
】 86.1 km

Num. 選手名/センシュメイ Pref. TeamName
1 海老本　拓也 ｴﾋﾞﾓﾄ ﾀｸﾔ 広島県 TEAM KELMES

2 菅村　篤 ｽｶﾞﾑﾗ ｱﾂｼ 広島県 Aki Rising Bicycle team

3 齋藤　俊輔 ｻｲﾄｳ ｼｭﾝｽｹ 広島県 VC Fukuoka

4 藤尾　雅樹 ﾌｼﾞｵ ﾏｻｷ 広島県

5 酒居　良和 ｻｶｲ ﾖｼｶｽﾞ 広島県 エキップティラン

6 皿谷　宏人 ｻﾗｶﾞｲ ﾋﾛﾄ 広島県 エキップティラン

7 伊藤　翔吾 ｲﾄｳ ｼｮｳｺﾞ 広島県 eNShare Cycling Team

8 三次　匠 ﾐﾖｼ ﾀｸﾐ 広島県 eNShare cycling team

9 若林　孝紀 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾀｶﾉﾘ 広島県 備北

10 松浦　正己 ﾏﾂｳﾗ ﾏｻｷ 広島県 エキップティラン

11 城本　成司 ｼﾛﾓﾄ ｾｲｼﾞ 広島県 エキップティラン

12 山根　真吾 ﾔﾏﾈ ｼﾝｺﾞ 広島県 eNShare

13 富永　将宇 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾏｻﾀｶ 広島県 Team Kermis Cross

14 藤川　淳 ﾌｼﾞｶﾜ ｼﾞｭﾝ 広島県 VICTOIRE広島

15 岩田　宗也 ｲﾜﾀ ｿｳﾔ 広島県 早稲田大学

16 北尾　海斗 ｷﾀｵ ｶｲﾄ 広島県 Team Kermis Cross

17 柳楽　諭 ﾅｷﾞﾗ ｻﾄｼ 広島県 Team Kermis Cross

18 曹　栩銘 ｿｳ ｸﾒｲ 広島県 エキップティラン

19 長谷川　彰浩 ﾊｾｶﾞﾜ ｱｷﾋﾛ 広島県 Team UKYO Reve

20 丸茂　裕和 ﾏﾙﾓ ﾋﾛｶｽﾞ 広島県 Aki Rising Bicycle Team

21 上手　勇輝 ｶﾐﾃ ﾕｳｷ 広島県 Team Kermis Cross

22 新屋　裕之 ｼﾝﾔ ﾋﾛﾕｷ 広島県 ZERO

23 岡部　祐太 ｵｶﾍﾞ ﾕｳﾀ 広島県 日本体育大学

24 松原　陸 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾘｸ 広島県 voyagecyclingteam

25 河内　一晟 ｺｳﾁ ｲｯｾｲ 広島県 eNshare cycling team

26 河賀　雄大 ｶﾞｶﾞ ﾕｳﾀﾞｲ 広島県 Team UKYO reve

27 藤井　翼 ﾌｼﾞｲ ﾂﾊﾞｻ 広島県 voyAge cycling team

28 真嶋　伸一郎 ﾏｼﾞﾏ ｼﾝｲﾁﾛｳ 広島県 チーム　ケンズ

29 渡部　譲二 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｮｳｼﾞ 広島県 voyagecyclingteam

30 藤岡　泰之 ﾌｼﾞｵｶ ﾔｽﾕｷ 広島県 TNGレーシング広島

31 佐伯　知明 ｻｴｷ ﾁｱｷ 広島県 ちゅう吉

32 齋藤　翼 ｻｲﾄｳ ﾂﾊﾞｻ 宮城県 VICTOIRE広島

33 谷　順成 ﾀﾆ ｼﾞｭﾝｾｲ 岐阜県 VICTOIRE広島

34 大塚　航 ｵｵﾂｶ ﾜﾀﾙ 京都府 VICTOIRE広島

35 下島　海人 ｼﾓｼﾞﾏ ｶｲﾄ 兵庫県 VICTOIRE広島

36 杭田　翔太 ｸｴﾀﾞ ｼｮｳﾀ 岡山県 SAUCE DEVELOPMENT

37 福留　康介 ﾌｸﾄﾞﾒ ｺｳｽｹ 岡山県 イナーメ信濃山形

38 松岡　陽平 ﾏﾂｵｶ ﾖｳﾍｲ 岡山県 チームケンズ

39 森本　玄達 ﾓﾘﾓﾄ ﾋﾛﾐﾁ 岡山県 SAUCE DEVELOPMENT

40 細川　貴弘 ﾎｿｶﾜ ﾀｶﾋﾛ 岡山県 voyAge cycling team

主催： 広島県自転車競技連盟 主管： 広島県自転車競技連盟

後援： (公財）JKA (一財）中央森林公園 (公財）広島県体育協会 広島県高等学校体育連盟自転車専門部

2017年広島県サイクルロードレース
広島県高校総体自転車競技サイクルロードレース

2017年5月28日

広島県中央森林公園ｻｲｸﾘﾝｸﾞｺｰｽ

StartTime: 8:00【StartList/ カテゴリーA Distance:



】 86.1 km

Num. 選手名/センシュメイ Pref. TeamName
41 森井　浩明 ﾓﾘｲ ﾋﾛｱｷ TEAM DACHS-HUND 岡山県

42 杉山　文崇 ｽｷﾞﾔﾏ ﾌﾐﾀｶ VICTOIRE広島 山口県

43 西川　昌宏 ﾆｼｶﾜ ﾏｻﾋﾛ 山口県

44 小関　寛 ｺｾｷ ﾋﾛｼ 徳島県

45 梅澤　幹太 ｳﾒｻﾞﾜ ｶﾝﾀ エキップユーレーシング 愛媛県

46 中川　泰我 ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｲｶﾞ 松山聖陵高校 愛媛県

47 平林　飛都 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾀｶﾄ 松山聖陵高校 愛媛県

48 廣本　凌也 ﾋﾛﾓﾄ ﾘｮｳﾔ 松山聖陵高校 愛媛県

49 藤野　竜弥 ﾌｼﾞﾉ ﾀﾂﾔ 松山聖陵高校 愛媛県

50 大平　竜太郎 ｵｵﾋﾗ ﾘｭｳﾀﾛｳ 松山聖陵高校 愛媛県

51 祖母井　佑樹 ｳﾊﾞｶﾞｲ ﾕｳｷ 松山聖陵高校 愛媛県

主催： 広島県自転車競技連盟 主管： 広島県自転車競技連盟

後援： (公財）JKA (一財）中央森林公園 (公財）広島県体育協会 広島県高等学校体育連盟自転車専門部

2017年広島県サイクルロードレース
広島県高校総体自転車競技サイクルロードレース

2017年5月28日

広島県中央森林公園ｻｲｸﾘﾝｸﾞｺｰｽ

【StartList/ カテゴリーA Distance: StartTime: 8:00



】 3 km

Num. 選手名/センシュメイ Pref. TeamName
61 武西　憲進 ﾀｹﾆｼ ｹﾝｼﾝ 愛媛県 愛媛県自転車競技連盟ジュニアクラブ

62 武西　知菜月 ﾀｹﾆｼ ﾁﾅﾂ 愛媛県 愛媛県自転車競技連盟ジュニアクラブ

63 山田　朔士 ﾔﾏﾀﾞ ｻｸｼ 広島県 saku8

64 ｻﾗﾓﾉﾌｽｷ ﾓﾆｶ ｻﾗﾓﾉﾌｽｷ ﾓﾆｶ 愛媛県 RIDE ON

65 福永　空 ﾌｸﾅｶﾞ ｿﾗ 広島県 TEAM-A

66 槇永　琳友 ﾏｷﾅｶﾞ ﾘﾝﾄ 広島県

67 山根　志源 ﾔﾏﾈ ｼｹﾞﾝ 広島県 魁oneoff
68 村瀬　琶音 ﾑﾗｾ ﾊｵﾄ 岡山県
69 吉本　俊平 ﾖｼﾓﾄ ｼｭﾝﾍﾟｲ 岡山県

】 3 km

Num. 選手名/センシュメイ Pref. TeamName
71 豊嶋　柊陽 ﾄﾖｼﾏ ｼｭｳﾖｳ 広島県

72 阿部　倭 ｱﾍﾞ ﾔﾏﾄ 愛媛県 チームしまなみ

73 横藤田　蒼 ﾖｺﾌｼﾞﾀ ｱｵｲ 広島県

】 12.3 km

Num. 選手名/センシュメイ Pref. TeamName
81 中村　和広 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞﾋﾛ 山口県 温泉同好会
82 川井　翔吾 ｶﾜｲ ｼｮｳｺﾞ 愛媛県 eucc
83 石原　滉二郎 ｲｼﾊﾗ ｺｳｼﾞﾛ 広島県
84 福永　和人 ﾌｸﾅｶﾞ ｶｽﾞﾄ 広島県 TEAM-A
85 吉木　匠 ﾖｼｷ ﾀｸﾐ 広島県
86 藤本　健二 ﾌｼﾞﾓﾄ ｹﾝｼﾞ 広島県 K&K snowboard project
87 新本　純也 ｼﾝﾓﾄ ﾄｼﾔ 広島県 K&K snowboard project
88 堂願　恭平 ﾄﾞｳｶﾞﾝ ｷｮｳﾍｲ 広島県 K&K snow board project

89 笹原　純平 ｻｻﾊﾗ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 広島県

90 生田　楓唯 ｲｸﾀ ﾌｳｲ 広島県 kermiscross

91 松浦　隼人 ﾏﾂｳﾗ ﾊﾔﾄ 広島県 Team Romps

92 小林　綾子 ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾔｺ 広島県

主催： 広島県自転車競技連盟 主管： 広島県自転車競技連盟

後援： (公財）JKA (一財）中央森林公園 (公財）広島県体育協会 広島県高等学校体育連盟自転車専門部

【StartList/ キッズB Distance: StartTime: 13:30

【StartList/ ビギナー Distance: StartTime: 12:00

【StartList/ キッズA Distance: StartTime: 13:00

2017年広島県サイクルロードレース
広島県高校総体自転車競技サイクルロードレース

2017年5月28日

広島県中央森林公園ｻｲｸﾘﾝｸﾞｺｰｽ



】 24.6 km

Num. 選手名/センシュメイ Pref. TeamName
101 正野　繁生 ｼｮｳﾉ ｼｹﾞｵ 広島県

102 橋本　健太 ﾊｼﾓﾄ ｹﾝﾀ 広島県 ripple cycling team

103 阿部　源 ｱﾍﾞ ｹﾞﾝ 愛媛県 チームしまなみ

104 山﨑　勝彦 ﾔﾏｻｷ ｶﾂﾋｺ 広島県 ripple

105 槇永　誠 ﾏｷﾅｶﾞ ﾏｺﾄ 広島県 ripple cycling team

106 山中　知義 ﾔﾏﾅｶ ﾄﾓﾖｼ 広島県 Bicicletta-MANI

107 村上　智昭 ﾑﾗｶﾐ ﾄﾓｱｷ 広島県 Team Kermis Cross

108 松浦　広明 ﾏﾂｳﾗ ﾋﾛｱｷ 広島県 エキップティラン

109 湯口　直弥 ﾕｸﾞﾁ ﾅｵﾔ 広島県

110 安福　孝幸 ｱﾝﾌﾟｸ ﾀｶﾕｷ 広島県 eNShare Cycling Team

111 松井　美典 ﾏﾂｲ ﾖｼﾉﾘ 広島県

112 岩崎　啓太 ｲﾜｻｷ ｹｲﾀ 広島県

113 坂井　夏輝 ｻｶｲ ﾅﾂｷ 山口県

114 平井　宏季 ﾋﾗｲ ｺｳｷ 熊本県

115 荒目　一輝 ｱﾗﾒ ｶｽﾞｷ 広島県 SJS

116 吉岡　潤 ﾖｼｵｶ ｼﾞｭﾝ 千葉県 Cycleborg@TAG

117 奥村　祐希 ｵｸﾑﾗ ﾕｳｷ 岡山県

118 波片　鉄平 ﾊｶﾞﾀ ﾃｯﾍﾟｲ 愛媛県 MOKKU

119 山口　崚介 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳｽｹ 広島県 広島大学RADER

120 縄手　裕文 ﾅﾜﾃ ﾋﾛﾌﾐ 広島県

121 木原　正好 ｷﾊﾗ ﾏｻﾖｼ 広島県 DOLUCKS

122 西嶋　孝典 ﾆｼｼﾞﾏ ﾀｶﾉﾘ 広島県 チーム・ケンズ

123 平野　広太 ﾋﾗﾉ ｺｳﾀ 広島県

124 小林　達也 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾂﾔ 広島県

主催： 広島県自転車競技連盟 主管： 広島県自転車競技連盟

後援： (公財）JKA (一財）中央森林公園 (公財）広島県体育協会 広島県高等学校体育連盟自転車専門部

【StartList/ スポーツ Distance: StartTime: 11:00

2017年広島県サイクルロードレース
広島県高校総体自転車競技サイクルロードレース

2017年5月28日

広島県中央森林公園ｻｲｸﾘﾝｸﾞｺｰｽ


