
】 1km（特別コース3周回） 12名

Num. 選手名 センシュメイ Pref. TeamName
1 土居　時芽 ﾄﾞｲ ｿｳｼ 大阪府 Coraggio Kawanishi Cycling Team Kids

2 田中　遼介 ﾀﾅｶ ﾘｮｳｽｹ 岡山県 チームダックスフンド

3 渡瀬　遥斗 ﾜﾀｾ ﾊﾙﾄ 岡山県 チーム遥斗

4 三宅　真央 ﾐﾔｹ ﾏｵ 岡山県

5 吉本　俊平 ﾖｼﾓﾄ ｼｭﾝﾍﾟｲ 岡山県

6 高橋　歩夢 ﾀｶﾊｼ ｱﾕﾑ 広島県 TNGレーシング広島

7 浅野　愛 ｱｻﾉ ﾏﾅ 広島県

8 蔵田　瑶 ｸﾗﾀ ﾖｳ 広島県

9 葉色　慧飛 ﾊｲﾛ ｹｲﾄ 広島県

10 ホリデイ　瀬奈 ﾎﾘﾃﾞｲ ｾﾅ 山口県

11 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

12 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

】 12.3km（1周回） 23名

Num. 選手名 センシュメイ Pref. TeamName
1 内田　樂 ｳﾁﾀﾞ ｶﾞｸ 愛知県 美山サイクリングクラブ

2 橋本　のこ ﾊｼﾓﾄ ﾉｺ 愛知県

3 奥田　東航 ｵｸﾀﾞ ﾄﾜ 三重県

4 宮本　結太 ﾐﾔﾓﾄ ﾕｲﾀ 兵庫県 Coraggio Kawanishi Cycling Team Kids

5 児玉　誠虎 ｺﾀﾞﾏ ﾏｻﾄﾗ 兵庫県 Lumiere KOBE

6 大谷　白琥 ｵｵﾀﾆ ﾊｸ 奈良県

7 太田　煌星 ｵｵﾀ ｺｳｾｲ 鳥取県

8 築山　颯汰 ﾂｷﾔﾏ ﾊﾔﾀ 岡山県 FREESPEED

9 田中　楓月 ﾀﾅｶ ｶﾂﾞｷ 岡山県 チームダックスフンド

10 中平　泰棋 ﾅｶﾀﾞｲﾗ ﾀｲｷ 広島県 小谷小学校

11 桑原　悠 ｸﾜﾊﾞﾗ ﾊﾙｶ 広島県

12 横藤田　蒼 ﾖｺﾌｼﾞﾀ ｱｵｲ 広島県

13 宮本　翼輝 ﾐﾔﾓﾄ ﾂﾊﾞｷ 山口県 Coraggio Kawanishi Cycling Team Kids 

14 村岡　こころ ﾑﾗｵｶ ｺｺﾛ 山口県 福川小学校

15 ホリデイ　瑠奈 ﾎﾘﾃﾞｲ ﾙﾅ 山口県

16 香川　諒輔 ｶｶﾞﾜ ﾘｮｳｽｹ 香川県 高松市サイクルスポーツ少年団

17 川元　大輝 ｶﾜﾓﾄ ﾀﾞｲｷ 香川県 高松市サイクルスポーツ少年団

18 熊田　拓登 ｸﾏﾀﾞ ﾀｸﾄ 香川県 高松市サイクルスポーツ少年団

19 阿部　倭 ｱﾍﾞ ﾔﾏﾄ 愛媛県 チームしまなみ

20 河上　駿太 ｶﾜｶﾐ ｼｭﾝﾀ 愛媛県 愛媛県自転車競技連盟ジュニアクラブ

21 森本　真波斗 ﾓﾘﾓﾄ ﾏﾅﾄ 愛媛県 愛媛県自転車競技連盟ジュニアクラブ

22 赤瀬　俊輝 ｱｶｾ ﾄｼｷ 愛媛県

23 藤村　一磨 ﾌｼﾞﾑﾗ ｶｽﾞﾏ 宮崎県 チームヤーボー

】 12.3km（1周回） 37名

Num. 選手名 センシュメイ Pref. TeamName
438 石川　高史 ｲｼｶﾜ ﾀｶﾌﾐ 大阪府 コマツサイクリング部

439 竹村　伸宏 ﾀｹﾑﾗ ﾉﾌﾞﾋﾛ 奈良県 Euro-Works

440 西村　健太郎 ﾆｼﾑﾗ ｹﾝﾀﾛｳ 島根県
441 樋口　雅斗 ﾋｸﾞﾁ ﾏｻﾄ 岡山県 TC3

442 藤森　康太 ﾌｼﾞﾓﾘ ｺｳﾀ 岡山県 カヤマレーシング

443 辻川　圭 ﾂｼﾞｶﾜ ｹｲ 岡山県 サイファアスリートクラブ

444 豊岡　利行 ﾄﾖｵｶ ﾄｼﾕｷ 岡山県 サイファアスリートクラブ

445 藤井　哲也 ﾌｼﾞｲ ﾃﾂﾔ 岡山県 サイファアスリートクラブ

446 中村　隼人 ﾅｶﾑﾗ ﾊﾔﾄ 広島県 Aki Rising Bicycle team

447 松原　一雄 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｶｽﾞｵ 広島県 Aki Rising Bicycle team

448 水脇　剛司 ﾐｽﾞﾜｷ ﾀｹｼ 広島県 Aki Rising Bicycle team

449 山田　哲也 ﾔﾏﾀﾞ ﾃﾂﾔ 広島県 Aki Rising Bicycle team

450 小川　満 ｵｶﾞﾜ ﾐﾂﾙ 広島県 ＬＯＤ
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】 12.3km（1周回） 37名

Num. 選手名 センシュメイ Pref. TeamName
451 銭谷　圭 ｾﾞﾆﾀﾆ ｹｲ 広島県 SBM
452 松原　凪飛 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾅｷﾞﾄ 広島県 Team MRF
453 宇田　浩 ｳﾀﾞ ﾋﾛｼ 広島県 ちゅう吉
454 秀島　健太 ﾋﾃﾞｼﾏ ｹﾝﾀ 広島県 はぐれsfida
455 森田　修平 ﾓﾘﾀ ｼｭｳﾍｲ 広島県 へなちょこ自転車部
456 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
457 浅野　純 ｱｻﾉ ｼﾞｭﾝ 広島県
458 鈴木　辰朗 ｽｽﾞｷ ﾀﾂﾛｳ 広島県
459 土居　貴義 ﾄﾞｲ ﾀｶﾖｼ 広島県
460 重永　和也 ｼｹﾞﾅｶﾞ ｶｽﾞﾔ 山口県 TEAM K.I.M
461 高橋　勇士 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｼﾞ 山口県 TEAM K.I.M
462 植村　幸治 ｳｴﾑﾗ ｺｳｼﾞ 香川県 チームシナノ
463 請川　敬祐 ｳｹｶﾞﾜ ｹｲｽｹ 香川県 チームシナノ
464 信濃　勇介 ｼﾅﾉ ﾕｳｽｹ 香川県 チームシナノ
465 沈　家翀 ｼﾝ ｶﾁｭｳ 香川県 チームシナノ
466 成田　弘輝 ﾅﾘﾀ ﾋﾛｷ 香川県 チームシナノ
467 細谷　竜也 ﾎｿﾀﾆ ﾀﾂﾔ 香川県 チームシナノ
468 片上　尊博 ｶﾀｶﾐ ﾀｶﾋﾛ 香川県
469 藤原　寿照 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾄｼﾃﾙ 愛媛県 SPEEDjunkies
470 大本　純也 ｵｵﾓﾄ ｼﾞｭﾝﾔ 愛媛県 今治造船自転車部
471 越智　信 ｵﾁ ﾏｺﾄ 愛媛県 今治造船自転車部

472 塩路　世洋 ｼｵｼﾞ ﾄｼﾋﾛ 愛媛県
473 藤田　孝昭 ﾌｼﾞﾀ ﾀｶｱｷ 愛媛県
474 山城　良 ﾔﾏｼﾛ ﾘｮｳ 愛媛県

】 24.6km（2周回） 75名

Num. 選手名 センシュメイ Pref. TeamName
13 松村　洋平 ﾏﾂﾑﾗ ﾖｳﾍｲ 愛知県 TeamRuedaNAGOYA

14 三股　弘明 ﾐﾏﾀ ﾋﾛｱｷ 京都府

15 三股　正彦 ﾐﾏﾀ ﾏｻﾋｺ 京都府

16 植田　公徳 ｳｴﾀﾞ ﾏｻﾉﾘ 大阪府 MasahikoMifune.com cycling team 

17 小寺　啓介 ｺﾃﾗ ｹｲｽｹ 大阪府 MasahikoMifune.com cycling team 

18 村上　元規 ﾑﾗｶﾐ ﾓﾄｷ 兵庫県 TC3

19 藤田　黎明 ﾌｼﾞﾀ ﾚｲﾒｲ 兵庫県

20 松本　竜太朗 ﾏﾂﾓﾄ ﾘｭｳﾀﾛｳ 奈良県 EURO-WORKS Racing

21 池田　倫之 ｲｹﾀﾞ ﾓﾄﾕｷ 鳥取県

22 野津本　尚也 ﾉﾂﾓﾄ ﾅｵﾔ 島根県 BANDIT R.C

23 曽田　邦彦 ｿﾀ ｸﾆﾋｺ 島根県 BANDIT RC

24 黒田　将広 ｸﾛﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 島根県 Pantastic

25 服部　貴志 ﾊｯﾄﾘ ﾀｶｼ 島根県 Team Pantastic

26 伊藤　恒希 ｲﾄｳ ｺｳｷ 島根県 斐川西中学校

27 坂浦　卓磨 ｻｶｳﾗ ﾀｸﾏ 島根県

28 前田　颯音 ﾏｴﾀﾞ ﾊﾔﾄ 岡山県 eNShare Cycling Team

29 樋本　友孝 ﾋﾓﾄ ﾄﾓﾀｶ 岡山県 FREE SPEED

30 可児　壮太郎 ｶﾆ ｿｳﾀﾛｳ 岡山県 O.C.C

31 清水　嘉人 ｼﾐｽﾞ ﾖｼﾄ 岡山県 O.C.C

32 中上　一幸 ﾅｶｳｴ ｶｽﾞﾕｷ 岡山県 team WiLLs

33 堀　英雄 ﾎﾘ ﾋﾃﾞｵ 岡山県 サイファAC

34 林　宏明 ﾊﾔｼ ﾋﾛｱｷ 岡山県 ち～む☆のざき

35 中村　真己 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻｷ 岡山県 チームMSC

36 常國　聖也 ﾂﾈｸﾆ ｾｲﾔ 岡山県 ちゅう吉 笠原ゼミ

37 沼　利幸 ﾇﾏ ﾄｼﾕｷ 岡山県 ちゅう吉カサハラゼミ

38 原田　尚 ﾊﾗﾀﾞ ﾀｶｼ 岡山県 ちゅう吉笠原ゼミ

39 今川　優一 ｲﾏｶﾞﾜ ﾕｳｲﾁ 岡山県

40 岡本　好正 ｵｶﾓﾄ ﾖｼﾏｻ 岡山県

41 加藤　享志 ｶﾄｳ ﾀｶｼ 岡山県

42 多賀　友浩 ﾀｶﾞ ﾄﾓﾋﾛ 岡山県

43 高橋　侑也 ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾔ 岡山県

44 羽原　拓郎 ﾊﾊﾞﾗ ﾀｸﾛｳ 岡山県

45 松尾　一輝 ﾏﾂｵ ｶｽﾞｷ 岡山県

【StartList/ B-1
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】 24.6km（2周回） 75名

Num. 選手名 センシュメイ Pref. TeamName
46 師岡　和輝 ﾓﾛｵｶ ｶｽﾞｷ 岡山県

47 中西　陸 ﾅｶﾆｼ ﾘｸ 広島県 Aki Rising Bicycle team

48 矢野　幸紀 ﾔﾉ ﾕｷﾉﾘ 広島県 Aki Rising Bicycle team

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

50 松下　博之 ﾏﾂｼﾀ ﾋﾛﾕｷ 広島県 RTヒルクライム

51 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TeamPanthaka

52 佐伯　知明 ｻｴｷ ﾁｱｷ 広島県 ちゅう吉

53 馬屋原　俊基 ｳﾏﾔﾊﾗ ﾄｼｷ 広島県 ちゅう吉カサハラゼミ

54 笠原　祥史 ｶｻﾊﾗ ﾖｼﾌﾐ 広島県 ちゅう吉カサハラゼミ

55 宮川　卓磨 ﾐﾔｶﾞﾜ ﾀｸﾏ 広島県 ちゅう吉福山

56 西尾　圭市 ﾆｼｵ ｹｲｲﾁ 広島県 広島経済大学自転車同好会 武田山Racing

57 瀬川　義徳 ｾｶﾞﾜ ﾖｼﾉﾘ 広島県 広島高速

58 伊藤　陽 ｲﾄｳ ｱｷﾗ 広島県

59 正野　繁生 ｼｮｳﾉ ｼｹﾞｵ 広島県

60 ゼリアス・Ｆ・リュウ　榊　昇ｾﾞﾘｱｽ･ﾘｭｳ ｻｶｷﾉﾎﾞﾙ 広島県

61 友廣　聡則 ﾄﾓﾋﾛ ｻﾄﾉﾘ 広島県

62 長島　大樹 ﾅｶﾞｼﾏ ﾀﾞｲｷ 広島県

63 西田　勝彦 ﾆｼﾀﾞ ｶﾂﾋｺ 広島県

64 松下　政司 ﾏﾂｼﾀ ｾｲｼﾞ 広島県

65 吉木　匠 ﾖｼｷ ﾀｸﾐ 広島県

66 柴田　博貴 ｼﾊﾞﾀ ﾋﾛｷ 山口県 A'le:ne So'le:ne

67 渡邊　裕太 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾀ 山口県 A'le:ne So'le:ne

68 加藤　啓二 ｶﾄｳ ｹｲｼﾞ 山口県 チーム特濃

69 篠澤　朝孝 ｼﾉｻﾞﾜ ﾄﾓﾀｶ 山口県 チーム特濃

70 合田　尚俊 ｺﾞｳﾀﾞ ﾅｵﾄｼ 山口県

71 浜本　洋行 ﾊﾏﾓﾄ ﾋﾛﾕｷ 山口県

72 藤井　淳夫 ﾌｼﾞｲ ｱﾂｵ 山口県

73 阿利　政徳 ｱﾘ ﾏｻﾉﾘ 徳島県 instinct

74 板敷　洋輔 ｲﾀｼﾞｷ ﾖｳｽｹ 徳島県 instinct

75 福家　拓 ﾌｹ ﾋﾗｸ 香川県 Bonne Chance

76 蓮井　龍哉 ﾊｽｲ ﾀﾂﾔ 香川県 FUNNY RIDE

77 川元　拓摩 ｶﾜﾓﾄ ﾀｸﾏ 香川県 高松市サイクルスポーツ少年団

78 熊田　智成 ｸﾏﾀﾞ ﾄﾓﾅﾘ 香川県 高松市サイクルスポーツ少年団

79 香西　玲良 ｺｳｻﾞｲ ｱｷﾗ 香川県 高松市サイクルスポーツ少年団

80 香西　高良 ｺｳｻﾞｲ ﾀｶﾗ 香川県 高松市サイクルスポーツ少年団

81 中村　夏稀 ﾅｶﾑﾗ ﾅﾂｷ 香川県 高松市サイクルスポーツ少年団

82 川井　翔吾 ｶﾜｲ ｼｮｳｺﾞ 愛媛県 eucc 漆黒の四国

83 大野　輝之 ｵｵﾉ ﾃﾙﾕｷ 愛媛県 Mistral Racing Team

84 塩川　晃次 ｼｵｶﾜ ｺｳｼﾞ 愛媛県 漆黒の四国

85 大野　雅之 ｵｵﾉ ﾏｻﾕｷ 愛媛県 日本食研サイクリングクラブ

86 済川　健太郎 ｽﾐｶﾜ ｹﾝﾀﾛｳ 愛媛県

87 石井　海斗 ｲｼｲ ｶｲﾄ 大分県 津末レーシング

】 36.9km（3周回） 71名

Num. 選手名 センシュメイ Pref. TeamName
301 亀谷　宏海 ｶﾒﾀﾆ ﾋﾛﾐ 福島県 Team Re:Cycle
302 吉安　広大 ﾖｼﾔｽ ｺｳﾀﾞｲ 埼玉県 VC FUKUOKA
303 金田　歩 ｶﾈﾀﾞ ｱﾕﾑ 大阪府 sakatani
304 中田　圭亮 ﾅｶﾀ ｹｲｽｹ 大阪府 TEAM all out
305 山口　泰司 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛｼ 大阪府 THCrew cycling
306 上羽　拓郎 ｳｴﾊﾞ ﾀｸﾛｳ 大阪府 TRAILBLAZER
307 森田　正徳 ﾓﾘﾀ ﾏｻﾉﾘ 大阪府 オーマイっ！Racing
308 小柳　良平 ｺﾔﾅｷﾞ ﾘｮｳﾍｲ 大阪府 チームサニーサイド
309 塚本　隼 ﾂｶﾓﾄ ﾊﾔﾄ 大阪府
310 岡田　宝 ｵｶﾀﾞ ﾀｶﾗ 兵庫県 Coraggio Kawanishi Cycling Team Junior Y
311 山田　知志 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｶｼ 兵庫県 SCサイクリング同好会
312 野津本　尚也 ﾉﾂﾓﾄ ﾅｵﾔ 島根県 BANDIT R.C
313 石原　悠太 ｲｼﾊﾗ ﾕｳﾀ 島根県 仁多中学校
314 小笠原　淳 ｵｶﾞｻﾜﾗ ｼﾞｭﾝ 岡山県 Grandi Petit
315 吉井　将晃 ﾖｼｲ ﾏｻｱｷ 岡山県 LOTUS ROTTS Racing

【StartList/ B-2
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】 36.9km（3周回） 71名

Num. 選手名 センシュメイ Pref. TeamName
316 井上　将司 ｲﾉｳｴ ﾏｻｼ 岡山県 O.C.C
317 尾原　正豊 ｵﾊﾗ ﾏｻﾄﾖ 岡山県 TKOCC
318 高山　雅史 ﾀｶﾔﾏ ﾏｻﾌﾐ 岡山県 サイファアスリートクラブ
319 辻川　涼兵 ﾂｼﾞｶﾜ ﾘｮｳﾍｲ 岡山県 サイファアスリートクラブ
320 厨子　隆仁 ｽﾞｼ ﾀｶﾋﾄ 岡山県 チームWave
321 小田　一瑛 ｵﾀﾞ ｶｽﾞｱｷ 岡山県 チタニア
322 小泉　遼弥 ｺｲｽﾞﾐ ﾘｮｳﾔ 岡山県 岡山大学自転車競技部ゆるポタ課
323 田辺　太一 ﾀﾅﾍﾞ ﾀｲﾁ 岡山県
324 森谷　翔矢 ﾓﾘﾀﾆ ｼｮｳﾔ 岡山県
325 山本　蒼良 ﾔﾏﾓﾄ ｿﾗ 岡山県
326 井上　尚也 ｲﾉｳｴ ﾅｵﾔ 広島県 Aki Rising Bicycle team
327 神垣　雅俊 ｶﾐｶﾞｷ ﾏｻﾄｼ 広島県 Aki Rising Bicycle team
328 木原　正好 ｷﾊﾗ ﾏｻﾖｼ 広島県 DOLUCKS
329 頼政　弥弘 ﾖﾘﾏｻ ﾐﾂﾋﾛ 広島県 eNShare Cycling Team
330 脇本　貴尉 ﾜｷﾓﾄ ﾀｶﾔｽ 広島県 eNShare Cycling Team
331 近森　亮 ﾁｶﾓﾘ ﾘｮｳ 広島県 Equipe Tyran
332 秀島　健太 ﾋﾃﾞｼﾏ ｹﾝﾀ 広島県 sfida
333 渡辺　優一 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｲﾁ 広島県 Team Kermis Cross
334 有元　寛貴 ｱﾘﾓﾄ ﾋﾛｷ 広島県 voyAge cycling team
335 高杉　知希 ﾀｶｽｷﾞ ﾄﾓｷ 広島県 voyage cycling team
336 麻生　裕也 ｱｿｳ ﾋﾛﾔ 広島県 エキップ ティラン
337 城本　成司 ｼﾛﾓﾄ ｾｲｼﾞ 広島県 エキップティラン
338 濱田　浩三 ﾊﾏﾀﾞ ｺｳｿﾞｳ 広島県 くろねこくろろ
339 川武　春樹 ｶﾜﾀｹ ﾊﾙｷ 広島県 チーム　ケンズ
340 西嶋　孝典 ﾆｼｼﾞﾏ ﾀｶﾉﾘ 広島県 チーム・ケンズ
341 古本　亮太郎 ﾌﾙﾓﾄ ﾘｮｳﾀﾛｳ 広島県 広島市工自転車競技部
342 福永　和人 ﾌｸﾅｶﾞ ｶｽﾞﾄ 広島県 福木中学校　TEAM-A
343 Valdez Miras Jay Christian 広島県
344 岩崎　啓太 ｲﾜｻｷ ｹｲﾀ 広島県
345 大西　秀典 ｵｵﾆｼ ﾋﾃﾞﾉﾘ 広島県
346 新谷　尚史 ｼﾝﾀﾆ ﾀｶﾌﾐ 広島県
347 角野　正輝 ｽﾐﾉ ﾏｻﾃﾙ 広島県
348 中村　雄太 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾀ 広島県
349 西川　大介 ﾆｼｶﾜ ﾀﾞｲｽｹ 広島県
350 三谷　長永 ﾐﾀﾆ ﾀｹﾋｻ 広島県
351 大久保　剛 ｵｵｸﾎﾞ ﾂﾖｼ 山口県 Rabbit  Street UBE
352 三浦　雅大 ﾐｳﾗ ﾏｻﾋﾛ 山口県 Rabbit street UBE
353 山内　一真 ﾔﾏｳﾁ ｶｽﾞﾏ 山口県 水産大学校
354 重田　一生 ｼｹﾞﾀ ｶｽﾞｵ 山口県
355 松尾　義久 ﾏﾂｵ ﾁｶﾋｻ 山口県
356 北山　翔大 ｷﾀﾔﾏ ｼｮｳﾀ 徳島県 UNIVERS
357 武田　敏彦 ﾀｹﾀﾞ ﾄｼﾋｺ 徳島県
358 森　悠喜 ﾓﾘ ﾕｳｷ 香川県 漆黒の四国
359 河井　智紀 ｶﾜｲ ﾄﾓﾉﾘ 香川県
360 村上　裕二郎 ﾑﾗｶﾐ ﾕｳｼﾞﾛｳ 愛媛県 DECOJA RACING
361 浜田　賢一郎 ﾊﾏﾀﾞ ｹﾝｲﾁﾛｳ 愛媛県 TSU RE MI レーシング
362 片岡　祐貴 ｶﾀｵｶ ﾕｳｷ 愛媛県 チーム大永山
363 川久保　夏貴 ｶﾜｸﾎﾞ ﾅﾂｷ 高知県 KCTC
364 山根　大輔 ﾔﾏﾈ ﾀﾞｲｽｹ 高知県 Kochi CTC 若輩
365 西本　修己 ﾆｼﾓﾄ ｵｻﾐ 高知県 高知CTC
366 大谷　勇太 ｵｵﾀﾆ ﾕｳﾀ 高知県
367 藤森　康太 ﾌｼﾞﾓﾘ ｺｳﾀ 岡山県 カヤマレーシング
368 藤原　寿照 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾄｼﾃﾙ 愛媛県 SPEEDjunkies
369 藤田　黎明 ﾌｼﾞﾀ ﾚｲﾒｲ 兵庫県
370 大野　輝之 ｵｵﾉ ﾃﾙﾕｷ 愛媛県 Mistral Racing Team
371 石井　海斗 ｲｼｲ ｶｲﾄ 大分県 津末レーシング
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】 12.3km（1周回） 2名

Num. 選手名 センシュメイ Pref. TeamName
589 前川　愛莉 ﾏｴｶﾜ ｱｲﾘ 香川県 高松市サイクルスポーツ少年団
590 平林　つかさ ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾂｶｻ 愛媛県 港南中学校
591 藤田　佐智江 ﾌｼﾞﾀ ｻﾁｴ 愛媛県
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