
 
開催日 ： 2022年 10月 8日（土）    会場（受付・集合場所） ： 柳井紙工株式会社 駐車場 

 

主催 ： 平生町観光協会 

共催 ： 平生町 

後援 ： 山口県、山口県体育協会、平生町教育委員会 

主管 ： 山口県自転車競技連盟 

 

2022.10.4 

【 Communiqué 1R 】  大星山ヒルクライム スタートリスト 

 

No. 属性 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 性別 年齢 都道府県 チーム名

1 一般（個人） 向井　厚城 ﾑｶｲ ｱﾂｷﾞ 男性 48 山口県 -

2 一般（個人） 藤本 昌和 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾏｻｶｽﾞ 男性 48 山口県 Team HIROSIGE山の会

3 一般（個人） 梅本 勝 ｳﾒﾓﾄ ﾏｻﾙ 男性 58 山口県 -

4 一般（個人） 山川 貴之 ﾔﾏｶﾜ ﾀｶﾕｷ 男性 58 広島県 -

5 一般（個人） 重田 一生 ｼｹﾞﾀ ｶｽﾞｵ 男性 58 山口県 -

6 一般（個人） 山崎 翔太 ﾔﾏｻｷ ｼｮｳﾀ 男性 30 山口県 -

7 一般（個人） 坂下 大 ｻｶｼﾀ ﾀﾞｲ 男性 28 山口県 SANIN Blitz

8 一般（個人） 橋本 英剛 ｴｲｺﾞｳ ﾊｼﾓﾄ 男性 57 山口県 Team HIROSHIGE

9 一般（個人） 高橋 一雄 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞｵ 男性 50 山口県 H2R

10 一般（個人） 花崎 誠 ﾊﾅｻﾞｷ ﾏｺﾄ 男性 40 福岡県 -

11 一般（個人） 伊藤 真二 ｲﾄｳ ｼﾝｼﾞ 男性 56 山口県 hideo max

12 一般（個人） 木場 亨 ｺﾊﾞ ﾄｵﾙ 男性 68 広島県 -

13 一般（女子） 田中 亜由未 ﾀﾅｶ ｱﾕﾐ 女性 43 山口県 -

14 一般（個人） 寺岡 一二三 ﾃﾗｵｶ ﾋﾌﾐ 男性 53 山口県 HIDEO MAX HEART

15 一般（個人） 三浦 雅大 ﾐｳﾗ ﾏｻﾋﾛ 男性 32 山口県 -

16 一般（個人） 清重 卓也 ｷﾖｼｹﾞ ﾀｸﾔ 男性 50 山口県 -

17 一般（個人） 山本 直人 ﾔﾏﾓﾄ ﾅｵﾄ 男性 30 山口県 山口大学サイクリング部OB

18 一般（個人） 坂脇 祐樹 ｻｶﾜｷ ﾕｳｷ 男性 40 山口県 Rabbit Street UBE

19 一般（個人） 山本 康宏 ﾔﾏﾓﾄ ﾔｽﾋﾛ 男性 38 山口県 -

20 一般（個人） 山口 忠行 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾀﾞﾕｷ 男性 52 広島県 Z-1 MEDALIST RC

21 一般（個人） 林 宏明 ﾊﾔｼ ﾋﾛｱｷ 男性 38 山口県 風月堂岩國

22 一般（個人） 藤本 聖史 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾀｶｼ 男性 30 山口県 -

23 一般（個人） 管 慎哉 ｶﾝ ｼﾝﾔ 男性 50 大分県 -

24 一般（個人） 河村 茂夫 ｶﾜﾑﾗ ｼｹﾞｵ 男性 49 山口県 -

25 一般（個人） 嘉瀬 峻介 ｶｾ ｼｭﾝｽｹ 男性 26 広島県 -

26 一般（個人） 加藤 啓二 ｶﾄｳ ｹｲｼﾞ 男性 44 山口県 rabbitstreet  UBE

27 一般（個人） 湊 昭夫 ﾐﾅﾄ ｱｷｵ 男性 74 山口県 -

28 一般（個人） 岡崎 忠司 ｵｶｻﾞｷ ﾀﾀﾞｼ 男性 47 山口県 -

29 一般（個人） 住田 知紀 ｽﾐﾀﾞ ﾄﾓｷ 男性 32 山口県 -

30 一般（個人） 江木 俊雄 ｴｷﾞ ﾄｼｵ 男性 57 島根県 -

31 一般（個人） 水津 康正 ｽｲﾂﾞ ﾔｽﾏｻ 男性 48 山口県 -

32 一般（個人） 萱野 匠 ｶﾔﾉ ﾀｸﾐ 男性 20 山口県 シマノドリンキング

33 一般（個人） 青木 拓朗 ｱｵｷ ﾀｸﾛｳ 男性 42 島根県 SANIN Blitz

34 一般（個人） 山本 匠 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｸﾐ 男性 19 徳島県 徳島大学

35 一般（個人） 松谷 紘明 ﾏﾂﾀﾆ ﾋﾛｱｷ 男性 20 徳島県 -

36 一般（個人） 兼清 誠 ｶﾈｷﾖ ﾏｺﾄ 男性 49 山口県 -

37 高校生以下 井上 悠喜 ｲﾉｳｴ ﾕｳｷ 男性 14 福岡県 VC福岡ユース

38 高校生以下 田村 響 ﾀﾑﾗ ﾋﾋﾞｷ 男性 12 山口県 -

39 高校生以下 南部 心 ﾅﾝﾌﾞ ｺｺﾛ 男性 13 山口県 -

40 高校生以下 坂本 一冴 ｻｶﾓﾄ ｲｯｻ 男性 14 山口県 山口県ジュニアサイクルスポーツクラブ

41 一般（女子） 中里 友香 ﾅｶｻﾞﾄ ﾕｶ 女性 42 広島県 Z-1 MEDALIST RC

42 チーム 大谷 正樹 ｵｵﾀﾆ ﾏｻｷ 男性 42 山口県 Team Ma Cherie

43 チーム 咲花　美由希 ｻｯｶ ﾐﾕｷ 女性 40 山口県 Team Ma Cherie

44 チーム 大木　蛍 ｵｵｷﾞ ﾎﾀﾙ 22 山口県 Team Ma Cherie


