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きらら浜サイクルミーティング8月大会　 （開催日：2022年8月13日-14日） 15 4 4 11 7 3 11 6

No. 氏名 フリガナ 性別 所属クラブ ED-S D1 ED-P D1 BV KIS YH LD ED-S D2 ED-P D2

1 永尾 明寛 ナガオ アキヒロ 男性 *

2 船岡 浬 フナオカ カイリ 男性 広島サイクルクラブ *

3 吉村 悠希 ヨシムラ ユウキ 男性 宇部市立恩田小学校 *

4 湧川 律花 ワクガワ リッカ 女性 ニャボマツレーシング *

5 安藤 愛翔 アンドウ マナト 男性 山口県ジュニアサイクルスポーツクラブ *

6 安藤 優真 アンドウ ユウマ 男性 山口県ジュニアサイクルスポーツクラブ *

7 大谷 修也 オオタニ シュウヤ 男性 *

8 後藤田 知孝 ゴトウダ トモタカ 男性 愛媛県自転車競技連盟ジュニアクラブ *

9 徳永 穂乃花 トクナガ ホノカ 女性 山口県ジュニアサイクルスポーツクラブ *

10 永尾 郁寛 ナガオ イクヒロ 男性 *

11 葉色 慧飛 ハイロ ケイト 男性 Bluerhino *

12 橋本 旺典 ハシモト オウスケ 男性 愛媛県自転車競技連盟ジュニアクラブ *

13 福田 一輝 フクダ イツキ 男性 山口県ジュニアサイクルスポーツクラブ *

14 船岡 湊 フナオカ ミナト 男性 広島サイクルクラブ *

15 美輪 空人 ミワ ソラト 男性 ＶＣ福岡ユース *

16 岡嶋 空良 オカジマ ソラ 男性 Team　美咲屋 *

17 奥田 煌山 オクダ コウザン 男性 広島城北中学校 *

18 藏田 瑶 クラタ ヨウ 男性 グットスピード *

19 桑原 善 クワバラ ゼン 男性 山口県ジュニアサイクルスポーツクラブ *

20 児玉 智紀 コダマ トモキ 男性 山口県ジュニアサイクルスポーツクラブ *

21 高橋 天 タカハシ テン 男性 IGNITE Racing Team *

22 福森 奏汰 フクモリ ソウタ 男性 広島城北中学校 *

23 井手 絵里子 イデ エリコ 女性 *

24 湧川 日鞠 ワクガワ ヒマリ 女性 ニャボマツレーシング *

25 和田 愛純 ワダ マアヤ 女性 *

26 井手 慎二 イデ シンジ 男性 *

27 鎌田 剛 カマダ タケシ 男性 *

28 管 慎哉 カン シンヤ 男性 *

29 木崎 悠太 キザキ ユウタ 男性 *

30 小松 真樹 コマツ マサキ 男性 *

31 菅村 篤 スガムラ アツシ 男性 Aki Rising Bicycle team *

32 辻 陸翔 ツジ リクト 男性 北桑田高校 *

33 徳永 喜治 トクナガ ヨシハル 男性 チームマシェリ *

34 富永 将宇 トミナガ マサタカ 男性 C’est La Vie *

35 浜渦 裕太 ハマウズ ユウタ 男性 *

36 松井 卓也 マツイ タクヤ 男性 *

37 真鍋 英祐 マナベ エイスケ 男性 サイクルピット240 *

38 三浦 雅大 ミウラ マサヒロ 男性 *

39 森 瑠希也 モリ ルキヤ 男性 市立広島工業高校 *

40 吉村 康成 ヨシムラ コウセイ 男性 *

41 西川 昌宏 ニシカワ マサヒロ 男性 大和中OB *

42 田中 隆太 タナカ リュウタ 男性 大和中OB *

43 湧川 将樹 ワクガワ マサキ 男性 優勝したら彼女募集中の僕をステージ上で宣伝してください！ *

44 藤岡　真也 フジオカ　マサヤ 男性 優勝したら彼女募集中の僕をステージ上で宣伝してください！ *



 

 

主催 ： 一般社団法人ジャパンサイクルリーグ 

共催 ： 山口県自転車競技連盟 

後援 ： 山口県 ／ 公益財団法人山口県体育協会 

主管 ： 山口県自転車競技連盟／地域密着型サイクルスポーツクラブ 

2022.8.9 

【 Communiqué 1-2 】  エントリーリスト 

 

 

きらら浜サイクルミーティング8月大会　 （開催日：2022年8月13日-14日） 15 4 4 11 7 3 11 6

No. 氏名 フリガナ 性別 所属クラブ ED-S D1 ED-P D1 BV KIS YH LD ED-S D2 ED-P D2

45 鎌田 剛 カマダ タケシ 男性 *

46 河村 颯馬 カワムラ ソウマ 男性 *

47 小池 宏和 コイケ ヒロカズ 男性 *

48 小林 綾子 コバヤシ アヤコ 女性 *

49 坂下 知久 サカシタ トモヒサ 男性 Up Draft *

50 武田 博司 タケダ ヒロシ 男性 サイクルフリーダムレーシング *

51 辻 陸翔 ツジ リクト 男性 北桑田高校 *

52 長島 大樹 ナガシマ ダイキ 男性 *

53 簑原 健太朗 ミノハラ ケンタロウ 男性 YUCC *

54 矢野 朋宣 ヤノ トモノリ 男性 *

55 和田 愛純 ワダ マアヤ 女性 *

56 安部 悠希 アベ ユウキ 男性 YUCC *

57 倉本 直人 クラモト ナオト 男性 YUCC *

58 西川 昌宏 ニシカワ マサヒロ 男性 大和中OB *

59 田中 隆太 タナカ リュウタ 男性 大和中OB *

60 山本 百合恵 ヤマモト ユリエ 女性 シクロ・アジョシ *

61 桑田　徹也 クワダ　テツヤ 男性 シクロ・アジョシ *


