
 
2021-10-15 

Communiqué 2-1  スタートリスト 

 

 

10月 16日（土）  90分エンデューロ 

 

NO. 氏名 フリガナ 所属クラブ名 属性
61 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 中学生
62 坂本　一冴 サカモト　イッサ 山口県ジュニアサイクルスポーツクラブ 中学生
63 天野　幸泰 アマノ　コウタ 山口県ジュニアサイクルスポーツクラブ 中学生
64 飯干　智章 イイボシ　トモアキ VC福岡ユース 小学生
65 石丸　彪雅 イシマル　ヒュウガ 山口県ジュニアサイクルスポーツクラブ 小学生
66 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 小学生
67 大谷　修也 オオタニ　シュウヤ 温泉同好会 小学生
68 奥嶋　雄山 オクシマ　ユウザン 山口県ジュニアサイクルスポーツクラブ 小学生
69 桑原　悠 クワバラ　ハルカ TeamUKYO Reve 中学生
70 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 小学生
71 小林　優太 コバヤシ  ユウタ 唐津市立肥前中学校 中学生
72 徳永　穂乃花 トクナガ　ホノカ 小羽山小学校 女性／小学生
73 広野　達徳 ヒロノ　タツノリ チームGINRIN熊本 中学生
74 吉中　美空 ヨシナカ　ミク VC福岡ユース 中学生
75 江越　大地 エゴシ　ダイチ
76 小口　瞳史 オグチ　ヒトシ Team Kermis Cross
77 清水　一弘 シミズ　カズヒロ 広島サイクルクラブ
78 白井　翔 シライ　ショウ 宮島工業高校　自転車競技部 高校生
79 田中　隆太 タナカ　リュウタ
80 徳永　喜治 トクナガ　ヨシハル チームマシェリ
81 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
82 和田　愛純 ワダ　マアヤ 山口県ジュニアサイクルスポーツクラブ 女性／高校生
83 浅原　智治 アサハラ　トモハル
84 安部　悠希 アベ　ユウキ YUCC
85 市川　雅浩 イチカワ　マサヒロ アレーネ　ソレーネ
86 太田　和輝 オオタ　カズキ Team Kermis Cross
87 奥嶋　曜 オクシマ　アキラ
88 小澤　明充 オザワ　アキミツ おもてなしBLUES
89 加納　侑士 カノウ　ユウト 福岡県トライアスロン連合
90 鎌田　剛 カマダ　タケシ ピオニエーレ
91 木村　光宏 キムラ　ミツヒロ Team HIROSHIGE ATHLETE
92 坂田　祐樹 サカタ　ユウキ H2R
93 高橋　一雄 タカハシ　カズオ H2R
94 髙橋　学 タカハシ　マナブ TNGレーシング広島
95 高山  篤史 タカヤマ  アツシ TNGレーシング広島
96 為国　孝志 タメクニ　タカシ
97 徳王丸　雄貴 トクオウマル　ユウキ ＴＷＢＣ　
98 広野　照政 ヒロノ　テルマサ チームGINRIN熊本
99 藤井　康弘 フジイ　ヤスヒロ
100 藤岡　真也 フジオカ　マサヤ 山口県立防府商工高等学校 高校生
101 藤谷　春樹 フジタニ　ハルキ TNGレーシング広島
102 堀江　昌博 ホリエ　マサヒロ
103 松村　正幸 マツムラ　マサユキ TNGレーシング広島
104 松本   康男 マツモト   ヤスオ H2R
105 松本　透 マツモト　トオル A’le:ne So’le:ne
106 三次　淳 ミヨシ ちゃりんこタクシー
107 村上　雅之 ムラカミ　マサユキ A’le:ne So’le:ne
108 山田　敏一 ヤマダ　トシカズ 温泉同好会
109 山本　凌士 ヤマモト　リョウジ 防府商工高等学校 高校生
110 河村　和希 カワムラ　カズキ 山口県ジュニアサイクルスポーツクラブ
111 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
112 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 MaCherie
113 小林　綾子 コバヤシ　アヤコ eNSHare Cycling Team
114 白井　朋幸 シライ　トモユキ nexstra GCK
115 田辺　晋一 タナベ　シンイチ voyAge cycling team
116 辻　洸之介 ツジ　コウノスケ LINKVISION GIRASOLE CYCLING
117 野崎　周人 ノザキ　ヒロト ファンサイクル
118 原　直人 ハラ　ナオト 山口県自転車競技連盟・我逢人
119 平井　貴志 ヒライ　タカシ 山口県自転車競技連盟・我逢人
120 宮田　久生 ミヤタ　ヒサオ TeamUKYO Reve



 
2021-10-15 

Communiqué 2-2  スタートリスト 

 

 

10月 17日（日） 山口県体育大会自転車競技クリテリウム（60分） 

 

NO. 氏名 フリガナ 所属クラブ名 属性
78 白井　翔 シライ　ショウ 宮島工業高校　自転車競技部 高校の部
82 和田　愛純 ワダ　マアヤ 山口県ジュニアサイクルスポーツクラブ 高校の部
112 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 MaCherie 高校の部
116 辻　洸之介 ツジ　コウノスケ LINKVISION GIRASOLE CYCLING 高校の部
61 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 一般の部
62 坂本　一冴 サカモト　イッサ 山口県ジュニアサイクルスポーツクラブ 一般の部
110 河村　和希 カワムラ　カズキ 山口県ジュニアサイクルスポーツクラブ 一般の部
111 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 一般の部
75 江越　大地 エゴシ　ダイチ 一般の部
76 小口　瞳史 オグチ　ヒトシ Team Kermis Cross 一般の部
77 清水　一弘 シミズ　カズヒロ 広島サイクルクラブ 一般の部
79 田中　隆太 タナカ　リュウタ 一般の部
80 徳永　喜治 トクナガ　ヨシハル チームマシェリ 一般の部
81 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 一般の部
113 小林　綾子 コバヤシ　アヤコ eNSHare Cycling Team 一般の部
114 白井　朋幸 シライ　トモユキ nexstra GCK 一般の部
115 田辺　晋一 タナベ　シンイチ voyAge cycling team 一般の部
117 野崎　周人 ノザキ　ヒロト ファンサイクル 一般の部
118 原　直人 ハラ　ナオト 山口県自転車競技連盟・我逢人 一般の部
119 平井　貴志 ヒライ　タカシ 山口県自転車競技連盟・我逢人 一般の部
120 宮田　久生 ミヤタ　ヒサオ TeamUKYO Reve 一般の部


