
【　StartList　】 R エントリー数 36 2020/10/17

2時間エンデューロ（1名） 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

15 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

16 丸山　博己 ﾏﾙﾔﾏ　ﾋﾛﾐ 鹿児島県

17 野村　翔 ﾉﾑﾗ　ｼｮｳ 山口県 A'le:ne So'le:ne

18 湯浅　修 ﾕｱｻ　ｵｻﾑ 広島県

19 田中　佑樹 ﾀﾅｶ　ﾕｳｷ 山口県 H2R

40 山本　太一 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｲﾁ 愛媛県 すずきﾚｰｼﾝｸﾞ

41 三次　匠 ﾐﾖｼ　ﾀｸﾐ 広島県 MITCHELTON SCOTCH

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

43 三上　強 ﾐｶﾐ　ﾂﾖｼ 広島県 TNGﾚｰｼﾝｸﾞ広島

44 中村　和博 ﾅｶﾑﾗ　ｶｽﾞﾋﾛ 山口県 NAKAMURA

45 藤井　康弘 ﾌｼﾞｲ　ﾔｽﾋﾛ 山口県

46 山本　啓人 ﾔﾏﾓﾄ　ﾋﾛﾄ 山口県

47 小松　亮一 ｺﾏﾂ　ﾘｮｳｲﾁ 福岡県 ｵﾑﾍﾞﾛｺｰﾁﾝｸﾞ

48 井本　祥太 ｲﾓﾄ　ｼｮｳﾀ 広島県 いってＱ

49 管　慎哉 ｶﾝ　ｼﾝﾔ 大分県

50 矢部　卓也 ﾔﾍﾞ　ﾀｸﾔ 山口県

51 為国　孝志 ﾀﾒｸﾆ ﾀｶｼ 山口県

52 小口　瞳史 ｵｸﾞﾁ ﾋﾄｼ 山口県 Team Kermis Cross

53 神垣　一茂 ｶﾐｶﾞｷ　ｶｽﾞｼｹﾞ 広島県 C’est La Vie 

54 小澤　明充 ｵｻﾞﾜ　ｱｷﾐﾂ 山口県 二面楚歌

55 伊藤　万壽生 ｲﾄｳ ﾏｽｵ 山口県 ﾁｰﾑちぽりん

56 高山　篤史 ﾀｶﾔﾏ　ｱﾂｼ 広島県

57 坂井　誠臣 ｻｶｲ ﾏｻｵﾐ 広島県 C'est La Vie

58 曲淵　牧 ﾏｶﾞﾘﾌﾞﾁ　ﾏｷﾊﾞ 広島県

59 大西　祐司 ｵｵﾆｼ　ﾕｳｼﾞ 広島県

60 山口　太一 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｲﾁ 福岡県 TONY Racing

61 江山　智之 ｴﾔﾏ　ﾄﾓﾕｷ 山口県 BELTEMPO

62 西田　光宏 ﾆｼﾀﾞ　ﾐﾂﾋﾛ 熊本県 Beach LINE Bicycle

63 徳王丸　雄貴 ﾄｸｵｳﾏﾙ ﾕｳｷ 山口県 おもしろいｸﾛﾈｺ

64 石川　克也 ｲｼｶﾜ　ｶﾂﾔ 島根県

65 山本　直人 ﾔﾏﾓﾄ ﾅｵﾄ 山口県 山大ｻｲｸOB

66 村上　雅之 ﾑﾗｶﾐ　ﾏｻﾕｷ 山口県 ｱﾚｰﾈｿﾚｰﾈ

67 白井　朋幸 ｼﾗｲ　ﾄﾓﾕｷ 福岡県 nexstra GCK

68 湧川　将樹 ﾜｸｶﾞﾜ ﾏｻｷ 山口県 ニャボマツレーシング

69 平岡　康之 ﾋﾗｵｶ ﾔｽﾕｷ 広島県 うずしおレーシング

71 神田　光幸 ｺｳﾀﾞ ﾐﾂﾕｷ 山口県



【　StartList　】 R エントリー数 18 2020/10/17

2時間エンデューロ（2名） 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

101 大田　洋介 ｵｵﾀ　ﾖｳｽｹ 広島県

102 出原　佑一郎 ｲﾃﾞﾊﾗ　ﾕｳｲﾁﾛｳ 広島県

111 小池　宏和 ｺｲｹ　ﾋﾛｶｽﾞ 広島県

112 徳毛　一隆 ﾄｸﾓ　ｶｽﾞﾀｶ 広島県

121 高橋　学 ﾀｶﾊｼ　ﾏﾅﾌﾞ 広島県

122 山根　真吾 ﾔﾏﾈ　ｼﾝｺﾞ 広島県

131 吉海　久人 ﾖｼｶｲ　ﾋｻﾄ 広島県

132 藤谷　春樹 ﾌｼﾞﾀﾆ　ﾊﾙｷ 広島県

141 松永　剛 ﾏﾂﾅｶﾞ　ﾀｹｼ 山口県

142 松本　康男 ﾏﾂﾓﾄ　ﾔｽｵ 山口県

151 吉松　昌彦 ﾖｼﾏﾂ　ﾏｻﾋｺ 山口県

152 秋重　友美 ｱｷｼｹﾞ　ﾄﾓﾐ 山口県

161 中田　修司 ﾅｶﾀ ｼｭｳｼﾞ 山口県

162 高橋　一雄 ﾀｶﾊｼ　ｶｽﾞｵ 山口県

171 坂田　祐樹 ｻｶﾀ　ﾕｳｷ 山口県

172 山本　真也 ﾔﾏﾓﾄ　ｼﾝﾔ 山口県

181 東　智徳 ﾋｶﾞｼ　ﾄﾓﾉﾘ 福岡県

182 林　勇輝 ﾊﾔｼ　ﾕｳｷ 福岡県
nexstra GCK

H2R-1

H2R-3

H2R-0

ﾏﾒｵﾁｯﾁoneoff

ＴNGﾚｰｼﾝｸﾞ広島

ﾏﾒｵﾁｯﾁoneoff

TNGﾚｰｼﾝｸﾞ広島ﾁｰﾑ牡牛座

H2R-2



【　StartList　】 R エントリー数 9 2020/10/17

2時間エンデューロ（3名） 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

191 倉本　直人 ｸﾗﾓﾄ　ﾅｵﾄ 山口県

192 下瀬　創也 ｼﾓｾ　ｿｳﾔ 山口県

193 安部　悠希 ｱﾍﾞ　ﾕｳｷ 山口県

201 山田　敏一 ﾔﾏﾀﾞ　ﾄｼｶｽﾞ 山口県

202 武田　真英 ﾀｹﾀﾞ　ﾏｻﾋﾃﾞ 山口県

203 上野　瑞貴 ｳｴﾉ　ﾐｽﾞｷ 山口県

211 市川　雅浩 ｲﾁｶﾜ ﾏｻﾋﾛ 山口県

212 島田　剛 ｼﾏﾀﾞ　ﾀｹｼ 山口県

213 松本　透 ﾏﾂﾓﾄ　ﾄｵﾙ 山口県

YUCC

温泉同好会with落ち葉拾い

A'le:ne So'le:ne



【　StartList　】 エントリー数 8 2020/10/17

山口県体育大会クリテリウム（小学生以下の男女）　2周（2.4㎞）　　 スタート時刻　13：40

順位 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 都道府県 所属クラブ タイム

1 蔵田　瑶 ｸﾗﾀ　ﾖｳ 広島県 広島ｻｲｸﾙｸﾗﾌﾞ

2 葉色　慧飛 ﾊｲﾛ ｹｲﾄ 広島県 広島ｻｲｸﾙｸﾗﾌﾞ

3 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

4 福田　一輝 ﾌｸﾀﾞ　ｲﾂｷ 山口県 山口県ｼﾞｭﾆｱｻｲｸﾙｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ

5 山根　志源 ﾔﾏﾈ ｼｹﾞﾝ 広島県 ﾏﾒｵﾁｯﾁoneoff

6 山根　新輝 ﾔﾏﾈ ｱﾗｷ 広島県 ﾏﾒｵﾁｯﾁoneoff

7 徳永　穂乃花 ﾄｸﾅｶﾞ　ﾎﾉｶ 山口県 小羽山小学校

8 大谷　修也 ｵｵﾀﾆ ｼｭｳﾔ 山口県 温泉同好会



【　StartList　】 エントリー数 3 2020/10/17

山口県体育大会クリテリウム（中学生の男性）　10周（12.0㎞）　　 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

9 松岡　勇斗 ﾏﾂｵｶ　ﾕｳﾄ 大阪府 teamｽｸｱﾄﾞﾗ

10 桑原　悠 ｸﾜﾊﾞﾗ　ﾊﾙｶ 広島県 TeamUKYO Reve

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



【　StartList　】 エントリー数 1 2020/10/17

山口県体育大会クリテリウム（女性）　10周（12.0㎞）　　 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

12 中塚　祐佳 ﾅｶﾂｶ ﾕｶ 山口県 山口県自転車競技連盟GRP



【　StartList　】 エントリー数 2 2020/10/17

山口県体育大会クリテリウム（高校生の男性）　15周（18.0㎞）　　 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

13 福田　大空 ﾌｸﾀﾞ　ｿﾗ 山口県 誠英高校

14 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



【　StartList　】 R エントリー数 27 2020/10/17

山口県体育大会クリテリウム（一般男女）　20周（24.0㎞）　　 スタート時刻　14：30

順位 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 都道府県 所属クラブ タイム

15 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

16 丸山　博己 ﾏﾙﾔﾏ　ﾋﾛﾐ 鹿児島県

17 野村　翔 ﾉﾑﾗ　ｼｮｳ 山口県 A'le:ne So'le:ne

18 湯浅　修 ﾕｱｻ　ｵｻﾑ 広島県

19 田中　佑樹 ﾀﾅｶ　ﾕｳｷ 山口県 H2R

20 浅原　智治 ｱｻﾊﾗ ﾄﾓﾊﾙ 山口県

21 三上　強 ﾐｶﾐ　ﾂﾖｼ 広島県 TNGﾚｰｼﾝｸﾞ広島

22 大森　健一 ｵｵﾓﾘ ｹﾝｲﾁ 大阪府 Team Kermis Cross

23 長原　潤 ﾅｶﾞﾊﾗ　ｼﾞｭﾝ 岡山県

24 山根　真吾 ﾔﾏﾈ　ｼﾝｺﾞ 広島県 ﾏﾒｵﾁｯﾁoneoff

25 本庄　義人 ﾎﾝｼｮｳ　ﾖｼﾋﾄ 愛媛県 ﾁｰﾑ大永山

26 新井　秀人 ｱﾗｲ　ﾋﾃﾞﾄ 兵庫県 raphacyclingclub 

27 井上　人志 ｲﾉｳｴ ﾋﾄｼ 滋賀県 VC VELOCE

28 松永　剛 ﾏﾂﾅｶﾞ　ﾀｹｼ 山口県 H2R

29 坂田　祐樹 ｻｶﾀ　ﾕｳｷ 山口県 H2R

30 桑原　悠 ｸﾜﾊﾞﾗ　ﾊﾙｶ 広島県 TeamUKYO Reve

31 安徳　優真 ｱﾝﾄｸ　ﾕｳﾏ 福岡県 AJ FACTORY

32 長谷川　慎之助 ﾊｾｶﾞﾜ　ｼﾝﾉｽｹ 広島県

33 桐原　拓也 ｷﾘﾊﾗ　ﾀｸﾔ 福岡県 ﾁｰﾑﾌｧﾝｻｲｸﾙ

34 宮田　久生 ﾐﾔﾀ　ﾋｻｵ 広島県 TeamUKYO Reve

35 小玉　篤志 ｺﾀﾞﾏ ｱﾂｼ 福岡県 Team FunCycle

36 秋嶋　優佑 ｱｷｼﾏ ﾕｳｽｹ 広島県

37 Sugio　Shohei ｽｷﾞｵ　ｼｮｳﾍｲ 山口県

38 小坂　睦哉 ｺｻｶ　ﾄｷﾔ 岡山県 code33

39 武田　真英 ﾀｹﾀ　ﾏｻﾋﾃﾞ 広島県 voyAge cycling team

70 池川　辰哉 ｲｹｶﾞﾜ ﾀﾂﾔ　 大阪府 VC VELOCE / EMU

71 神田　光幸 ｺｳﾀﾞ ﾐﾂﾕｷ 山口県


