
 

 

2021/08/11 

【 COMMUNIQUE ２-1 】  スタートリスト 

 

 

  

【　StartList　】 ｴﾝﾄﾘｰ数 19 2021/8/14

個人タイムトライアル（一般の部）　4.6㎞（2周回） 開始時刻　15：00

順位 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属クラブ スタート時刻

1 青木　拓朗 アオキ　タクロウ なるしまフレンド 15 :00 :00

2 飯干　智章 イイボシ　トモアキ VC福岡ユース 15 :01 :00

3 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 15 :02 :00

4 大後戸 颯青 オオセド フウセイ 津末レーシング 15 :03 :00

5 小川　晴輝 オガワ　ハルキ 山口県ジュニアスポーツクラブ 15 :04 :00

6 金子　拓央 カネコ　タクオ Happy pedal competition club 15 :05 :00

7 鎌田　剛 カマダ　タケシ チームパラディーゾ 15 :06 :00

8 桑原　善 クワバラ　ゼン 山口県ジュニアサイクルスポーツクラブ 15 :07 :00

9 坂本　一冴 サカモト イッサ 山口ジュニアサイクルスポーツクラブ 15 :08 :00

10 塚本　隼 ツカモト　ハヤト ZERO 15 :09 :00

11 寺本　麻衣 テラモト　マイ 15 :10 :00

12 中丸　太 ナカマル　フトシ 15 :11 :00

13 中村　将也 ナカムラ　マサヤ MiNERVA-asahi 15 :12 :00

14 西川　昌宏 ニシカワ　マサヒロ スポーツフィールドやまぐち 15 :13 :00

15 檜井　誉樹 ヒノイ　タカキ 近畿大学 15 :14 :00

16 福永　航平 フクナガ　コウヘイ TeamUKYO Reve 15 :15 :00

17 藤田　宏平 フジタ　コウヘイ IZM-oneoff 15 :16 :00

18 三次　淳 ミヨシ　スナオ ちゃりんこタクシー 15 :17 :00

19 吉中　美空 ヨシナカ　ミク VC福岡ユース 15 :18 :00



 

 

2021/08/11 

【 COMMUNIQUE ２-2 】  スタートリスト 

 

 

  

【　StartList　】 ｴﾝﾄﾘｰ数 54 2021/8/15

モーニング９０分エンデューロ スタート時刻　6:50

順位 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属クラブ タイム

1 青木　拓朗 アオキ　タクロウ なるしまフレンド

2 飯干　智章 イイボシ　トモアキ VC福岡ユース

3 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

4 大後戸 颯青 オオセド フウセイ 津末レーシング

5 小川　晴輝 オガワ　ハルキ 山口県ジュニアスポーツクラブ

6 金子　拓央 カネコ　タクオ Happy pedal competition club

7 鎌田　剛 カマダ　タケシ チームパラディーゾ

8 桑原　善 クワバラ　ゼン 山口県ジュニアサイクルスポーツクラブ

9 坂本　一冴 サカモト イッサ 山口ジュニアサイクルスポーツクラブ

12 中丸　太 ナカマル　フトシ

14 西川　昌宏 ニシカワ　マサヒロ スポーツフィールドやまぐち

15 檜井　誉樹 ヒノイ　タカキ 近畿大学

16 福永　航平 フクナガ　コウヘイ TeamUKYO Reve

18 三次　淳 ミヨシ　スナオ ちゃりんこタクシー

19 吉中　美空 ヨシナカ　ミク VC福岡ユース

20 青木　巧磨 アオキ タクマ なし

21 秋重  友美 アキシゲ  トモミ H2R

22 安部　悠希 アベ ユウキ YUCC

23 上野　大輔 ウエノダイスケ

24 江川　一輝 エガワ　イツキ 山口県ジュニアサイクルスポーツクラブ

25 江越　大地 エゴシ　ダイチ

26 太田　和輝 おおた　かずき Team Kermis Cross

27 大谷　修也 オオタニ　シュウヤ 温泉同好会

28 大谷　春樹 オオタニ　ハルキ ｽﾍﾟｼｬﾙｵﾘﾝﾋﾟｯｸｽ山口 Ma Cherie

29 小口　瞳史 オグチ　ヒトシ C’est La Vie

30 尾中　俊之 オナカ　トシユキ

31 上手　勇輝 カミテ　ユウキ 諸行無常

32 桑原　悠 クワバラ　ハルカ TeamUKYO Reve

33 小玉　篤志 コダマ　アツシ チーム ファンサイクル

34 児玉　智紀 コダマ　トモキ 山口県ジュニアサイクルスポーツクラブ

35 小林　綾子 コバヤシ　アヤコ eNShare Cycling Team

36 坂田　祐樹 サカタ　ユウキ H2R

37 上川　勝司 ジョウガワ　カツシ

38 白井　翔 シライ　ショウ 宮島工業高校

39 白井　朋幸 シライ　トモユキ nexstra GCK

40 高橋　一雄 タカハシカズオ H2R



 

 

2021/08/11 

【 COMMUNIQUE ２-３ 】  スタートリスト 

 

 

 

【　StartList　】 ｴﾝﾄﾘｰ数 54 2021/8/15

モーニング９０分エンデューロ スタート時刻　6:50

順位 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属クラブ タイム

41 中田　辰朗 ナカタタツロウ 山口県自転車競技連盟 我逢人

42 野崎　周人 ノザキ　ヒロト ファンサイクル

43 東本　知也 ヒガシモト　トモヤ チームおませちゃん

44 福田　一輝 フクダ　イツキ 山口県ジュニアサイクルスポーツクラブ

45 古川　翔一 フルカワ　ショウイチ YUCC

46 松崎　暁広 マツザキ アキヒロ Innocent

47 真鍋　英祐 マナベ　エイスケ サイクルピット240

48 宮本　秀斗 ミヤモト　シュウト

49 宮本　翔土 ミヤモト　ショウト H2R

50 宮本　翼輝 ミヤモト　ツバキ CORAGGIO KAWANISHI

51 美輪　空人 ミワ　ソラト 山口県自転車競技連盟　

52 宗形　駿太郎 ムナカタ　シュンタロウ

53 山本　光也 ヤマモト　ミツナリ Team H2R

54 山本　康宏 ヤマモト　ヤスヒロ

55 横田　陸 ヨコタ　リク 山口県ジュニアサイクルスポーツクラブ

56 吉木　匠 ヨシキ　タクミ eNShare Cycling Team

57 萬谷　和也 ヨロズヤ　カズヤ FUJIMOTO FARM

58 石川　克也


