Ring of Faster

33 福永　和人 ﾌｸﾅｶﾞ　ｶｽﾞﾄ 広島県 広島市立広島工業高等学校

34 増田　康太 ﾏｽﾀﾞ　ｺｳﾀ 兵庫県 Coraggio Kawanishi Cycling Team

35 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･GRP

36 宮田　久生 ﾐﾔﾀ　ﾋｻｵ 広島県 TeamUKYO Reve

37 棟久　明博 ﾑﾈﾋｻ ｱｷﾋﾛ 山口県 山口県自転車競技連盟･GRP

38 吉木　匠 ﾖｼｷ　ﾀｸﾐ 広島県 広島工業大学ｻｲｸﾘﾝｸﾞ部



 
 

2020.07.17 

【 Communiqué ２R-4 】 スタートリスト（一般の部） 

 

主  催：山口県自転車競技連盟    共  催：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 

 

【　StartList　】 エントリー数 25 2020/7/18

クリテリウム　スポーツ（中学生以上）　16.1km（2 .3km×7周） スタート時刻　11：30

順位 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 都道府県 所属クラブ タイム

12 安徳　優真 ｱﾝﾄｸ　ﾕｳﾏ 福岡県 AJ FACTORY

20 桐原　拓也 ｷﾘﾊﾗ　ﾀｸﾔ 福岡県 ﾁｰﾑﾌｧﾝｻｲｸﾙ

43 安藤　一馬 ｱﾝﾄﾞｳ ｶｽﾞﾏ 福岡県 ﾁｰﾑ　ﾌｧﾝｻｲｸﾙ

46 石井　克典 ｲｼｲ　ｶﾂﾉﾘ 福岡県

47 石川　克也 ｲｼｶﾜ　ｶﾂﾔ 島根県

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

62 金井　健翔 ｶﾅｲ ｹﾝｼｮｳ 鹿児島県 ｵﾑﾍﾞﾛｺｰﾁﾝｸﾞ

72 栗本　優樹 ｸﾘﾓﾄ　ﾕｳｷ 山口県 GENKIｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ

83 多田隈　悠雅 ﾀﾀﾞｸﾏ　ﾕｳｶﾞ 熊本県 SSPC-菊陽中

84 多田隈　琉世 ﾀﾀﾞｸﾏ　ﾘｭｳｾｲ 熊本県 SSPC-菊陽中

86 田中　隆太 ﾀﾅｶ　ﾘｭｳﾀ 山口県

88 冨永　瑞貴 ﾄﾐﾅｶﾞ　ﾐｽﾞｷ 山口県

93 中林　航大 ﾅｶﾊﾞﾔｼ　ｺｳﾀﾞｲ 埼玉県 VC福岡ｴﾘｰﾄ

97 中村　悠太 ﾅｶﾑﾗ　ﾕｳﾀ 福岡県 Teamｻｺｯｼｭ

99 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

103 平井　徳亮 ﾋﾗｲ ﾔｽｱｷ 山口県 山口県立防府高等学校

107 細川　智史 ﾎｿｶﾜ　ﾄﾓﾌﾐ 福岡県 BB

110 松原　さやか ﾏﾂﾊﾞﾗ　ｻﾔｶ 広島県

114 見附　洋弥 ﾐﾂｹ　ﾋﾛﾔ 広島県 EL CAMINO CYCLE

118 宮本　翼輝 ﾐﾔﾓﾄ ﾂﾊﾞｷ 山口県 CORAGGIO KAWANISHI U-19

125 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

126 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

127 山田　敏一 ﾔﾏﾀﾞ　ﾄｼｶｽﾞ 山口県 温泉同好会

130 横藤田　蒼 ﾖｺﾌｼﾞﾀ ｱｵｲ 広島県 駅家南中学校

131 横山　一路 ﾖｺﾔﾏ　ｲﾁﾛ 福岡県 ﾁｰﾑﾌｧﾝｻｲｸﾙ



 
 

2020.07.17 

【 Communiqué ２R-5 】 スタートリスト（一般の部） 

 

主  催：山口県自転車競技連盟    共  催：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 

 

【　StartList　】 エントリー数 19 2020/7/18

クリテリウム　マスターズ（40歳以上）　16 .1km（2 .3km×7周） スタート時刻　11：30

順位 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 都道府県 所属クラブ タイム

11 荒上　光亮 ｱﾗｶﾞﾐ ｺｳｽｹ 福岡県 ﾁｰﾑﾌｧﾝｻｲｸﾙ

21 小玉　篤志 ｺﾀﾞﾏ ｱﾂｼ 福岡県 Team FunCycle

29 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

40 浅原　智治 ｱｻﾊﾗ ﾄﾓﾊﾙ 山口県

41 新井　秀人 ｱﾗｲ　ﾋﾃﾞﾄ 兵庫県 RCC

44 安藤　剛之 ｱﾝﾄﾞｳ　ﾀｹｼ 福岡県 ﾁｰﾑ　ﾌｧﾝｻｲｸﾙ

45 池田　基彦 ｲｹﾀﾞ ﾓﾄﾋｺ 広島県 gainesR

49 牛山　恭一 ｳｼﾔﾏ ｷｮｳｲﾁ 鹿児島県 ｾﾚｸｼｵﾝ南九州

61 加藤　良治 ｶﾄｳ　ﾘｮｳｼﾞ 福岡県

64 金澤　裕貴 ｶﾅｻﾞﾜ　ﾕｳｷ 大阪府

66 鎌田　剛 ｶﾏﾀﾞ　ﾀｹｼ 岡山県 ﾋﾟｵﾆｴｰﾚ

67 神垣　一茂 ｶﾐｶﾞｷ　ｶｽﾞｼｹﾞ 広島県 Ces’t La Vie (ｾﾗｳﾞｨ)

69 神野　勝 ｶﾐﾉ ﾏｻﾙ 広島県 eNshare FOCUS

73 小松　真樹 ｺﾏﾂ　ﾏｻｷ 山口県

77 佐熊　修治 ｻｸﾏ　ｼｭｳｼﾞ 山口県

78 志方　健太郎 ｼｶﾀ ｹﾝﾀﾛｳ 福岡県

102 比良　和巳 ﾋﾗ ｶｽﾞﾐ 鹿児島県 ｾﾚｸｼｵﾝ南九州

109 増田　康治 ﾏｽﾀﾞ　ｺｳｼﾞ 福岡県

113 丸山　博己 ﾏﾙﾔﾏ　ﾋﾛﾐ 鹿児島県



 
 

2020.07.17 

【 Communiqué ２R-6 】 スタートリスト（一般の部） 

 

主  催：山口県自転車競技連盟    共  催：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 

 

【　StartList　】 エントリー数 27 2020/7/18

個人タイムトライアル（一般男女）　2.3㎞（1周回）

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

132 湧川　将樹 ﾜｸｶﾞﾜ ﾏｻｷ 山口県 ﾆｬﾎﾞﾏﾂﾚｰｼﾝｸﾞ 14 :30 :00

130 横藤田　蒼 ﾖｺﾌｼﾞﾀ ｱｵｲ 広島県 駅家南中学校 14 :30 :30

127 山田　敏一 ﾔﾏﾀﾞ　ﾄｼｶｽﾞ 山口県 温泉同好会 14 :31 :00

126 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 14 :31 :30

113 丸山　博己 ﾏﾙﾔﾏ　ﾋﾛﾐ 鹿児島県 14 :32 :00

111 松本　健 ﾏﾂﾓﾄ　ﾀｹﾙ 福岡県 14 :32 :30

110 松原　さやか ﾏﾂﾊﾞﾗ　ｻﾔｶ 広島県 14 :33 :00

107 細川　智史 ﾎｿｶﾜ　ﾄﾓﾌﾐ 福岡県 BB 14 :33 :30

98 中谷　庵 ﾅｶﾔ ｲｵﾘ 山口県 桑山中学校，山口県ｼﾞｭﾆｱｻｲｸﾙｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 14 :34 :00

97 中村　悠太 ﾅｶﾑﾗ　ﾕｳﾀ 福岡県 Teamｻｺｯｼｭ 14 :34 :30

95 中村　将也 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾔ 大阪府 ALL OUT reric 14 :35 :00

94 中丸　太 ﾅｶﾏﾙ ﾌﾄｼ 大阪府 14 :35 :30

93 中林　航大 ﾅｶﾊﾞﾔｼ　ｺｳﾀﾞｲ 埼玉県 VC福岡ｴﾘｰﾄ 14 :36 :00

85 田中　佑樹 ﾀﾅｶ　ﾕｳｷ 山口県 team H2R 14 :36 :30

84 多田隈　琉世 ﾀﾀﾞｸﾏ　ﾘｭｳｾｲ 熊本県 SSPC-菊陽中 14 :37 :00

83 多田隈　悠雅 ﾀﾀﾞｸﾏ　ﾕｳｶﾞ 熊本県 SSPC-菊陽中 14 :37 :30

78 志方　健太郎 ｼｶﾀ ｹﾝﾀﾛｳ 福岡県 14 :38 :00

75 坂田　祐樹 ｻｶﾀ　ﾕｳｷ 山口県 ﾀﾞｲﾀﾞｲ星人 14 :38 :30

69 神野　勝 ｶﾐﾉ ﾏｻﾙ 広島県 eNshare FOCUS 14 :39 :00

56 大濱　篤史 ｵｵﾊﾏ ｱﾂｼ 大阪府 ﾁﾊﾞﾎﾟﾝｽﾞかわぐち農園 14 :39 :30

55 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 14 :40 :00

41 新井　秀人 ｱﾗｲ　ﾋﾃﾞﾄ 兵庫県 RCC 14 :40 :30

34 増田　康太 ﾏｽﾀﾞ　ｺｳﾀ 兵庫県 Coraggio Kawanishi Cycling Team 14 :41 :00

28 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 14 :41 :30

19 河賀　雄大 ｶﾞｶﾞ　ﾕｳﾀﾞｲ 広島県 eNshare racing team 14 :42 :00

13 石堂　大悟 ｲｼﾄﾞｳ　ﾀﾞｲｺﾞ 福岡県 石堂直子くらしﾃﾞｻﾞｲﾝｵﾌｨｽ 14 :42 :30

67 神垣　一茂 ｶﾐｶﾞｷ　ｶｽﾞｼｹﾞ 広島県 Ces’t La Vie (ｾﾗｳﾞｨ) 14 :41 :30



 
 

2020.07.17 

【 Communiqué ２R-7 】 スタートリスト（一般の部） 

 

主  催：山口県自転車競技連盟    共  催：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 

 
 

 

【　StartList　】 エントリー数 22 2020/7/19

2時間エンデューロ（チーム） 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

201 井上　好徳 ｲﾉｳｴ ﾖｼﾉﾘ 福岡県

202 矢野　恵子 ﾔﾉ　ｹｲｺ 山口県

203 牛山　恭一 ｳｼﾔﾏ ｷｮｳｲﾁ 鹿児島県

204 比良　和巳 ﾋﾗ　ｶｽﾞﾐ 鹿児島県

205 川久保　薫 ｶﾜｸﾎﾞ　ｶｵﾙ 山口県

206 西村　政明 ﾆｼﾑﾗ　ﾏｻｱｷ 山口県

207 浅里　哲也 ｱｻﾘ　ﾃﾂﾔ 山口県

208 梅崎　智典 ｳﾒｻﾞｷ　ﾄﾓﾉﾘ 山口県

209 山田　敏一 ﾔﾏﾀﾞ　ﾄｼｶｽﾞ 山口県

210 山口　太一 ﾔﾏｸﾞﾁ　ﾀｲﾁ 福岡県

301 金井　健翔 ｶﾅｲ ｹﾝｼｮｳ 鹿児島県

302 冨田　洋介 ﾄﾐﾀ　ﾖｳｽｹ 鹿児島県

303 尊田　耀介 ｿﾝﾀﾞ　ﾖｳｽｹ 福岡県

304 角島　紀子 ｶﾄﾞｼﾏ　ﾉﾘｺ 福岡県

305 植田　靖子 ｳｴﾀﾞ　ﾔｽｺ 山口県

306 前田　雅人 ﾏｴﾀﾞ　ﾏｻﾄ 山口県

307 坂田　祐樹 ｻｶﾀ　ﾕｳｷ 山口県

308 松永　剛 ﾏﾂﾅｶﾞ　ﾀｹｼ 山口県

309 田中　佑樹 ﾀﾅｶ　ﾕｳｷ 山口県

310 竹元　将和 ﾀｹﾓﾄ　ﾏｻｶｽﾞ 広島県

311 福本　純司 ﾌｸﾓﾄ　ｼﾞｭﾝｼﾞ 広島県

312 玉仙　翔太 ｷﾞｮｸｾﾝ　ｼｮｳﾀ 広島県

ｻｲｸﾙﾋﾟｯﾄ240

TEAM H2R

M Labo

Team　ｻｺｯｼｭ

ｾﾚｸｼｵﾝ南九州

ﾁｰﾑﾆｼﾑﾗ

ﾎﾞﾝｺﾞﾚｰｼﾝｸﾞ

温泉同好会

ｵﾑﾍﾞﾛｺｰﾁﾝｸﾞ



 
 

2020.07.17 

【 Communiqué ２R-8 】 スタートリスト（一般の部） 

 

主  催：山口県自転車競技連盟    共  催：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 

【　StartList　】 エントリー数 47 2020/7/19

2時間エンデューロ（ソロ） 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

15 井上　無我 ｲﾉｳｴ ﾑｶﾞ 福岡県 山口県自転車競技連盟･GRP

16 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

18 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

19 河賀　雄大 ｶﾞｶﾞ　ﾕｳﾀﾞｲ 広島県 eNshare racing team

22 坂本　眞生 ｻｶﾓﾄ　ﾏｲｸ 広島県 広島市立広島工業高等学校

23 笹部　佑月 ｻｻﾍﾞ　ｳﾂﾞｷ 広島県 広島市立広島工業高等学校

24 上橋　聡太 ｼﾞｮｳﾊｼ　ｿｳﾀ 広島県 広島市立広島工業高校自転車競技部

25 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

26 栂尾　大知 ﾄｶﾞｵ　ﾀｲﾁ 兵庫県 Coraggio Kawanishi Cycling Team

27 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

28 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

30 濱田　大輝 ﾊﾏﾀﾞ　ﾀﾞｲｷ 広島県 広島市立工業高等学校

33 福永　和人 ﾌｸﾅｶﾞ　ｶｽﾞﾄ 広島県 広島市立広島工業高等学校

34 増田　康太 ﾏｽﾀﾞ　ｺｳﾀ 兵庫県 Coraggio Kawanishi Cycling Team

37 棟久　明博 ﾑﾈﾋｻ ｱｷﾋﾛ 山口県 山口県自転車競技連盟･GRP

39 秋重　友美 ｱｷｼｹﾞ　ﾄﾓﾐ 山口県 H2R

40 浅原　智治 ｱｻﾊﾗ ﾄﾓﾊﾙ 山口県

48 井上　悠喜 ｲﾉｳｴ ﾕｳｷ 福岡県 ﾁｰﾑｻﾝﾃﾞｨｽｸ

53 江山　智之 ｴﾔﾏ　ﾄﾓﾕｷ 山口県 BERTEMPO

58 奥河　誠康 ｵｸｶﾞﾜ　ﾉﾌﾞﾔｽ 広島県

59 尾中　俊之 ｵﾅｶ　ﾄｼﾕｷ 山口県 H2R

60 加藤　啓二 ｶﾄｳ　ｹｲｼﾞ 山口県 ﾗｰﾒﾝ加藤

63 金澤　拓世 ｶﾅｻﾞﾜ　ﾀｸﾄ 大阪府 CORAGGIO KAWANISHI U-19

64 金澤　裕貴 ｶﾅｻﾞﾜ　ﾕｳｷ 大阪府

65 加納　侑士 ｶﾉｳ　ﾕｳﾄ 福岡県

66 鎌田　剛 ｶﾏﾀﾞ　ﾀｹｼ 岡山県 ﾋﾟｵﾆｴｰﾚ

68 上手　勇輝 ｶﾐﾃ　ﾕｳｷ 広島県 Team Kermis Cross

70 神村　大祐 ｶﾐﾑﾗ ﾀﾞｲｽｹ 兵庫県 B-ageing

74 齋藤　俊輔 ｻｲﾄｳ　ｼｭﾝｽｹ 広島県 H.H.C

76 佐川　正文 ｻｶﾞﾜ ﾏｻﾌﾐ 山口県

78 志方　健太郎 ｼｶﾀ ｹﾝﾀﾛｳ 福岡県

79 Sugio　Shohei ｽｷﾞｵ　ｼｮｳﾍｲ 山口県

81 竹川　博 ﾀｹｶﾜ　ﾋﾛｼ 福岡県 海響ＡＣ

86 田中　隆太 ﾀﾅｶ　ﾘｭｳﾀ 山口県

89 永井　天平 ﾅｶﾞｲ　ﾃﾝﾍﾟｲ 山口県 下関女子短大付属高校



 
 

2020.07.17 

【 Communiqué ２R-9 】 スタートリスト（一般の部） 

 

主  催：山口県自転車競技連盟    共  催：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 

 

【　StartList　】 エントリー数 47 2020/7/19

2時間エンデューロ（ソロ） 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

91 中園　真一 ﾅｶｿﾞﾉ　ｼﾝｲﾁ 山口県 H2R

92 中田　修司 ﾅｶﾀ ｼｭｳｼﾞ 山口県 H2R

96 中村　やすし ﾅｶﾑﾗ ﾔｽｼ 福岡県 A&N finally

112 松本　康男 ﾏﾂﾓﾄ　ﾔｽｵ 山口県 H2R

117 宮本　翔土 ﾐﾔﾓﾄ　ｼｮｳﾄ 山口県

119 宮本　佳幸 ﾐﾔﾓﾄ　ﾖｼﾕｷ 山口県 TEAM HIROSHIGE 山の会

120 三次　淳 ﾐﾖｼ ｽﾅｵ 広島県 eNShare cycling team

122 元山　高嶺 ﾓﾄﾔﾏ　ﾀｶﾈ 山口県 ｼﾏﾉﾄﾞﾘﾝｷﾝｸﾞ

123 森　悠太 ﾓﾘ ﾕｳﾀ 山口県 Team Pelicans

129 山本　太一 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｲﾁ 愛媛県 すずきﾚｰｼﾝｸﾞ

132 湧川　将樹 ﾜｸｶﾞﾜ ﾏｻｷ 山口県 ﾆｬﾎﾞﾏﾂﾚｰｼﾝｸﾞ

134 岡　宗斎 ｵｶ ｿｳｻｲ 広島県 広島市立広島工業高校

135 管　慎哉 ｽｶﾞ ｼﾝﾔ 大分県


