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会場 広島県中央森林公園

545 中村　一登 / ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞﾄ Team Grandi Petit 岡山県

546 田村　雄助 / ﾀﾑﾗ ﾕｳｽｹ Team Grandi Petit 岡山県

547 岡本　順 / ｵｶﾓﾄ ｼﾞｭﾝ 山口県自転車競技連盟・GR 山口県

548 曹　栩銘 / ｿｳ ｸﾒｲ エキップティラン 広島県

549 広瀬　竜太 / ﾋﾛｾ ﾘｭｳﾀ 大石塾 京都府

550 頼政　弥弘 / ﾖﾘﾏｻ ﾐﾂﾋﾛ eNShare cycling team 広島県

551 藤井　文男 / ﾌｼﾞｲ ﾌﾐｵ Equipe Tyran 広島県

552 西谷　泰治 / ﾆｼﾀﾆ ﾀｲｼﾞ 愛知県

553 津末　浩平 / ﾂｽｴ ｺｳﾍｲ 津末レーシング 大分県

554 仲松　康太 / ﾅｶﾏﾂ ﾔｽﾋﾛ VC福岡（エリート） 大阪府

555 野津本　尚也 / ﾉﾂﾓﾄ ﾅｵﾔ Forum racing 島根県

556 末信　均 / ｽｴﾉﾌﾞ ﾋﾄｼ サイクルワークスTT 高知県

557 大原　勇生 / ｵｵﾊﾗ ﾕｳｷ Team スクアドラ 大阪府

558 宮田　久生 / ﾐﾔﾀ ﾋｻｵ TeamUKYO Reve 広島県

559 小林　洋平 / ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｳﾍｲ VC VELOCE 大阪府

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

561 松永　直也 / ﾏﾂﾅｶﾞ ﾅｵﾔ サイクルワークスTT 高知県

562 池太　信也 / ｲｹﾀﾞ ﾉﾌﾞﾔ 鷲羽レーシング 岡山県

563 植木　康文 / ｳｴｷ ﾔｽﾌﾐ 山口県自転車競技連盟・ＧＲ 山口県

564 佐藤　貴志 / ｻﾄｳ ﾀｶｼ UNIVERS 徳島県

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

566 登　博史 / ﾉﾎﾞﾘ ﾋﾛﾌﾐ UNIVERS 徳島県

567 吉海　久人 / ﾖｼｶｲ ﾋｻﾄ TNGレーシング広島 広島県

568 築山　元樹 / ﾂｷﾔﾏ ｹﾞﾝｷ Team Grandi Petit 岡山県

569 鈴木　健之 / ｽｽﾞｷ ﾀｹﾕｷ CONQUISTA 島根県

570 西川　大介 / ﾆｼｶﾜ ﾀﾞｲｽｹ 広島県

571 杉村　敏章 / ｽｷﾞﾑﾗ ﾄｼｱｷ チーム大永山 愛媛県

572 植田　良 / ｳｴﾀ ﾘｮｳ UNIVERS(ユニヴェール) 徳島県

573 山﨑　勝彦 / ﾔﾏｻｷ ｶﾂﾋｺ TNGレーシング広島 広島県

574 磯田　友賀 / ｲｿﾀﾞ ﾄﾓｶｽﾞ TEAM SFIDA 京都府

575 安藤　賢二 / ｱﾝﾄﾞｳ ｹﾝｼﾞ ウオズミサイクル 兵庫県

576 森井　浩明 / ﾓﾘｲ ﾋﾛｱｷ Team Grandi Petit 岡山県

577 山野井　哲実 / ﾔﾏﾉｲ ｻﾄﾐ VC VELOCE 大阪府

578 中田　辰朗 / ﾅｶﾀ ﾀﾂﾛｳ 山口県自転車競技連盟・GR 山口県

579 高山　雅史 / ﾀｶﾔﾏ ﾏｻﾌﾐ サイファアスリートクラブ 岡山県

580 藤井　伸昌 / ﾌｼﾞｲ ﾉﾌﾞﾏｻ チーム岡山 岡山県

581 西尾　洋介 / ﾆｼｵ ﾖｵｽｹ バルバレーシングクラブ 富山県

582 中村　和広 / ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞﾋﾛ 温泉同好会 山口県

583 柳原　浩嗣 / ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ﾋﾛﾂｸﾞ ウオズミサイクルレーシング 兵庫県

584 水谷　和正 / ﾐｽﾞﾀﾆ ｶｽﾞﾏｻ バルバレーシングクラブ 富山県

585 石井　久雄 / ｲｼｲ ﾋｻｵ soleil de l'est 兵庫県

586 岡部　嘉照 / ｵｶﾍﾞ ﾖｼﾃﾙ サイクルワークスTT(高知) 高知県

587 西嶋　孝典 / ﾆｼｼﾞﾏ ﾀｶﾉﾘ チーム・ケンズ 広島県

588 坂本　恵一 / ｻｶﾓﾄ ｹｲｲﾁ BC.ANELLO 大阪府

589 岩本　真樹 / ｲﾜﾓﾄ ﾏｻｷ eNShare Cycling Team 島根県

590 坂上　統 / ｻｶｶﾞﾐ ｱﾂﾑ ウオズミサイクルレーシング 兵庫県

591 辻　康成 / ﾂｼﾞ ﾔｽﾅﾘ NASU FAN CLUB 兵庫県

592 山口　忠行 / ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾀﾞﾕｷ eNShare Cycling Team 広島県

593 小林　達也 / ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾂﾔ eNShareサイクリングチーム 広島県

594 原　直人 / ﾊﾗ ﾅｵﾄ 山口県自転車競技連盟GRP 山口県

595 中尾　敦司 / ﾅｶｵ ｱﾂｼ チーム・グランプッチ 岡山県

596 酒居　良和 / ｻｶｲ ﾖｼｶｽﾞ エキップ ティラン 広島県

597 赤澤　和徳 / ｱｶｻﾞﾜ ｶｽﾞﾉﾘ チームグランプッチ 岡山県

598 三村　尚 / ﾐﾑﾗ ﾀｶｼ チーム岡山 岡山県

出走者数＝ 54

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


