
】 3.2 km

Num. 出走時間 選手名/センシュメイ Pref. TeamName
201 8:00 中村 和広 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞﾋﾛ 山口県 温泉同好会
202 8:04 秀島 健太 ﾋﾃﾞｼﾏ ｹﾝﾀ 広島県
203 8:08 佐藤 哲朗 ｻﾄｳ ﾃﾂﾛｳ 広島県 RTヒルクライム 本郷AC
204 8:12 勝冶 光生 ｶﾂﾔ ﾐﾂｷ 広島県 広島Panthaka
205 8:16 白井 隆之 ｼﾗｲ ﾀｶﾕｷ 福岡県 CCPP
206 8:20 秋嶋 優佑 ｱｷｼﾏ ﾕｳｽｹ 広島県 voyAge cycling team
207 8:24 木原 与志寛 ｷﾊﾗ ﾖｼﾋﾛ 広島県 広島市立広島工業高校
208 8:28 野村 和弘 ﾉﾑﾗ ｶｽﾞﾋﾛ 広島県 備北

】 3.2 km

Num. 選手名/センシュメイ Pref. TeamName
211 藤尾 雅樹 ﾌｼﾞｵ ﾏｻｷ 広島県
212 藤田 浩 ﾌｼﾞﾀ ﾋﾛｼ 愛媛県 TEAM LUPPI
213 中島 研治 ﾅｶｼﾏ ｹﾝｼﾞ 大阪府
214 大塚 和弘 ｵｵﾂｶ ｶｽﾞﾋﾛ 広島県 肉球cycle
215 中村 和広 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞﾋﾛ 山口県 温泉同好会
216 丸茂 裕和 ﾏﾙﾓ ﾋﾛｶｽﾞ 広島県 Aki Rising Bicycle team
217 神垣 雅俊 ｶﾐｶﾞｷ ﾏｻﾄｼ 広島県 Aki Rising Bicycle team

】 19.2 km

Num. 選手名/センシュメイ Pref. TeamName
221 上川 孝 ｶﾐｶﾜ ﾀｶｼ 広島県 Nクラブ
222 佐藤 哲朗 ｻﾄｳ ﾃﾂﾛｳ 広島県 RTヒルクライム 本郷AC
223 浅野 純 ｱｻﾉ ｼﾞｭﾝ 広島県
224 川井 翔吾 ｶﾜｲ ｼｮｳｺﾞ 愛媛県 漆黒の四国
225 松原 泰斗 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾀｲﾄ 愛媛県 ECW ＆ 漆黒の四国
226 渡邊 祐輔 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｽｹ 愛媛県 カメさんおなき
227 石原 康司 ｲｼﾊﾗ ｺｳｼﾞ 愛媛県 漆黒の四国
228 須藤 祥太 ｽﾄﾞｳ ｼｮｳﾀ 香川県 香川大学クロワジエール
229 奥村 祐希 ｵｸﾑﾗ ﾕｳｷ 岡山県 サイファアスリートクラブ
230 野村 和弘 ﾉﾑﾗ ｶｽﾞﾋﾛ 広島県 備北
231 伊藤 涼介 ｲﾄｳ ﾘｮｳｽｹ 広島県 広島工業大学高等学校
232 福家 拓 ﾌｹ ﾋﾗｸ 香川県 Bonne Chance

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： （一財）中央森林公園協会

StartTime: 8:40

Distance: StartTime: 9:50

【StartList/ 一時間サイクルマラソン

【StartList/ クリテリウム

Distance:

Distance:
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【StartList/ 個人タイムトライアル StartTime: 8:00



】 4.5 km

Num. 選手名/センシュメイ Pref. TeamName
171 吉崎 雄大 ﾖｼｻﾞｷ ﾕｳﾀﾞｲ 広島県 trismile
172 松坂 響 ﾏﾂｻｶ ﾋﾋﾞｷ 広島県
173 阿部 倭 ｱﾍﾞ ﾔﾏﾄ 愛媛県 チームしまなみ
174 横藤田 蒼 ﾖｺﾌｼﾞﾀ ｱｵｲ 広島県
175 福家 亮 ﾌｹ ﾀｽｸ 香川県 高松ｻｲｸﾙｽﾎﾟｰﾂ少年団
176 ホリデイ 瑠奈 ﾎﾘﾃﾞｲ ﾙﾅ 山口県 Team NG
177 中平 泰棋 ﾅｶﾀﾞｲﾗ ﾀｲｷ 広島県
178 吉崎 帆南 ﾖｼｻﾞｷ ﾊﾝﾅ 広島県
179 浅田 結菜 ｱｻﾀﾞ ﾕｲﾅ 愛媛県
180 桑原 悠 ｸﾜﾊﾞﾗ ﾊﾙｶ 広島県

】 3 km

Num. 選手名/センシュメイ Pref. TeamName
191 長谷川 侑希 ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｳｷ 鳥取県 米子市立福生東小学校
192 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
193 ホリデイ 瀬奈 ﾎﾘﾃﾞｲ ｾﾅ 山口県 Team NG
194 葉色 慧飛 ﾊｲﾛ ｹｲﾄ 広島県 TEAM グランディス
195 福永 空 ﾌｸﾅｶﾞ ｿﾗ 広島県 TEAM-A
196 浅野 愛 ｱｻﾉ ﾏﾅ 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： （一財）中央森林公園協会
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【StartList/ キッズ Distance: StartTime: 10:40

【StartList/ チャイルド Distance: StartTime: 11:00



12.3 km

】

Num. 選手名/センシュメイ Pref. TeamName
141 鈴木 辰朗 ｽｽﾞｷ ﾀﾂﾛｳ 広島県
142 小川 満 ｵｶﾞﾜ ﾐﾂﾙ 広島県 LOD
143 福家 築 ﾌｹ ｷｽﾞｸ 香川県 NOI:Z Racing Team
144 松原 一雄 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｶｽﾞｵ 広島県 安芸ライジングバイシクルチーム
145 銭谷 圭 ｾﾞﾆﾀﾆ ｹｲ 広島県 SBM
146 田中 尚之 ﾀﾅｶ ﾀｶﾕｷ 広島県 安芸ライジングバイシクルチーム
147 山下 克利 ﾔﾏｼﾀ ｶﾂﾄｼ 広島県 YCSC
148 佐藤 誠司 ｻﾄｳ ｾｲｼﾞ 広島県 1MSS NAT RACING
149 早田 俊之 ﾜｻﾀﾞ ﾄｼﾕｷ 広島県
150 松森 晃 ﾏﾂﾓﾘ ｱｷﾗ 広島県
151 中村 和広 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞﾋﾛ 山口県 温泉同好会
152 宇田 浩 ｳﾀﾞ ﾋﾛｼ 広島県 ちゅう吉
153 水脇 剛司 ﾐｽﾞﾜｷ ﾀｹｼ 広島県 安芸ライジングバイシクルチーム
154 藤田 良次 ﾌｼﾞﾀ ﾘｮｳｼﾞ 山口県 アレーネ・ソレーネ
155 中村 隼人 ﾅｶﾑﾗ ﾊﾔﾄ 広島県 Aki Rising Bicycle team
156 藤本 健二 ﾌｼﾞﾓﾄ ｹﾝｼﾞ 広島県 K&K snowboard project
157 竹村 伸宏 ﾀｹﾑﾗ ﾉﾌﾞﾋﾛ 奈良県 EURO-WORKS RACING
158 浅野 純 ｱｻﾉ ｼﾞｭﾝ 広島県
159 新開 康弘 ｼﾝｶﾞｲ ﾔｽﾋﾛ 広島県 安芸津相撲スポーツ少年団
160 ホリデイ チャド ﾎﾘﾃﾞｲ ﾁｬﾄﾞ 山口県 Team NG
161 渡辺 優一 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｲﾁ 広島県
162 山田 哲也 ﾔﾏﾀﾞ ﾃﾂﾔ 広島県 Aki Rising Bicycle  team
163 戸田 克巳 ﾄﾀﾞ ｶﾂﾐ 広島県
164 堂願 恭平 ﾄﾞｳｶﾞﾝ ｷｮｳﾍｲ 広島県 K&K snowboard project
165 石原 康司 ｲｼﾊﾗ ｺｳｼﾞ 愛媛県 漆黒の四国
166 高杉 知希 ﾀｶｽｷﾞ ﾄﾓｷ 広島県 スワスティカー
167 伊藤 涼介 ｲﾄｳ ﾘｮｳｽｹ 広島県 広島工業大学高等学校

※スポーツのスタートはジュニア、レディースクラスと同時刻とします。
スタート位置へはスポーツ→ジュニア→レディースの順で並びます。

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： （一財）中央森林公園協会

Distance:
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StartTime: 11:25

【StartList/ スポーツ



】 12.3 km

Num. 選手名/センシュメイ Pref. TeamName
111 岡 宰功 ｵｶ ｻｲｾ 愛媛県 リンク
112 藤森 康太 ﾌｼﾞﾓﾘ ｺｳﾀ 岡山県 カヤマレーシング
113 冨永 瑞貴 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾐｽﾞｷ 山口県
114 増田 伊吹 ﾏｽﾀﾞ ｲﾌﾞｷ 愛媛県 愛媛県JC
115 北野 夏樹 ｷﾀﾉ ﾅﾂｷ 広島県
116 山下 耕平 ﾔﾏｼﾀ ｺｳﾍｲ 広島県
117 西村 健太郎 ﾆｼﾑﾗ ｹﾝﾀﾛｳ 島根県
118 福家 拓 ﾌｹ ﾋﾗｸ 香川県 Bonne Chance
119 生田 楓唯 ｲｸﾀ ﾌｳｲ 広島県 Kermis cross
120 福永 和人 ﾌｸﾅｶﾞ ｶｽﾞﾄ 広島県 TEAM-A
121 三浦 大知 ﾐｳﾗ ﾀﾞｲﾁ 岡山県 西大寺中学校
122 宮野 萌美路 ﾐﾔﾉ ﾓﾐｼﾞ 広島県
123 松原 凪飛 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾅｷﾞﾄ 広島県 チームMRF
124 辻本 倫太郎 ﾂｼﾞﾓﾄ ﾘﾝﾀﾛｳ 広島県
125 渡邊 一路 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｲﾁﾛ 広島県

※ジュニアのスタートはスポーツ、レディースクラスと同時刻とします。
スタート位置へはスポーツ→ジュニア→レディースの順で並びます。

】 12.3 km

Num. 選手名/センシュメイ Pref. TeamName
131 小林 綾子 ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾔｺ 広島県
132 早瀬 恵子 ﾊﾔｾ ｹｲｺ 広島県
133 酒居 望 ｻｶｲ ﾉｿﾞﾐ 広島県
134 平林 つかさ ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾂｶｻ 愛媛県 伊予市立港南中学校

※レディースのスタートはスポーツ、ジュニアクラスと同時刻とします。
スタート位置へはスポーツ→ジュニア→レディースの順で並びます。

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： （一財）中央森林公園協会

【StartList/ レディース Distance: StartTime: 11:25

Distance:
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StartTime: 11:25【StartList/ ジュニア



36.9 km

】

Num. 選手名/センシュメイ Pref. TeamName
41 三上 強 ﾐｶﾐ ﾂﾖｼ 広島県 イナーメ信濃山形
42 濱田 浩三 ﾊﾏﾀﾞ ｺｳｿﾞｳ 広島県
43 三股 弘明 ﾐﾏﾀ ﾋﾛｱｷ 京都府
44 小林 達也 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾂﾔ 広島県
45 上田 芳也 ｳｴﾀ ﾖｼﾔ 高知県 高知ＣＴＣ
46 新居 志信 ﾆｲ ﾕｷﾉﾌﾞ 岡山県 チームWave
47 三股 正彦 ﾐﾏﾀ ﾏｻﾋｺ 京都府
48 中上 一幸 ﾅｶｳｴ ｶｽﾞﾕｷ 岡山県 team WiLLs
49 川田 宏行 ｶﾜﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 香川県 エフテック
50 村川 高潔 ﾑﾗｶﾜ ﾀｶﾕｷ 香川県 チーム シナノ
51 頼政 弥弘 ﾖﾘﾏｻ ﾐﾂﾋﾛ 広島県 eNShare
52 林 慎二 ﾊﾔｼ ｼﾝｼﾞ 香川県
53 山本 敏幸 ﾔﾏﾓﾄ ﾄｼﾕｷ 広島県
54 高野 裕樹 ﾀｶﾉ ﾕｳｷ 広島県 エキップティラン
55 菅村 篤 ｽｶﾞﾑﾗ ｱﾂｼ 広島県 Aki Rising Bicycle team
56 谷本 康仁 ﾀﾆﾓﾄ ﾔｽﾋﾄ 山口県 HRT
57 笹原 純平 ｻｻﾊﾗ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 広島県 Team Kermis Cross
58 白井 隆之 ｼﾗｲ ﾀｶﾕｷ 福岡県 CCPP
59 平出 尚義 ﾋﾗﾃﾞ ﾅｵﾖｼ 広島県 広島大学RADER
60 湯口 直弥 ﾕｸﾞﾁ ﾅｵﾔ 広島県 Team Kermis Cross
61 陸橋 宏政 ﾘｸﾊｼ ﾋﾛﾏｻ 山口県
62 細川 貴弘 ﾎｿｶﾜ ﾀｶﾋﾛ 岡山県 voyAge cycling team
63 大岡 佑誠 ｵｵｵｶ ﾕｳｾｲ 愛媛県 漆黒の四国
64 青木 健志 ｱｵｷ ｹﾝｼﾞ 愛媛県 漆黒の四国
65 片山 拓実 ｶﾀﾔﾏ ﾀｸﾐ 広島県 広島大学RADER
66 斎藤 僚介 ｻｲﾄｳ ﾘｮｳｽｹ 広島県
67 早苗 拓海 ｻﾅｴ ﾀｸﾐ 広島県 エキップ ティラン
68 吉岡 雄也 ﾖｼｵｶ ﾕｳﾔ 京都府 京都大学
69 奥村 祐希 ｵｸﾑﾗ ﾕｳｷ 岡山県 サイファアスリートクラブ
70 岩見 悠磨 ｲﾜﾐ ﾕｳﾏ 京都府 京都大学
71 高橋 慧 ﾀｶﾊｼ ｻﾄﾙ 京都府 京都大学
72 野本 周平 ﾉﾓﾄ ｼｭｳﾍｲ 兵庫県 神戸大学自転車競技サークル
73 上野 瑞貴 ｳｴﾉ ﾐｽﾞｷ 広島県 TBC
74 辰巳 寛明 ﾀﾂﾐ ﾋﾛｱｷ 京都府 京都大学
75 松山 凉 ﾏﾂﾔﾏ ﾘｮｳ 京都府 京都大学
76 岩本 直也 ｲﾜﾓﾄ ﾅｵﾔ 広島県 IMMORTAL SPRIT
77 増田 伊吹 ﾏｽﾀﾞ ｲﾌﾞｷ 愛媛県 愛媛県jc
78 梅澤 幹太 ｳﾒｻﾞﾜ ｶﾝﾀ 愛媛県 エキップユーレーシング
79 阿部 源 ｱﾍﾞ ｹﾞﾝ 愛媛県 チームしまなみ

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： （一財）中央森林公園協会

Distance:
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StartTime: 12:10

【StartList/ エキスパート



73.8 km

】

Num. 選手名/センシュメイ Pref. TeamName
1 大町 健斗 ｵｵﾏﾁ ｹﾝﾄ 広島県 Team Eurasia-IRC Tire
2 白石 真悟 ｼﾗｲｼ ｼﾝｺﾞ 山口県 シマノドリンキング
3 齋藤 俊輔 ｻｲﾄｳ ｼｭﾝｽｹ 広島県
4 酒居 良和 ｻｶｲ ﾖｼｶｽﾞ 広島県 エキップ ティラン
5 岩本 真樹 ｲﾜﾓﾄ ﾏｻｷ 島根県 eNShare CyclingTeam
6 安福 孝幸 ｱﾝﾌﾟｸ ﾀｶﾕｷ 広島県 eNShare CyclingTeam
7 藤川 淳 ﾌｼﾞｶﾜ ｼﾞｭﾝ 広島県 VICTOIRE広島
8 森井 浩明 ﾓﾘｲ ﾋﾛｱｷ 岡山県 TEAM DACHS-HUND
9 重本 明彦 ｼｹﾞﾓﾄ ｱｷﾋｺ 山口県 Team Kermis Cross

10 富永 将宇 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾏｻﾀｶ 広島県 Team Kermis Cross
11 藤岡 泰之 ﾌｼﾞｵｶ ﾔｽﾕｷ 広島県 TNGレーシング広島
12 渡部 譲二 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｮｳｼﾞ 広島県 voyAge cycling team
13 西川 昌宏 ﾆｼｶﾜ ﾏｻﾋﾛ 山口県 VICTOIRE広島
14 井上 亮 ｲﾉｳｴ ﾘｮｳ 大阪府 Magellan Systems Japan
15 鈴木 龍之介 ｽｽﾞｷ ﾘｭｳﾉｽｹ 愛媛県 モンタ 
16 佐伯 知明 ｻｴｷ ﾁｱｷ 広島県 ちゅう吉
17 清水 一弘 ｼﾐｽﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 広島県 日本写真判定㈱
18 田内 康裕 ﾀｳﾁ ﾔｽﾋﾛ 愛媛県
19 糸川 典往 ｲﾄｶﾞﾜ ﾉﾘﾕｷ 兵庫県 soleil  de l'est
20 小西 優大 ｺﾆｼ ﾕｳﾀﾞｲ 兵庫県 シエルヴォ奈良MIYATA-MERIDAレーシングチーム
21 増田 遼馬 ﾏｽﾀﾞ ﾘｮｳﾏ 長野県 信州大学
22 長谷川 彰浩 ﾊｾｶﾞﾜ ｱｷﾋﾛ 広島県 Team UKYO Reve
23 岡本 裕太郎 ｵｶﾓﾄ ﾕｳﾀﾛｳ 京都府 京都大学
24 牧 直利 ﾏｷ ﾅｵﾄ 京都府 京都大学
25 松原 陸 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾘｸ 広島県 voyagecyclingteam
26 福原 周治 ﾌｸﾊﾗ ｼｭｳｼﾞ 京都府 京都大学
27 山口 真広 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｻﾋﾛ 京都府 京都大学
28 下島 海人 ｼﾓｼﾞﾏ ｶｲﾄ 広島県 VICTOIRE 広島
29 向井田 直 ﾑｶｲﾀﾞ ﾅｵｷ 京都府 京都大学
30 北尾 海斗 ｷﾀｵ ｶｲﾄ 広島県 Team kermis Cross
31 早稲田 亮太 ﾜｾﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 広島県 Team UKYO Reve 
32 中川 泰我 ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｲｶﾞ 愛媛県 松山聖陵高校
33 平林 飛都 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾀｶﾄ 愛媛県 松山聖陵高校
34 廣本 凌也 ﾋﾛﾓﾄ ﾘｮｳﾔ 愛媛県 松山聖陵高等学校
35 木原 与志寛 ｷﾊﾗ ﾖｼﾋﾛ 広島県 広島市立広島工業高校
36 青山 奨悟 ｱｵﾔﾏ ｼｮｳｺﾞ 広島県 宮島工業高校自転車競技部
37 葉色 雄大 ﾊｲﾛ ﾕｳﾀﾞｲ 広島県 宮島工業高校

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： （一財）中央森林公園協会

Distance:

中国サイクルグランプリ２０１7

2017年10月8日
広島県中央森林公園ｻｲｸﾘﾝｸﾞｺｰｽ

StartTime: 13:30

【StartList/ エリート



24.6 km

】

Num. 選手名/センシュメイ Pref. TeamName
81 渡部 祐士 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｼﾞ 愛媛県
82 木原 正好 ｷﾊﾗ ﾏｻﾖｼ 広島県 DOLUCKS
83 正野 繁生 ｼｮｳﾉ ｼｹﾞｵ 広島県
84 西嶋 孝典 ﾆｼｼﾞﾏ ﾀｶﾉﾘ 広島県 チーム・ケンズ
85 宇田 浩 ｳﾀﾞ ﾋﾛｼ 広島県 ちゅう吉
86 間所 洋 ﾏﾄﾞｺﾛ ﾋﾛｼ 広島県 Aki Rising Bicycle team
87 鈴木 修平 ｽｽﾞｷ ｼｭｳﾍｲ 愛媛県
88 楠岡 隆史 ｸｽｵｶ ﾀｶｼ 愛媛県 エキップU
89 山中 知義 ﾔﾏﾅｶ ﾄﾓﾖｼ 広島県 Bicicletta-MANI
90 渡邊 裕太 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾀ 山口県 A'le:ne So'le:ne
91 亀谷 宏海 ｶﾒﾀﾆ ﾋﾛﾐ 香川県 Team Re:Cycle
92 伊丹 海 ｲﾀﾐ ｶｲ 広島県 広島大学RADER
93 川井 翔吾 ｶﾜｲ ｼｮｳｺﾞ 愛媛県 漆黒の四国
94 松原 泰斗 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾀｲﾄ 愛媛県 ECW ＆ 漆黒の四国
95 佐々木 護 ｻｻｷ ﾏﾓﾙ 広島県
96 皆木 寛司 ﾐﾅｷﾞ ｶﾝｼﾞ 広島県 広島大学 RADER
97 西尾 圭市 ﾆｼｵ ｹｲｲﾁ 広島県 武田山Racing
98 須藤 祥太 ｽﾄﾞｳ ｼｮｳﾀ 香川県 香川大学クロワジエール
99 安慶名 泰 ｱｹﾞﾅ ﾀｲ 広島県 広島大学RADER

100 林 昂佑 ﾊﾔｼ ｺｳｽｹ 広島県 広島大学RADER
101 中西 陸 ﾅｶﾆｼ ﾘｸ 広島県
102 塩川 晃次 ｼｵｶﾜ ｺｳｼﾞ 愛媛県 漆黒の四国
103 勝冶 光生 ｶﾂﾔ ﾐﾂｷ 広島県 スペシャルオリンピックス日本・広島Panthaka

104 吉木 匠 ﾖｼｷ ﾀｸﾐ 広島県
105 呂 載丞 ﾘｮ ｼﾞｪｽﾝ 広島県 Cinque Cento 

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： （一財）中央森林公園協会

Distance:

中国サイクルグランプリ２０１7

2017年10月8日
広島県中央森林公園ｻｲｸﾘﾝｸﾞｺｰｽ

StartTime: 15:30

【StartList/ノービス


