
61.5 km

】

Num. 選手名 センシュメイ Pref. TeamName
101 河合　宏樹 ｶﾜｲ ﾋﾛｷ 千葉県 オッティモ

102 吉田　昂広 ﾖｼﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 東京都 首都大学東京

103 長妻　暁 ﾅｶﾞﾂﾏ ｱｷﾗ 神奈川県 FORCE

104 小貫　智紀 ｵﾇｷ 智紀 神奈川県 PHANTOM湘南

105 福吉　紳悟 ﾌｸﾖｼ ｼﾝｺﾞ 神奈川県 YOKOSUKA UNO RACING

106 福岡　直樹 ﾌｸｵｶ ﾅｵｷ 神奈川県 シエルヴォ奈良MIYATA-MERIDAレーシングチーム

107 山本　雅道 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾐﾁ 神奈川県 シエルヴォ奈良MIYATA-MERIDAレーシングチーム

108 山崎　雅也 ﾔﾏｻｷ ﾏｻﾔ 石川県 ケッヘルV.Cスプートニク

109 河合　満 ｶﾜｲ ﾐﾂﾙ 静岡県 VIVACE 掛川

110 水野　貴行 ﾐｽﾞﾉ ﾀｶﾕｷ 愛知県 INTERPRO STRADALLI CYCLING

111 岩月　伸夫 ｲﾜﾂｷ ﾉﾌﾞｵ 愛知県 イナーメ信濃山形

112 筧　五郎 ｶｹｲ ｺﾞﾛｳ 愛知県 イナーメ信濃山形

113 阿曽　圭佑 ｱｿ ｹｲｽｹ 愛知県 愛三工業レーシングチーム

114 黒枝　士揮 ｸﾛｴﾀﾞ ｼｷ 愛知県 愛三工業レーシングチーム

115 小森　亮平 ｺﾓﾘ ﾘｮｳﾍｲ 愛知県 愛三工業レーシングチーム

116 住吉　宏太 ｽﾐﾖｼ ｺｳﾀ 愛知県 愛三工業レーシングチーム

117 早川　朋宏 ﾊﾔｶﾜ ﾄﾓﾋﾛ 愛知県 愛三工業レーシングチーム

118 モニエ　ダミアン ﾓﾆｴ ﾀﾞﾐｱﾝ 愛知県 愛三工業レーシングチーム

119 渡邊　翔太郎 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ 愛知県 愛三工業レーシングチーム

120 清宮　洋幸 ｾｲﾐﾔ ﾋﾛﾕｷ 愛知県 竹芝サイクルレーシング

121 坂本　悟史 ｻｶﾓﾄ ｻﾄｼ 愛知県

122 矢田　健太郎 ﾔﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 三重県 MAXSPEED97

123 中田　真琴 ﾅｶﾀ ﾏｺﾄ 京都府 ACQUA TAMA EURO-WORKS

124 広瀬　竜太 ﾋﾛｾ ﾘｭｳﾀ 京都府 CLOUD 9ers

125 大塚　航 ｵｵﾂｶ ﾜﾀﾙ 京都府 VICTOIRE広島

126 桐野　一道 ｷﾘﾉ ｶｽﾞﾐﾁ 京都府 トマト大好き

127 須々田　匠 ｽｽﾀ ﾀｸﾐ 京都府 岩井商会レーシング

128 田淵　昂 ﾀﾌﾞﾁ ｱｷﾗ 京都府 京都岩井商会レーシング

129 岡本　裕太郎 ｵｶﾓﾄ ﾕｳﾀﾛｳ 京都府 京都大学

130 沖野　浩平 ｵｷﾉ ｺｳﾍｲ 京都府 京都大学

131 西浦　理 ﾆｼｳﾗ ｵｻﾑ 京都府 京都大学

132 福原　周治 ﾌｸﾊﾗ ｼｭｳｼﾞ 京都府 京都大学

133 田川　寛明 ﾀｶﾞﾜ ﾋﾛｱｷ 大阪府 CWASP アタリ前田

134 本田　博 ﾎﾝﾀﾞ ﾋﾛｼ 大阪府 CWASPアタリ前田

135 山口　雄大 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｹﾋﾛ 大阪府 FIETS GROEN 日本ロボティクス

136 井上　亮 ｲﾉｳｴ ﾘｮｳ 大阪府 Magellan Systems Japan

137 若代　健 ﾜｶｼﾛ ﾀｹｼ 大阪府 TEAM all out

138 久保田　航太 ｸﾎﾞﾀ ｺｳﾀ 大阪府 TRAILBLAZER

139 池川　辰哉 ｲｹｶﾞﾜ ﾀﾂﾔ 大阪府 VC VELOCE

140 豊田　勝徳 ﾄﾖﾀﾞ ｶﾂﾉﾘ 大阪府 WAKO'S RACING TEAM

主催： 広島県自転車競技連盟 共催： 未定 主管： 広島県自転車競技連盟

後援： (公財）日本自転車競技連盟　　（一財）中央森林公園協会

協賛： 　

Distance:

第23回西日本チャレンジサイクルロードレース
 

2018年3月11日
広島県中央森林公園ｻｲｸﾘﾝｸﾞｺｰｽ

StartTime: 11:20

【StartList/ A-E



61.5 km

】

Num. 選手名 センシュメイ Pref. TeamName
141 比護　任 ﾋｺﾞ ｱﾀﾙ 大阪府 イナーメ信濃山形-EFT

142 秋田　拓磨 ｱｷﾀ ﾀｸﾏ 大阪府 シマノレーシング

143 入部　正太朗 ｲﾘﾍﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ 大阪府 シマノレーシング

144 木村　圭佑 ｷﾑﾗ ｹｲｽｹ 大阪府 シマノレーシング

145 黒枝　咲哉 ｸﾛｴﾀﾞ ｻﾔ 大阪府 シマノレーシング

146 小山　貴大 ｺﾔﾏ ﾀｶﾋﾛ 大阪府 シマノレーシング

147 中田　拓也 ﾅｶﾀ ﾀｸﾔ 大阪府 シマノレーシング

148 湊　諒 ﾐﾅﾄ ﾘｮｳ 大阪府 シマノレーシング

149 横山　航太 ﾖｺﾔﾏ ｺｳﾀ 大阪府 シマノレーシング

150 川口　遼 ｶﾜｸﾞﾁ ﾘｮｳ 大阪府

151 山下　和也 ﾔﾏｼﾀ ｶｽﾞﾔ 大阪府

152 糸川　典往 ｲﾄｶﾞﾜ ﾉﾘﾕｷ 兵庫県 ACQUA TAMA EURO-WORKS

153 茂越　龍哉 ﾓｺﾞｴ ﾀﾂﾔ 兵庫県 VC AVANZARE

154 植田　恒平 ｳｴﾀﾞ ｺｳﾍｲ 兵庫県 ウオズミサイクル

155 小西　優大 ｺﾆｼ ﾕｳﾀﾞｲ 兵庫県 シエルヴォ奈良レーシングチーム

156 藤岡　徹也 ﾌｼﾞｵｶ ﾃﾂﾔ 兵庫県 シルベストサイクルスタッフチーム

157 井上　政貴 ｲﾉｳｴ ﾏｻｷ 兵庫県 ゾースエレファンットメント

158 藤枝　三央 ﾌｼﾞｴﾀﾞ ﾐﾂｵ 兵庫県

159 中川　智 ﾅｶｶﾞﾜ ｻﾄｼ 奈良県 VICTOIRE広島

160 田中　信行 ﾀﾅｶ ﾉﾌﾞﾕｷ 奈良県 ユーロワークス

161 背戸　貴之 ｾﾄ ﾀｶｼ 奈良県

162 山名　拳太郎 ﾔﾏﾅ ｹﾝﾀﾛｳ 和歌山県 LALPE KF RACING

163 ＰＡＲＫ　ＪＩＨＯ ﾊﾟｸ ｼﾞﾎ 島根県

164 井上　文成 ｲﾉｳｴ ﾌﾐﾅﾘ 岡山県 eNShare-ELDorado

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

166 白川　幸希 ｼﾗｶﾜ ｺｳｷ 岡山県 VICTOIRE広島

167 福留　康介 ﾌｸﾄﾞﾒ ｺｳｽｹ 岡山県 イナーメ信濃山形JET

168 難波　大輔 ﾅﾝﾊﾞ ﾀﾞｲｽｹ 岡山県

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

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

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

172 小関　寛 ｺｾｷ ﾋﾛｼ 広島県 eNShare cycling team 

173 宮口　直之 ﾐﾔｸﾞﾁ ﾅｵﾕｷ 広島県 eNShareエルドラード

174 笹原　純平 ｻｻﾊﾗ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 広島県 Team Kermis Cross

175 島津　尚弥 ｼﾏﾂﾞ ﾅｵﾔ 広島県 Team Kermis Cross

176 齋藤　俊輔 ｻｲﾄｳ ｼｭﾝｽｹ 広島県 Team UKYO Reve

177 藤岡　泰之 ﾌｼﾞｵｶ ﾔｽﾕｷ 広島県 TNGレーシング広島

178 桂　慶浩 ｶﾂﾗ ﾖｼﾋﾛ 広島県 VICTOIRE広島

179 藤岡　克磨 ﾌｼﾞｵｶ ｶﾂﾏ 広島県 VICTOIRE広島

180 藤川　淳 ﾌｼﾞｶﾜ ｼﾞｭﾝ 広島県 VICTOIRE広島

主催： 広島県自転車競技連盟 共催： 未定 主管： 広島県自転車競技連盟

後援： (公財）日本自転車競技連盟　　（一財）中央森林公園協会

協賛： 　

StartTime: 11:20

【StartList/ A-E

Distance:

第23回西日本チャレンジサイクルロードレース
 

2018年3月11日
広島県中央森林公園ｻｲｸﾘﾝｸﾞｺｰｽ



61.5 km

】

Num. 選手名 センシュメイ Pref. TeamName
181 皿谷　宏人 ｻﾗｶﾞｲ ﾋﾛﾄ 広島県 エキップ ティラン

182 下山　洋平 ｻｶﾞﾔﾏ ﾖｳﾍｲ 広島県 エキップティラン

183 松浦　正己 ﾏﾂｳﾗ ﾏｻｷ 広島県 エキップティラン

184 神笠　紘平 ｶﾐｶﾞｻ ｺｳﾍｲ 広島県 ユニヴェール

185 谷　順成 ﾀﾆ ｼﾞｭﾝｾｲ 広島県

186 杉山　文崇 ｽｷﾞﾔﾏ ﾌﾐﾀｶ 山口県 VICTOIRE広島

187 西川　昌宏 ﾆｼｶﾜ ﾏｻﾋﾛ 山口県 VICTOIRE広島

188 真鍋　英祐 ﾏﾅﾍﾞ ｴｲｽｹ 山口県 山口県自転車競技連盟

189 山田　大樹 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛｷ 徳島県 instinct

190 真鍋　和幸 ﾏﾅﾍﾞ ｶｽﾞﾕｷ 香川県 マトリックスパワータグ

191 森　正存 ﾓﾘ ﾏｻﾉﾌﾞ 愛媛県 eNShare-ｴﾙﾄﾞﾗｰﾄﾞ

192 日野　竜嘉 ﾋﾉ ﾀﾂﾖｼ 愛媛県 ボンシャンス

193 鈴木　龍之介 ｽｽﾞｷ ﾘｭｳﾉｽｹ 愛媛県 モンタレーシング

194 楠田　智弘 ｸｽﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ 愛媛県

195 八木　健太 ﾔｷﾞ ｹﾝﾀ 高知県 徳島サイクルレーシング

196 松田　真和 ﾏﾂﾀﾞ ﾏｻｶｽﾞ 福岡県 VC FUKUOKA

197 森下　遼太 ﾓﾘｼﾀ ﾘｮｳﾀ 福岡県 VC FUKUOKA

198 三浦　正志 ﾐｳﾗ ﾏｻｼ 宮崎県 チームヤーボー

199 中村　駿佑 ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ 宮崎県 宮崎大学

200 林　コナン ﾊﾔｼ ｺﾅﾝ 鹿児島県

主催： 広島県自転車競技連盟 共催： 未定 主管： 広島県自転車競技連盟

後援： (公財）日本自転車競技連盟　　（一財）中央森林公園協会

協賛： 　

StartTime: 11:20

【StartList/ A-E

Distance:

第23回西日本チャレンジサイクルロードレース
 

2018年3月11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
475 永井　愛衣 ﾅｶﾞｲ ｱｲ 埼玉県 Liebe - Tee Dorf

476 石中　葵 ｲｼﾅｶ ｱｵｲ 富山県 バルバレーシングクラブ

477 矢野　智子 ﾔﾉ ﾄﾓｺ 京都府 モジュマエリアゼロナナゴ

478 川村　真樹 ｶﾜﾑﾗ ﾏﾂﾘ 京都府 花園高校

479 金澤　歩美 ｶﾅｻﾞﾜ ｱﾐ 京都府 花園高等学校

480 前田　響 ﾏｴﾀﾞ ﾋﾋﾞｷ 京都府 向陽高校

481 久保田　夕夏 ｸﾎﾞﾀ ﾕｶ 大阪府 SPADE ・ ACE

482 森本　保乃花 ﾓﾘﾓﾄ ﾎﾉｶ 大阪府 TEAM  all out

483 豊田　華奈 ﾄﾖﾀﾞ ｶﾅ 大阪府 Toyo Frame

484 堀江　みちこ ﾎﾘｴ ﾐﾁｺ 大阪府 チーム アベノバ

485 伊藤　優以 ｲﾄｳ ﾕｲ 兵庫県 Team ZERO UNO FRONTIER

486 島袋　陽子 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ﾖｳｺ 兵庫県 Team ZERO UNO FRONTIER

487 奥平　厚子 ｵｸﾀﾞｲﾗ ｱﾂｺ 兵庫県 TeamZERO UNO FRONTIER

488 金井　綺星 ｶﾅｲ ｷﾗﾗ 奈良県 榛生昇陽高校

489 小林　美咲 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｻｷ 鳥取県 倉吉総合産業高校

490 山田　夏奈 ﾔﾏﾀﾞ ｶﾅ 鳥取県 倉吉総合産業高校

491 西田　千夏 ﾆｼﾀﾞ ﾁﾅﾂ 鳥取県 倉吉北高校

492 合田　祐美子 ｺﾞｳﾀﾞ ﾕﾐｺ 岡山県 CORRIDORE BIORACER

493 根岸　恵美 ﾈｷﾞｼ ｴﾐ 岡山県 チーム岡山

494 早瀬　恵子 ﾊﾔｾ ｹｲｺ 広島県 voyAge cycling team

495 北野　寿枝 ｷﾀﾉ ﾋｻｴ 広島県 voyAge cycling team 

496 原田　悦子 ﾊﾗﾀﾞ ｴﾂｺ 徳島県 チームゼロウノフロンティア

497 川上　唯 ｶﾜｶﾐ ﾕｲ 徳島県 徳島サイクルレーシング

498 遠藤　きり ｴﾝﾄﾞｳ ｷﾘ 香川県 香川県立高松工芸高等学校

499 谷江　千歳 ﾀﾆｴ ﾁﾄｾ 香川県 高松工芸高校自転車競技部

主催： 広島県自転車競技連盟 共催： 未定 主管： 広島県自転車競技連盟

後援： (公財）日本自転車競技連盟　　（一財）中央森林公園協会

協賛： 　

StartTime: 13:18

【StartList/ A-F

Distance:

第23回西日本チャレンジサイクルロードレース
 

2018年3月11日
広島県中央森林公園ｻｲｸﾘﾝｸﾞｺｰｽ



36.9 km

】

Num. 選手名 センシュメイ Pref. TeamName
201 阿蘇　暖 ｱｿ ﾀﾞﾝ 埼玉県 埼玉県立浦和北高等学校

202 今井　希 ｲﾏｲ ﾉｿﾞﾐ 埼玉県 埼玉県立浦和北高等学校

203 氏原　真之介 ｳｼﾞﾊﾗ ｼﾝﾉｽｹ 埼玉県 埼玉県立浦和北高等学校

204 金井　優樹 ｶﾅｲ ﾕｳｷ 埼玉県 埼玉県立浦和北高等学校

205 重山　晃輝 ｼｹﾞﾔﾏ ｺｳｷ 埼玉県 埼玉県立浦和北高等学校

206 園田　大智 ｿﾉﾀﾞ ﾀｲﾁ 埼玉県 埼玉県立浦和北高等学校

207 吉田　光希 ﾖｼﾀﾞ ｺｳｷ 神奈川県 横浜高校自転車競技部

208 初川　弘浩 ﾊﾂｶﾜ ｺｳﾋﾛ 岐阜県 DADDY

209 髙木　英行 ﾀｶｷﾞ ﾋﾃﾞﾕｷ 京都府 PRT KOSEKI

210 弥村　皆斗 ﾔﾑﾗ ﾐﾅﾄ 京都府 花園高校

211 西野　颯太 ﾆｼﾉ ｿｳﾀ 京都府 花園高校自転車競技部

212 髙木　絢匡 ﾀｶｷﾞ ｱﾔﾏｻ 京都府 鴨沂高校

213 金田　将英 ｶﾈﾀﾞ ｼｮｳｴｲ 京都府 京都府立向陽高校

214 伊藤　唯夢 ｲﾄｳ ﾕｲﾑ 京都府 京都府立向陽高等学校

215 福原　名月 ﾌｸﾊﾗ ﾅﾂﾞｷ 京都府 向陽高校

216 見瀬　矩慧 ﾐｾ ﾀﾀﾞｻﾄ 京都府 向陽高校

217 天野　颯太 ｱﾏﾉ ｿｳﾀ 京都府 北桑田高校

218 石川　輝 ｲｼｶﾜ ﾃﾙ 京都府 北桑田高校

219 市川　光人 ｲﾁｶﾜ ﾐﾂﾋﾄ 京都府 北桑田高校

220 今岡　新汰 ｲﾏｵｶ ｱﾗﾀ 京都府 北桑田高校

221 奥地　龍人 ｵｸﾁ ﾘｭｳﾄ 京都府 北桑田高校

222 川村　峻輝 ｶﾜﾑﾗ ｼｭﾝｷ 京都府 北桑田高校

223 四宮　寛人 ｼﾉﾐﾔ ﾋﾛﾄ 京都府 北桑田高校

224 高倉　廉太郎 ﾀｶｸﾗ ﾚﾝﾀﾛｳ 京都府 北桑田高校

225 野田　卓稔 ﾉﾀﾞ ﾀｸﾐ 京都府 北桑田高校

226 松山　福人 ﾏﾂﾔﾏ ｻｷﾄ 京都府 北桑田高校

227 谷内　健太 ﾔﾁ ｹﾝﾀ 京都府 北桑田高校

228 山口　海翔 ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｲﾄ 京都府 北桑田高校

229 山品　純大 ﾔﾏｼﾅ ｼﾞｭﾝﾀﾞｲ 京都府 北桑田高校

230 内潟　飛鳥 ｳﾁｶﾞﾀ ｱｽｶ 京都府 北稜高校

231 平田　空真 ﾋﾗﾀ ｿﾏ 京都府 北稜高等学校

232 岩田　祥眞 ｲﾜﾀ ｼｮｳﾏ 大阪府 MUUR zero Velofutur

233 前原　直幸 ﾏｴﾊﾗ ﾅｵﾕｷ 大阪府 VC Fukuoka

234 常次　勇人 ﾂﾈﾂｸﾞ ﾊﾔﾄ 大阪府 堺市立堺高校

235 天野　壮悠 ｱﾏﾉ ﾀｹﾊﾙ 大阪府 大阪府立千里高校

236 吉田　光汰 ﾖｼﾀﾞ ｺｳﾀ 大阪府

237 新開　隆人 ｼﾝｶｲ ﾘｭｳｼﾞ 兵庫県 Coraggio Kawanishi Cycling Team Junior Yout

238 本多　晴飛 ﾎﾝﾀﾞ ﾊﾙﾋ 兵庫県

239 伊藤　雅人 ｲﾄｳ ﾏｻﾄ 奈良県 榛生昇陽高校

240 馬越　裕之 ｳﾏｺｼ ﾋﾛﾕｷ 奈良県 榛生昇陽高校

主催： 広島県自転車競技連盟 共催： 未定 主管： 広島県自転車競技連盟

後援： (公財）日本自転車競技連盟　　（一財）中央森林公園協会

協賛： 　

StartTime: 13:15
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241 尾前　翔曳 ｵﾏｴ ｼｮｳｴｲ 奈良県 榛生昇陽高校

242 嶋岡　達貴 ｼﾏｵｶ ﾀﾂｷ 奈良県 榛生昇陽高校

243 上内　一眞 ｼﾞｮｳﾅｲ ｶｽﾞﾏ 奈良県 榛生昇陽高校

244 高原　令伍 ﾀｶﾊﾗ ﾚｲｺﾞ 奈良県 榛生昇陽高校

245 中西　壮二郎 ﾅｶﾆｼ ｿｳｼﾞﾛｳ 奈良県 榛生昇陽高校

246 長谷川　雄大 ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｳﾀﾞｲ 奈良県 榛生昇陽高校

247 中嶋　大稀 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀﾞｲｷ 奈良県 奈良北

248 井上　和也 ｲﾉｳｴ ｶｽﾞﾔ 奈良県 奈良北高校

249 近藤　光 ｺﾝﾄﾞｳ ﾋｶﾙ 奈良県 奈良北高校

250 髙野　和希 ﾀｶﾉ ｶｽﾞｷ 奈良県 奈良北高校

251 竹中　秀輔 ﾀｹﾅｶ ｼｭｳｽｹ 奈良県 奈良北高校

252 田丸　拓也 ﾀﾏﾙ ﾀｸﾔ 奈良県 奈良北高校

253 津石　康平 ﾂｲｼ ｺｳﾍｲ 奈良県 奈良北高校

254 西岳　凌吾 ﾆｼｵｶ ﾘｮｳｺﾞ 奈良県 奈良北高校

255 石井　雅也 ｲｼｲ ﾏｻﾔ 鳥取県 倉吉総合産業高校

256 伊藤　拓登 ｲﾄｳ ﾀｸﾄ 鳥取県 倉吉総合産業高校

257 笠田　泰地 ｶｻﾀﾞ ﾀｲﾁ 鳥取県 倉吉総合産業高校

258 菅原　太陽 ｽｶﾞﾊﾗ ﾀｲﾖｳ 鳥取県 倉吉総合産業高校

259 田總　祐介 ﾀﾌﾞｻ ﾕｳｽｹ 鳥取県 倉吉総合産業高校

260 松岡　宥磨 ﾏﾂｵｶ ﾕｳﾏ 鳥取県 倉吉総合産業高校

261 安本　颯 ﾔｽﾓﾄ ﾊﾔﾃ 鳥取県 倉吉総合産業高校

262 横山　太一 ﾖｺﾔﾏ ﾀｲﾁ 鳥取県 倉吉総合産業高校

263 中江　晴陽 ﾅｶｴ ﾊﾙﾋ 鳥取県 倉吉北高校

264 西條　玲緒 ﾆｼｼﾞｮｳ ﾚｵ 鳥取県 倉吉北高校

265 矢田　寛也 ﾔﾀ ﾋﾛﾔ 島根県 出雲工業高校

266 小島　那智 ｺｼﾞﾏ ﾅﾁ 島根県 出雲工業高校自転車競技部

267 吉田　伊吹 ﾖｼﾀﾞ ｲﾌﾞｷ 島根県 出雲市立工業高校自転車競技部

268 岡村　郁弥 ｵｶﾑﾗ ｲｸﾐ 岡山県 eNShare Cycling Team

269 北谷　敏光 ｷﾀﾀﾞﾆ ﾄｼﾐﾂ 岡山県 興陽高校

270 小西　裕也 ｺﾆｼ ﾕｳﾔ 岡山県 興陽高校

271 菅　亘希 ｽｶﾞ ｺｳｷ 岡山県 興陽高校

272 林　秀行 ﾊﾔｼ ﾋﾃﾞﾕｷ 岡山県 興陽高校

273 山内　太一 ﾔﾏｳﾁ ﾀｲﾁ 岡山県 興陽高校

274 西本　泰己 ﾆｼﾓﾄ ﾀｲｷ 広島県 eNShare Cyclig Team

275 木原　与志寛 ｷﾊﾗ ﾖｼﾋﾛ 広島県 Team Kermis Cross

276 青山　奨悟 ｱｵﾔﾏ ｼｮｳｺﾞ 広島県 宮島工業高校

277 葉色　雄大 ﾊｲﾛ ﾕｳﾀﾞｲ 広島県 宮島工業高校

278 中野　允暉 ﾅｶﾉ ﾖｼｷ 徳島県 徳島科学技術高校

279 真鍋　諒太 ﾏﾅﾍﾞ ﾘｮｳﾀ 香川県 Bonne Chance 飯田

280 角　宗哉 ｶﾄﾞ ﾋﾛﾔ 香川県 高松工芸

主催： 広島県自転車競技連盟 共催： 未定 主管： 広島県自転車競技連盟

後援： (公財）日本自転車競技連盟　　（一財）中央森林公園協会

協賛： 　

StartTime: 13:15
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281 木村　天哉 ｷﾑﾗ ﾀｶﾔ 香川県 高松工芸 

282 上野　雅彦 ｳｴﾉ ﾏｻﾋｺ 香川県 高松工芸高校

283 亀井　蓮 ｶﾒｲ ﾚﾝ 香川県 高松工芸高校

284 野内　千裕 ﾔﾅｲ ﾁﾋﾛ 香川県 高松工芸高校

285 馬渕　泰誠 ﾏﾌﾞﾁ ﾀｲｾｲ 香川県 高松工芸高校自転車競技部

286 原　颯摩 ﾊﾗ ｿｳﾏ 香川県

287 光岡　勇真 ﾐﾂｵｶ ﾕｳﾏ 愛媛県 松山工業高校

288 宮尾　達也 ﾐﾔｵ ﾀﾂﾔ 愛媛県 松山工業高校

289 村上　功太郎 ﾑﾗｶﾐ ｺｳﾀﾛｳ 愛媛県 松山工業高校

290 小笠原　汰一 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾀｲﾁ 愛媛県 松山工業高等学校

291 北宅　柊麻 ｷﾀﾔ ﾄｳﾏ 愛媛県 松山城南高校

292 日野　泰静 ﾋﾉ ﾀｲｾｲ 愛媛県 松山城南高校

293 日野　凌羽 ﾋﾉ ﾘｮｳ 愛媛県 松山城南高校

294 渡邊　諒馬 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳﾏ 愛媛県 松山城南高校

295 武智　光 ﾀｹﾁ ﾋｶﾘ 愛媛県 松山東高校

296 濱田　和卓 ﾊﾏﾀﾞ ｶｽﾞﾄ 高知県 高知工業高校自転車競技部

297 山本　将司 ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳｼﾞ 高知県 高知工業高校自転車競技部

298 諸隈　健太郎 ﾓﾛｸﾏ ｹﾝﾀﾛｳ 高知県

299 荒牧　大貴 ｱﾗﾏｷ ﾀｲｷ 福岡県 東福岡高校

300 櫛間　理人 ｸｼﾏ ﾘﾋﾄ 福岡県 福岡大学附属大濠高等学校

主催： 広島県自転車競技連盟 共催： 未定 主管： 広島県自転車競技連盟

後援： (公財）日本自転車競技連盟　　（一財）中央森林公園協会

協賛： 　

StartTime: 13:15
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501 有益　伸一 ｱﾘﾏｽ ｼﾝｲﾁ 神奈川県 SAUCE DEVELOPMENT

502 喜多　義昭 ｷﾀ ﾖｼｱｷ 石川県 V.C.スプートニク

503 磯田　友賀 ｲｿﾀﾞ ﾄﾓｶｽﾞ 京都府 Team allout

504 所司　純一 ｼｮｼ ｼﾞｭﾝｲﾁ 京都府 モジュマエリアゼロナナゴ

505 織田　裕之 ｵﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 大阪府 TEAM闇練MANA大杉走輪

506 仲松　康太 ﾅｶﾏﾂ ﾔｽﾋﾛ 大阪府 VC FUKUOKA

507 天野　弘章 ｱﾏﾉ ﾋﾛｱｷ 大阪府 VC VELOCE

508 小林　洋平 ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｳﾍｲ 大阪府 VC VELOCE

509 山野井　哲実 ﾔﾏﾉｲ ｻﾄﾐ 大阪府 VC VELOCE

510 辻　俊行 ﾂｼﾞ ﾄｼﾕｷ 大阪府 ナカガワ As－K’sデザイン

511 児玉　誠治 ｺﾀﾞﾏ ｾｲｼﾞ 兵庫県 Lumiere KOBE

512 石井　久雄 ｲｼｲ ﾋｻｵ 兵庫県 soleil de l'est

513 石井　智 ｲｼｲ ﾄﾓ 兵庫県 VC VELOCE

514 坂上　統 ｻｶｶﾞﾐ ｱﾂﾑ 兵庫県 ウオズミサイクルレーシング

515 中森　雅人 ﾅｶﾓﾘ ﾏｻﾄ 奈良県 EURO-WORKS Racing

516 吉田　優一 ﾖｼﾀﾞ ﾕｳｲﾁ 奈良県 ZAS Racing

517 岩本　真樹 ｲﾜﾓﾄ ﾏｻｷ 島根県 eNShare CyclingTeam

518 安原　功 ﾔｽﾊﾗ ｲｻｵ 岡山県 FREE SPEED

519 新屋　裕之 ｼﾝﾔ ﾋﾛﾕｷ 岡山県 ＺＥＲＯ

520 森井　浩明 ﾓﾘｲ ﾋﾛｱｷ 岡山県 チーム グランプッチ

521 築山　元樹 ﾂｷﾔﾏ ｹﾞﾝｷ 岡山県 チーム・グランプッチ

522 新居　志信 ﾆｲ ﾕｷﾉﾌﾞ 岡山県 チーム・グランプッチ

523 赤澤　和徳 ｱｶｻﾞﾜ ｶｽﾞﾉﾘ 岡山県 チームグランプッチ

524 梶谷　明直 ｶｼﾞﾀﾆ ｱｷﾅｵ 岡山県 チーム岡山

525 藤井　伸昌 ﾌｼﾞｲ ﾉﾌﾞﾏｻ 岡山県 チーム岡山

526 間所　洋 ﾏﾄﾞｺﾛ ﾋﾛｼ 広島県 Aki Rising Bicycle team

527 丸茂　裕和 ﾏﾙﾓ ﾋﾛｶｽﾞ 広島県 Aki Rising Bicycle team

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

529 山口　忠行 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾀﾞﾕｷ 広島県 eNShare cycling team

530 池田　基彦 ｲｹﾀﾞ ﾓﾄﾋｺ 広島県 GainesR

531 山脇　千稔 ﾔﾏﾜｷ ｶｽﾞﾉﾘ 広島県 GainesR

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

533 宮田　久生 ﾐﾔﾀ ﾋｻｵ 広島県 Team UKYO Reve

534 渡部　譲二 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｮｳｼﾞ 広島県 voyAge cycling team

535 酒居　良和 ｻｶｲ ﾖｼｶｽﾞ 広島県 エキップ ティラン

536 曹　栩銘 ｿｳ ｸﾒｲ 広島県 エキップティラン

537 小林　達也 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾂﾔ 広島県 エンシェア

538 藤尾　雅樹 ﾌｼﾞｵ ﾏｻｷ 広島県

539 植木　康文 ｳｴｷ ﾔｽﾌﾐ 山口県 Rabbit Street UBE

540 白石　真悟 ｼﾗｲｼ ｼﾝｺﾞ 山口県 シマノドリンキング

主催： 広島県自転車競技連盟 共催： 未定 主管： 広島県自転車競技連盟

後援： (公財）日本自転車競技連盟　　（一財）中央森林公園協会

協賛： 　

StartTime: 10:03
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541 植田　良 ｳｴﾀ ﾘｮｳ 徳島県 UNIVERS ユニヴェール

542 佐崎　拓郎 ｻｻﾞｷ ﾀｸﾛｳ 愛媛県 チーム大永山

543 杉村　敏章 ｽｷﾞﾑﾗ ﾄｼｱｷ 愛媛県 チーム大永山

544 横手　徳広 ﾖｺﾃ ﾄｸﾋﾛ 福岡県 voyAge cycling team

主催： 広島県自転車競技連盟 共催： 未定 主管： 広島県自転車競技連盟

後援： (公財）日本自転車競技連盟　　（一財）中央森林公園協会

協賛： 　

StartTime: 10:03
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372 山中　集平 ﾔﾏﾅｶ ｼｭｳﾍｲ 東京都 SAUCE DEVELOPMENT

373 大森　竣介 ｵｵﾓﾘ ｼｭﾝｽｹ 長野県 信州大学自転車競技部

374 西部　真生 ﾆｼﾍﾞ ﾏｵ 長野県 信州大学自転車競技部

375 森崎　英登 ﾓﾘｻｷ ﾋﾃﾞﾄ 愛知県 TEAM MATRIX POWERTAG

376 嶋田　祥 ｼﾏﾀﾞ ｼｮｳ 愛知県 立命館大学自転車競技部

377 高山　恭彰 ﾀｶﾔﾏ ﾔｽｱｷ 三重県 シエルヴォ奈良Miyata-MERIDAレーシングチーム

378 岩見　悠磨 ｲﾜﾐ ﾕｳﾏ 京都府 京都大学

379 木田　航平 ｷﾀﾞ ｺｳﾍｲ 京都府 京都大学

380 高橋　慧 ﾀｶﾊｼ ｻﾄﾙ 京都府 京都大学

381 辰巳　寛明 ﾀﾂﾐ ﾋﾛｱｷ 京都府 京都大学

382 牧　直利 ﾏｷ ﾅｵﾄ 京都府 京都大学

383 松山　凉 ﾏﾂﾔﾏ ﾘｮｳ 京都府 京都大学

384 向井田　直 ﾑｶｲﾀﾞ ﾅｵｷ 京都府 京都大学

385 山口　真広 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｻﾋﾛ 京都府 京都大学

386 山本　剛大 ﾔﾏﾓﾄ ｺﾞｳﾀﾞｲ 京都府 京都大学

387 井野　誠大 ｲﾉ ﾏｺﾄ 京都府 北桑田高校

388 大山　慶祐 ｵｵﾔﾏ ｹｲｽｹ 京都府 立命館大学自転車競技部

389 玉田　旭 ﾀﾏﾀﾞ ｱｷﾗ 大阪府 CWASP アタリ前田

390 岡本　康平 ｵｶﾓﾄ ｺｳﾍｲ 大阪府 STING MONEY

391 齋藤　真太郎 ｻｲﾄｳ ｼﾝﾀﾛｳ 大阪府 STING MONEY

392 宮崎　竣 ﾐﾔｻﾞｷ ｼｭﾝ 大阪府 STING MONEY

393 小山　智也 ｺﾔﾏ ﾄﾓﾔ 大阪府 イナーメ信濃山形

394 佐藤　弘章 ｻﾄｳ ﾋﾛｱｷ 大阪府 チームアベノバ

395 二宮　誉仁 ﾆﾉﾐﾔ ﾀｶﾋﾄ 大阪府 関西大学

396 久保田　悠介 ｸﾎﾞﾀ ﾕｳｽｹ 大阪府 関西大学体育会自転車部

397 福元　啓太 ﾌｸﾓﾄ ｹｲﾀ 大阪府 関西大学体育会自転車部

398 真部　拓海 ﾏﾅﾍﾞ ﾀｸﾐ 大阪府 大阪経済大学

399 大西　晃平 ｵｵﾆｼ ｺｳﾍｲ 大阪府 大阪経済大学自転車部

400 奥田　直継 ｵｸﾀﾞ ﾅｵﾂｸﾞ 大阪府 大阪工業大学

401 光成　巧 ﾐﾂﾅﾘ ﾀｸﾐ 大阪府 大阪工業大学

402 杉山　陽帥 ｽｷﾞﾔﾏ ﾖｳｽｲ 大阪府 大阪大学

403 花田　金之介 ﾊﾅﾀﾞ ｷﾝﾉｽｹ 大阪府 備北

404 塚本　隼 ﾂｶﾓﾄ ﾊﾔﾄ 大阪府

405 山科　竜一郎 ﾔﾏｼﾅ ﾘｭｳｲﾁﾛｳ 兵庫県 VC FUKUOKA

406 横井　廉 ﾖｺｲ ﾚﾝ 兵庫県 グランデパール播磨

407 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

408 長﨑　優祐 ﾅｶﾞｻｷ ﾕｳｽｹ 兵庫県 大阪経済大学

409 道見　和也 ﾄﾞｳﾐ ｶｽﾞﾔ 兵庫県 大阪産業大学

410 山住　虎太郎 ﾔﾏｽﾞﾐ ｺﾀﾛｳ 兵庫県 立命館大学

411 周藤　優斗 ｽﾄｳ ﾕｳﾄ 島根県

主催： 広島県自転車競技連盟 共催： 未定 主管： 広島県自転車競技連盟

後援： (公財）日本自転車競技連盟　　（一財）中央森林公園協会

協賛： 　

StartTime: 10:00

【StartList/ A-U

Distance:

第23回西日本チャレンジサイクルロードレース
 

2018年3月11日
広島県中央森林公園ｻｲｸﾘﾝｸﾞｺｰｽ



36.9 km

】

Num. 選手名 センシュメイ Pref. TeamName
412 夛田　裕樹 ﾀﾀﾞ ﾕｳｷ 岡山県 Grandi Petit

413 今井　章雄 ｲﾏｲ ｱｷｵ 岡山県 SAUCE DEVELOPMENT 

414 安田　拓也 ﾔｽﾀﾞ ﾀｸﾔ 岡山県 Team Kermis Cross

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

416 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

417 加藤　滉大 ｶﾄｳ ｺｳﾀ 岡山県 岡山大学自転車競技部

418 辻　晋明 ﾂｼﾞ ｸﾆｱｷ 岡山県 岡山大学自転車競技部

419 歳森　由基 ﾄｼﾓﾘ ﾖｼｷ 岡山県 岡山大学自転車競技部

420 二宗　寛行 ﾆｼｭｳ ﾋﾛﾕｷ 岡山県

421 石原　滉二郎 ｲｼﾊﾗ ｺｳｼﾞﾛ 広島県 Team Kermis Cross

422 田村　悠人 ﾀﾑﾗ ﾕｳﾄ 広島県 Team Kermis Cross

423 早稲田　亮太 ﾜｾﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 広島県 TEAM UKYO Reve 

424 高橋　叶平 ﾀｶﾊｼ ｷｮｳﾍｲ 広島県 TeamUKYO Reve

425 荘司　直哉 ｼｮｳｼﾞ ﾅｵﾔ 広島県 teamUKYOReve

426 松原　陸 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾘｸ 広島県 TeamUKYOReve

427 村岡　耕吉 ﾑﾗｵｶ ｺｳｷﾁ 広島県 TeamUKYOReve

428 下島　海人 ｼﾓｼﾞﾏ ｶｲﾄ 広島県 VICTOIRE広島

429 早苗　拓海 ｻﾅｴ ﾀｸﾐ 広島県 エキップ ティラン

430 岩本　克也 ｲﾜﾓﾄ ｶﾂﾔ 山口県 Team UKYO Reve

431 栗田　龍之介 ｸﾘﾀ ﾘｭｳﾉｽｹ 香川県 大阪経済大学

432 廣本　凌也 ﾋﾛﾓﾄ ﾘｮｳﾔ 愛媛県 Team  Kermis  Cross

433 大岡　佑誠 ｵｵｵｶ ﾕｳｾｲ 愛媛県 TEAM LUPPI

434 山本　健太郎 ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝﾀﾛｳ 高知県 高知工科大学

435 満上　亘 ﾐﾂｶﾐ ﾜﾀﾙ 福岡県 VC FUKUOKA

436 山田　悠斗 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾄ 福岡県 VC FUKUOKA

437 服平　和樹 ﾌｸﾍﾞ ｶｽﾞｷ 大分県 SAUCE DEVELOPMENT

主催： 広島県自転車競技連盟 共催： 未定 主管： 広島県自転車競技連盟

後援： (公財）日本自転車競技連盟　　（一財）中央森林公園協会

協賛： 　

Distance:

第23回西日本チャレンジサイクルロードレース
 

2018年3月11日
広島県中央森林公園ｻｲｸﾘﾝｸﾞｺｰｽ

StartTime: 10:00
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】

Num. 選手名 センシュメイ Pref. TeamName
545 篠原　輝利 ｼﾉﾊﾗ ｷﾘ 茨城県 ボンシャンス

546 津田　悠義 ﾂﾀﾞ ﾕｳｷﾞ 愛知県 EQADS

547 内田　凛 ｳﾁﾀﾞ ﾘﾝ 愛知県 京都向陽サイクルスポーツクラブ

548 小久保　瑠惟 ｺｸﾎﾞ ﾙｲ 愛知県 京都向陽サイクルスポーツクラブ

549 山内　渉 ﾔﾏｳﾁ ﾜﾀﾙ 愛知県 名古屋中学自転車競技部

550 橋本　歩久玄 ﾊｼﾓﾄ ﾎｸｹﾞﾝ 愛知県

551 重原　尚希 ｼｹﾞﾊﾗ ﾅｵｷ 京都府 Team Ringo road

552 重原　優希 ｼｹﾞﾊﾗ ﾕｳｷ 京都府 Team Ringo Road

553 吉田　圭吾 ﾖｼﾀﾞ ｹｲｺﾞ 京都府 向陽高校自転車競技部

554 小池　陽斗 ｺｲｹ ｱｷﾄ 京都府 北桑田高校

555 小谷　直生 ｺﾀﾆ ﾅｵｷ 京都府 北稜高校

556 金田　歩 ｶﾈﾀﾞ ｱﾕﾑ 大阪府 sakatani

557 大仲　凜功 ｵｵﾅｶ ﾘｸ 大阪府 TeamSakatani

558 犬伏　輝斗 ｲﾇﾌﾞｾ ｷﾗﾄ 大阪府 チームスクアドラ

559 岩田　聖矢 ｲﾜﾀ ｾｲﾔ 大阪府 宇陀サイクルレーシング

560 佐伯　宗一郎 ｻｴｷ ｿｳｲﾁﾛｳ 大阪府 千里高校

561 鎌田　晃輝 ｶﾏﾀﾞ ｺｳｷ 大阪府

562 児玉　誠虎 ｺﾀﾞﾏ ﾏｻﾄﾗ 兵庫県 Lumiere KOBE

563 安井　悠真 ﾔｽｲ ﾕｳﾏ 奈良県 京都向陽サイクルスポーツクラブ

564 大谷　玄真 ｵｵﾀﾆ ｹﾞﾝﾏ 奈良県 榛生昇陽高校

565 神末　遥輝 ｺｳｽﾞｴ ﾊﾙｷ 奈良県 榛生昇陽高校

566 吉田　空翔 ﾖｼﾀﾞ ｸｳﾄ 奈良県

567 内藤　健太 ﾅｲﾄｳ ｹﾝﾀ 島根県 出雲工業高校自転車競技部

568 嘉本　翔 ｶﾓﾄ ｼｮｳ 島根県 出雲工業自転車競技部

569 高田　玲 ﾀｶﾀ ﾚｲ 岡山県 ボンシャンス

570 三浦　大知 ﾐｳﾗ ﾀﾞｲﾁ 岡山県 岡山チャレンジクラブ

571 天沼　柊 ｱﾏﾇﾏ ｼｭｳ 岡山県 興陽高校

572 藤原　勇斗 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｳﾄ 岡山県 興陽高校

573 田中　勇斗 ﾀﾅｶ ﾊﾔﾄ 広島県 宮島工業高校

574 黒瀬　亮介 ｸﾛｾ ﾘｮｳｽｹ 広島県 崇徳高校

575 山下　耕平 ﾔﾏｼﾀ ｺｳﾍｲ 広島県

576 福家　拓 ﾌｹ ﾋﾗｸ 香川県 Bonne Chance

577 竹内　成 ﾀｹｳﾁ ﾅﾙ 香川県 ボンシャンス

578 金子　颯馬 ｶﾈｺ ｿｳﾏ 香川県 高松工芸高校自転車競技部

579 堀　太陽 ﾎﾘ ﾀｲﾖｳ 香川県

580 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

581 増田　伊吹 ﾏｽﾀﾞ ｲﾌﾞｷ 愛媛県 愛媛県自転車競技連盟Ｊｒクラブ

582 阿部　源 ｱﾍﾞ ｹﾞﾝ 愛媛県 愛媛県自転車競技連盟ジュニアクラブ

583 柴田　湧斗 ｼﾊﾞﾀ ﾕｳﾄ 愛媛県 愛媛県自転車競技連盟ジュニアクラブ

584 森本　凜太郎 ﾓﾘﾓﾄ ﾘﾝﾀﾛｳ 愛媛県 愛媛県自転車競技連盟ジュニアクラブ

主催： 広島県自転車競技連盟 共催： 未定 主管： 広島県自転車競技連盟

後援： (公財）日本自転車競技連盟　　（一財）中央森林公園協会

協賛： 　

StartTime: 13:15
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】

Num. 選手名 センシュメイ Pref. TeamName
585 坂本　達也 ｻｶﾓﾄ ﾀﾂﾔ 高知県 高知工業

586 瀬戸口　瑛 ｾﾄｸﾞﾁ ｱｷﾗ 鹿児島県 CIEL BLEU Jr.

587 永射　琢也 ﾅｶﾞｲ ﾀｸﾔ 鹿児島県 シェルブールジュニア

588 福迫　倖輔 ﾌｸｻﾞｺ ｺｳｽｹ 鹿児島県 シエルブルーjr.

主催： 広島県自転車競技連盟 共催： 未定 主管： 広島県自転車競技連盟

後援： (公財）日本自転車競技連盟　　（一財）中央森林公園協会

協賛： 　

StartTime: 13:15

【StartList/ A-Y

Distance:

第23回西日本チャレンジサイクルロードレース
 

2018年3月11日
広島県中央森林公園ｻｲｸﾘﾝｸﾞｺｰｽ


