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会場 広島県中央森林公園

210 大橋　雷太 / ｵｵﾊｼ ﾗｲﾀ Le line de shiga 滋賀県

211 松尾　侑喜 / ﾏﾂｵ ﾕｳｷ voyAge cycling team 広島県

212 中澤　惟吹 / ﾅｶｻﾞﾜ ｲﾌﾞｷ Le lien de Shiga 滋賀県

213 藤森　健太 / ﾌｼﾞﾓﾘ ｹﾝﾀ サイファアスリートクラブ 岡山県

214 三島　晴樹 / ﾐｼﾏ ﾊﾙｷ クロワジエール 香川県

215 大坪　慎太郎 / ｵｵﾂﾎﾞ ｼﾝﾀﾛ クロワジエール 香川県

216 長谷川　諒 / ﾊｾｶﾞﾜ ﾘｮｳ Le lien de shiga 兵庫県

217 塩川　晃次 / ｼｵｶﾜ ｺｳｼﾞ 愛媛大学 愛媛県

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

219 大日方　海斗 / ｵﾋﾞﾅﾀ ｶｲﾄ バルバクラブフクイ 福井県

220 大岡　佑誠 / ｵｵｵｶ ﾕｳｾｲ 岡山県

221 小林　秀幸 / ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞﾕｷ 山口県

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

223 黒田　将広 / ｸﾛﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ Pantastic 島根県

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

225 板敷　洋輔 / ｲﾀｼﾞｷ ﾖｳｽｹ instinct 徳島県

226 堀　竜也 / ﾎﾘ ﾀﾂﾔ エキップ ティラン 広島県

227 前田　悦宏 / ﾏｴﾀﾞ ﾖｼﾋﾛ バルバクラブフクイ 福井県

228 荒目　一輝 / ｱﾗﾒ ｶｽﾞｷ 広島県

229 為永　大輔 / ﾀﾒﾅｶﾞ ﾀﾞｲｽｹ バルバクラブフクイ 福井県

230 秀島　健太 / ﾋﾃﾞｼﾏ ｹﾝﾀ 広島県

231 西村　一樹 / ﾆｼﾑﾗ ｶｽﾞｷ 大阪府

232 木村　光宏 / ｷﾑﾗ ﾐﾂﾋﾛ TEAM HIROSHIGE 山の会 山口県

233 山川　勝也 / ﾔﾏｶﾜ ｶﾂﾔ 香川県

234 城下　優 / ｼﾛｼﾀ ﾏｻﾙ CR3W 愛媛県

235 尾藤　泰彦 / ﾋﾞﾄｳ ﾔｽﾋｺ チーム大永山 愛媛県

236 尾原　正豊 / ｵﾊﾗ ﾏｻﾄﾖ tko_cc 岡山県

237 越智　信 / ｵﾁ ﾏｺﾄ 今治造船自転車部 愛媛県

238 三ッ國　拓也 / ﾐﾂｸﾆ ﾀｸﾔ M3 Cycling Team 大阪府

239 片上　尊博 / ｶﾀｶﾐ ﾀｶﾋﾛ CR3W 香川県

240 天谷　英輝 / ｱﾏｶﾞｲ ﾋﾃﾞｷ CR3W 愛媛県

241 岡本　真治 / ｵｶﾓﾄ ｼﾝｼﾞ サイファアスリートクラブ 岡山県

242 熊田　智成 / ｸﾏﾀﾞ ﾄﾓﾅﾘ TRY-DEMOT'S 香川県

243 波片　鉄平 / ﾊｶﾞﾀ ﾃｯﾍﾟｲ CR3W 愛媛県

244 大野　雅之 / ｵｵﾉ ﾏｻﾕｷ 日本食研サイクリングクラブ 愛媛県

245 木村　雅也 / ｷﾑﾗ ﾏｻﾔ washu racing 岡山県

246 宇田　浩 / ｳﾀﾞ ﾋﾛｼ ちゅう吉 広島県

247 谷岡　泰宏 / ﾀﾆｵｶ ﾔｽﾋﾛ 広島県

248 河上　浩久 / ｶﾜｶﾐ ﾋﾛﾋｻ オリーブサイクル 香川県

249 上原　貴洋 / ｳｴﾊﾗ ﾀｶﾋﾛ 香川県

250 西田　勝彦 / ﾆｼﾀﾞ ｶﾂﾋｺ 広島県

251 友広　聡則 / ﾄﾓﾋﾛ ｻﾄﾉﾘ きむチャリOSTW 広島県

252 村上　淳 / ﾑﾗｶﾐ ｼﾞｭﾝ ダックス 岡山県

253 山田　伸浩 / ﾔﾏﾀﾞ ﾉﾌﾞﾋﾛ BIBA BIKES JAPAN 香川県

254 小松　広明 / ｺﾏﾂ ﾋﾛｱｷ Suisitu 高知県

255 松下　政司 / ﾏﾂｼﾀ ｾｲｼﾞ 広島県

256 久賀　正晴 / ｸｶﾞ ﾏｻﾊﾙ instinct 徳島県

257 渡邉　啓二 / ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲｼﾞ ボンシャンス愛媛アランチャ 愛媛県

258 堀　英雄 / ﾎﾘ ﾋﾃﾞｵ サイファac 岡山県

259 正野　繁生 / ｼｮｳﾉ ｼｹﾞｵ 広島県

260 重田　一生 / ｼｹﾞﾀ ｶｽﾞｵ 山口県

261 太田　煌星 / ｵｵﾀ ｺｳｾｲ 鳥取県

262 築山　颯汰 / ﾂｷﾔﾏ ﾊﾔﾀ FREESPEED 岡山県

263 山本　蒼良 / ﾔﾏﾓﾄ ｿﾗ 岡山県

264 吉武　凜 / ﾖｼﾀｹ ﾘﾝ 愛媛県

265 谷村　友維 / ﾀﾆﾑﾗ ﾕｲ 田内輪業 高知県

266 香西　玲良 / ｺｳｻﾞｲ ｱｷﾗ 高松市サイクルスポーツ少年団 香川県

出走者数＝ 57

主催：広島県自転車競技連盟

後援：（一社）中央森林公園協会　　（公財）日本自転車競技連盟

主管：広島県自転車競技連盟


