
AJOCC 山口シクロクロス 

リフレッシュパーク豊浦ステージ 
期日：2020年 12 月 13 日(日) 会場：山口県下関市豊浦町大字川棚 2035-9 リフレッシュパーク豊浦 

主   催  山口県自転車競技連盟 

運   営  山口県自転車競技連盟 競技運営委員会 

後   援  下関市 / 山口県 / 公益財団法人山口県体育協会 

協   力  リフレッシュパーク豊浦 / サイクル県やまぐちプロジェクト 

連盟協賛  山口マツダ(株) /水口電装(株) / (有)荒川電気工業/セオサイクル山口店/Global Racing Project/ 

ラビットストリート宇部店/スチームワークス/(株)ヒロシゲ/日出男商会/(有)アノサイクル/サイクルピット 240 (順不同) 

特別協賛  (株)シマノ / 川棚温泉まちづくり(株) / 大村産業建設(株) /(株)ウエイブワン 

2020/12/13 

COMMUNIQUÉ 3 

【第 1戦リフレッシュ豊浦 リザルト】 

 

  

第1戦リフレッシュパーク豊浦ステージ

CK1 Result (page1/1)

Race No.1 (9:20) Distance: 2.00km (0.00km+1.00kmx2Lap)
出走 1名／完走 1名 Av.Speed: 15.28km/h

Rank BodyNo 名前 カナ名 Team Lap Time 順位%

1 61 宮本 響斗 ミヤモト ヒビト GENKIスポーツクラブ 2 0:07:51.2 100%



AJOCC 山口シクロクロス 

リフレッシュパーク豊浦ステージ 
期日：2020年 12 月 13 日(日) 会場：山口県下関市豊浦町大字川棚 2035-9 リフレッシュパーク豊浦 

主   催  山口県自転車競技連盟 

運   営  山口県自転車競技連盟 競技運営委員会 

後   援  下関市 / 山口県 / 公益財団法人山口県体育協会 

協   力  リフレッシュパーク豊浦 / サイクル県やまぐちプロジェクト 

連盟協賛  山口マツダ(株) /水口電装(株) / (有)荒川電気工業/セオサイクル山口店/Global Racing Project/ 

ラビットストリート宇部店/スチームワークス/(株)ヒロシゲ/日出男商会/(有)アノサイクル/サイクルピット 240 (順不同) 

特別協賛  (株)シマノ / 川棚温泉まちづくり(株) / 大村産業建設(株) /(株)ウエイブワン 

2020/12/13 

COMMUNIQUÉ 4 

【第 1戦リフレッシュ豊浦 リザルト】 

 

  

第1戦リフレッシュパーク豊浦ステージ

CK2 Result (page1/1)

Race No.1 (9:20) Distance: 2.00km (0.00km+1.00kmx2Lap)
出走 2名／完走 2名 Av.Speed: 24.05km/h

Rank BodyNo 名前 カナ名 Team Lap Time 順位%

1 62 美輪 空人 ミワ ソラト 山口県ジュニアサイクルスポーツクラブ 2 0:04:59.3 50%
2 63 内野 円仁 ウチノ マルト 内野建設興業 2 +1:24 100%



AJOCC 山口シクロクロス 

リフレッシュパーク豊浦ステージ 
期日：2020年 12 月 13 日(日) 会場：山口県下関市豊浦町大字川棚 2035-9 リフレッシュパーク豊浦 

主   催  山口県自転車競技連盟 

運   営  山口県自転車競技連盟 競技運営委員会 

後   援  下関市 / 山口県 / 公益財団法人山口県体育協会 

協   力  リフレッシュパーク豊浦 / サイクル県やまぐちプロジェクト 

連盟協賛  山口マツダ(株) /水口電装(株) / (有)荒川電気工業/セオサイクル山口店/Global Racing Project/ 

ラビットストリート宇部店/スチームワークス/(株)ヒロシゲ/日出男商会/(有)アノサイクル/サイクルピット 240 (順不同) 

特別協賛  (株)シマノ / 川棚温泉まちづくり(株) / 大村産業建設(株) /(株)ウエイブワン 

020/12/13 

COMMUNIQUÉ 5 

【第 1戦リフレッシュ豊浦 リザルト】 

 

  

第1戦リフレッシュパーク豊浦ステージ

CK3 Result (page1/1)

Race No.1 (9:20) Distance: 2.00km (0.00km+1.00kmx2Lap)
出走 2名／完走 2名 Av.Speed: 21.10km/h

Rank BodyNo 名前 カナ名 Team Lap Time 順位%

1 64 尾崎 愛周 オザキ ヒデチカ みやわかmtbクラブ 2 0:05:41.2 50%
2 65 松永 涼介 マツナガ リョウスケ みやわかmtbクラブ 2 +0:02 100%



AJOCC 山口シクロクロス 

リフレッシュパーク豊浦ステージ 
期日：2020年 12 月 13 日(日) 会場：山口県下関市豊浦町大字川棚 2035-9 リフレッシュパーク豊浦 

主   催  山口県自転車競技連盟 

運   営  山口県自転車競技連盟 競技運営委員会 

後   援  下関市 / 山口県 / 公益財団法人山口県体育協会 

協   力  リフレッシュパーク豊浦 / サイクル県やまぐちプロジェクト 

連盟協賛  山口マツダ(株) /水口電装(株) / (有)荒川電気工業/セオサイクル山口店/Global Racing Project/ 

ラビットストリート宇部店/スチームワークス/(株)ヒロシゲ/日出男商会/(有)アノサイクル/サイクルピット 240 (順不同) 

特別協賛  (株)シマノ / 川棚温泉まちづくり(株) / 大村産業建設(株) /(株)ウエイブワン 

020/12/13 

COMMUNIQUÉ 6 

【第 1戦リフレッシュ豊浦 リザルト】 

 

 

  

第1戦リフレッシュパーク豊浦ステージ

CL2 Result (page1/1)

Race No.2 (10:00) Distance: 10.00km (0.00km+2.00kmx5Lap)
出走 3名／完走 3名 Av.Speed: 17.11km/h

Rank BodyNo 名前 カナ名 Team Lap Time 順位%

1 35 永田 靖子 ナガタ ヤスコ ミチクサクラブ 5 0:35:03.5 33%
2 36 西内 綾 ニシウチ アヤ and more 4 -1Lap 66%
3 34 藤井 亜紀 フジイ アキ KLUB KATZ 4 -1Lap 100%



AJOCC 山口シクロクロス 

リフレッシュパーク豊浦ステージ 
期日：2020年 12 月 13 日(日) 会場：山口県下関市豊浦町大字川棚 2035-9 リフレッシュパーク豊浦 

主   催  山口県自転車競技連盟 

運   営  山口県自転車競技連盟 競技運営委員会 

後   援  下関市 / 山口県 / 公益財団法人山口県体育協会 

協   力  リフレッシュパーク豊浦 / サイクル県やまぐちプロジェクト 

連盟協賛  山口マツダ(株) /水口電装(株) / (有)荒川電気工業/セオサイクル山口店/Global Racing Project/ 

ラビットストリート宇部店/スチームワークス/(株)ヒロシゲ/日出男商会/(有)アノサイクル/サイクルピット 240 (順不同) 

特別協賛  (株)シマノ / 川棚温泉まちづくり(株) / 大村産業建設(株) /(株)ウエイブワン 

020/12/13 

COMMUNIQUÉ 7 

【第 1戦リフレッシュ豊浦 リザルト】 

 

  

第1戦リフレッシュパーク豊浦ステージ

CM2+3 Result (page1/1)

Race No.2 (10:00) Distance: 10.00km (0.00km+2.00kmx5Lap)

出走 8名／完走 8名 Av.Speed: 20.27km/h

Rank BodyNo 名前 カナ名 Team Lap Time 順位%

1 44 坂本 泰崇 サカモト ヤスタカ A&Nサイクルフレンド 5 0:29:36.0 12%
2 42 佐桑 秀樹 サクワ ヒデキ team cadence 5 +0:12 25%
3 50 正木 勝 マサキ マサル RabbitStreet 5 +0:43 37%
4 48 吉野 勝雄 ヨシノ カツオ ペアラレーシング 5 +1:43 50%
5 51 加藤 啓二 カトウ ケイジ ラーメン加藤 5 +3:27 62%
6 46 伊藤 三輝 イトウ ミツテル なし 5 +3:46 75%
7 49 中川 勝行 ナカガワ カツユキ 温泉同好会 5 +6:19 87%
8 43 野原 克哉 ノハラ カツヤ - 4 -1Lap 100%

DNS 45 島田 剛 シマダ タケシ A'le:ne So'le:ne
DNS 47 藤木 亮 フジキ リョウ チームさといち



AJOCC 山口シクロクロス 

リフレッシュパーク豊浦ステージ 
期日：2020年 12 月 13 日(日) 会場：山口県下関市豊浦町大字川棚 2035-9 リフレッシュパーク豊浦 

主   催  山口県自転車競技連盟 

運   営  山口県自転車競技連盟 競技運営委員会 

後   援  下関市 / 山口県 / 公益財団法人山口県体育協会 

協   力  リフレッシュパーク豊浦 / サイクル県やまぐちプロジェクト 

連盟協賛  山口マツダ(株) /水口電装(株) / (有)荒川電気工業/セオサイクル山口店/Global Racing Project/ 

ラビットストリート宇部店/スチームワークス/(株)ヒロシゲ/日出男商会/(有)アノサイクル/サイクルピット 240 (順不同) 

特別協賛  (株)シマノ / 川棚温泉まちづくり(株) / 大村産業建設(株) /(株)ウエイブワン 

020/12/13 

COMMUNIQUÉ 8 

【第 1戦リフレッシュ豊浦 リザルト】 

 

  

第1戦リフレッシュパーク豊浦ステージ

U15 Result (page1/1)

Race No.2 (10:00) Distance: 10.00km (0.00km+2.00kmx5Lap)
出走 2名／完走 2名 Av.Speed: 17.89km/h

Rank BodyNo 名前 カナ名 Team Lap Time 順位%

1 53 井上 悠喜 イノウエ ユウキ 山口県ジュニアサイクルスポーツクラブ 5 0:33:31.8 50%
2 52 内野 文太 ウチノ ブンタ MASAYA YOUNG RIDERS 5 +2:33 100%



AJOCC 山口シクロクロス 

リフレッシュパーク豊浦ステージ 
期日：2020年 12 月 13 日(日) 会場：山口県下関市豊浦町大字川棚 2035-9 リフレッシュパーク豊浦 

主   催  山口県自転車競技連盟 

運   営  山口県自転車競技連盟 競技運営委員会 

後   援  下関市 / 山口県 / 公益財団法人山口県体育協会 

協   力  リフレッシュパーク豊浦 / サイクル県やまぐちプロジェクト 

連盟協賛  山口マツダ(株) /水口電装(株) / (有)荒川電気工業/セオサイクル山口店/Global Racing Project/ 

ラビットストリート宇部店/スチームワークス/(株)ヒロシゲ/日出男商会/(有)アノサイクル/サイクルピット 240 (順不同) 

特別協賛  (株)シマノ / 川棚温泉まちづくり(株) / 大村産業建設(株) /(株)ウエイブワン 

020/12/13 

COMMUNIQUÉ 9 

【第 1戦リフレッシュ豊浦 リザルト】 

 

  

第1戦リフレッシュパーク豊浦ステージ

C3+4 Result (page1/1)

Race No.3 (11:00) Distance: 10.00km (0.00km+2.00kmx5Lap)
出走 19名／完走 18名 Av.Speed: 20.61km/h

Rank BodyNo 名前 カナ名 Team Lap Time 順位%

1 29 元山 高嶺 モトヤマ タカネ シマノドリンキング 5 0:29:06.5 5%
2 30 谷村 康寿 タニムラ ヤストシ chanoko 5 +0:12 10%
3 14 五十川 凜 イソガワ リン グランピープロレスCX 5 +0:17 15%
4 12 永田 幸三 ナガタ コウゾウ ミチクサクラブ 5 +0:19 21%
5 23 濟 潤慈 ワタリ ジュンジ 仁力俥JPT 5 +0:33 26%
6 28 田中 佑樹 タナカ ユウキ OMG 5 +0:53 31%
7 25 村上 紀昭 ムラカミ ノリアキ アレーネ・ソレーネ 5 +1:16 36%
8 16 内野 善文 ウチノ ヨシフミ MASAYA RACING 5 +1:27 42%
9 17 高山 優太郎 タカヤマ ユウタロウ グランピープロレスCX 5 +2:15 47%
10 22 皆川 真太郎 ミナガワ シンタロウ 下関中等教育学校 5 +3:05 52%
11 24 尾中 俊之 オナカ トシユキ OMG 5 +3:14 57%
12 26 山本 真也 ヤマモト シンヤ OMG 5 +3:28 63%
13 18 桑原 健太 クワハラ ケンタ n/a 5 +4:32 68%
14 27 松本 佑馬 マツモト ユウマ 津末レーシング 5 +5:03 73%
15 20 齊藤 篤志 サイトウ アツシ 無し 5 +6:31 78%
16 19 米田 晋 ヨネダ ススム Team Sciroco 5 +6:36 84%
17 21 重永 和也 シゲナガ カズヤ TEAM K.I.M 5 +9:23 89%
18 13 山中 知義 ヤマナカ トモヨシ Bicicletta-MANI 4 -1Lap 94%
DNF 15 平木 雄三郎 ヒラキ ユウザブロウ クラブハイ泥 2


