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第24回 西日本チャレンジロードレース
2019年3月10日(日)

会場 広島県中央森林公園

300 高山　伊織 / ﾀｶﾔﾏ ｲｵﾘ 広島県

301 中村　秀真 / ﾅｶﾑﾗ ｼｭｳﾏ 広島市工 広島県

302 田口　詞也 / ﾀｸﾞﾁ ﾂｸﾞﾅﾘ 662CCC 兵庫県

303 山下　莉季 / ﾔﾏｼﾀ ﾘｷ 広島県

304 北野　夏樹 / ｷﾀﾉ ﾅﾂｷ 広島市立広島工業高校 広島県

305 山口　夢叶 / ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳﾄ KURA-KURA 岡山県

306 初川　弘浩 / ﾊﾂｶﾜ ｺｳﾋﾛ DADDY 岐阜県

307 播磨　祐季 / ﾊﾘﾏ ﾕｳｷ Kami Allez IZUMO 島根県

308 重白　和希 / ｼｹﾞｼﾛ ｶｽﾞｷ Team the red 広島県

309 高重　竜輔 / ﾀｶｼｹﾞ ﾘｭｳｽｹ 広島県

310 有本　勝志 / ｱﾘﾓﾄ ｶﾂｼ 岡山県

311 太田　海也 / ｵｵﾀ ｶｲﾔ Kaiyaman 岡山県

312 湯山　幸輝 / ﾕﾔﾏ ｺｳｷ カミアーレ出雲 島根県

313 城本　成司 / ｼﾛﾓﾄ ｾｲｼﾞ エキップティラン 広島県

314 重白　将汰 / ｼｹﾞｼﾛ ｼｮｳﾀ 広島県

315 黒岩　誠 / ｸﾛｲﾜ ﾏｺﾄ SD GATTI 福岡県

316 細川　貴弘 / ﾎｿｶﾜ ﾀｶﾋﾛ 岡山県

317 倉元　啓志 / ｸﾗﾓﾄ ｹｲｼ 広島大学トライアスロン部Gulls 広島県

318 神笠　紘平 / ｶﾐｶﾞｻ ｺｳﾍｲ ユニヴェール 広島県

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

320 亀谷　宏海 / ｶﾒﾀﾆ ﾋﾛﾐ Team Re:Cycle 香川県

321 長谷川　慎之助 / ﾊｾｶﾞﾜ ｼﾝﾉ 広島県

322 馬屋原　俊基 / ｳﾏﾔﾊﾗ ﾄｼｷ ちゅう吉カサハラゼミ 広島県

323 川久保　夏貴 / ｶﾜｸﾎﾞ ﾅﾂｷ KCTC 高知県

324 荒金　宙希 / ｱﾗｶﾈ ﾋﾛｷ KamiAllez Izumo 島根県

325 麻生　裕也 / ｱｿｳ ﾋﾛﾔ エキップティラン 広島県

326 野村　翔 / ﾉﾑﾗ ｼｮｳ 山口県

327 佐伯　知明 / ｻｴｷ ﾁｱｷ ちゅう吉 広島県

328 井上　尚也 / ｲﾉｳｴ ﾅｵﾔ Aki Rising Bicycle team 広島県

329 中田　圭亮 / ﾅｶﾀ ｹｲｽｹ TEAM all out 大阪府

330 Julian　Nuez / ﾌﾘｱﾝ ﾆｭｴｽﾞ 広島県

331 秀島　健太 / ﾋﾃﾞｼﾏ ｹﾝﾀ 広島県

332 上田　祐太郎 / ｳｴﾀﾞ ﾕｳﾀﾛｳ クラレサイクリング同好会 岡山県

333 森本　玄達 / ﾓﾘﾓﾄ ﾋﾛﾐﾁ Elite Test Team 岡山県

334 佐藤　大輔 / ｻﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ 福岡県

335 厨子　隆仁 / ｽﾞｼ ﾀｶﾋﾄ 岡山県

336 斉藤　修一 / ｻｲﾄｳ ｼｭｳｲﾁ バルバクラブフクイ 福井県

337 大谷　勇太 / ｵｵﾀﾆ ﾕｳﾀ エロレンジャー 高知県

338 角野　正輝 / ｽﾐﾉ ﾏｻﾃﾙ 広島県

339 尾崎　光正 / ｵｻﾞｷ ﾐﾂﾏｻ GREEN GROOVE 岡山県

340 山口　真史 / ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｻｼ KURA-KURA 岡山県

341 笠原　祥史 / ｶｻﾊﾗ ﾖｼﾌﾐ ちゅう吉カサハラゼミ 広島県

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

343 山口　泰司 / ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛｼ La Belle Equipe 大阪府

344 迫田　宏光 / ｻｺﾀﾞ ﾋﾛﾐﾂ チームモンベル 兵庫県

345 加藤　啓二 / ｶﾄｳ ｹｲｼﾞ ラーメン加藤 山口県

346 直井　晋一郎 / ﾅｵｲ ｼﾝｲﾁﾛｳ 広島県

347 荒海　寿人 / ｱﾗｳﾐ ﾋｻﾄ ちゅう吉 広島県

348 三谷　長永 / ﾐﾀﾆ ﾀｹﾋｻ 広島県

349 藤井　敏行 / ﾌｼﾞｲ ﾄｼﾕｷ T.L.E.T 山口県

350 田口　純也 / ﾀｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝﾔ 662CCC 兵庫県

351 山崎　秀忠 / ﾔﾏｻｷ ﾋﾃﾞﾀﾀﾞ チーム岡山 岡山県

352 正木　勝 / ﾏｻｷ ﾏｻﾙ Rabbit Street 山口県

353 藤原　寿照 / ﾌｼﾞﾜﾗ ﾄｼﾃﾙ SPEEDjunkies MRT 愛媛県

354 木原　正好 / ｷﾊﾗ ﾏｻﾖｼ DOLUCKS 広島県

355 松村　浩彦 / ﾏﾂﾑﾗ ﾋﾛﾋｺ Nakijin Win Max 福岡県

356 吉松　新大 / ﾖｼﾏﾂ ｱﾗﾀ 山口県ジュニアサイクルスポーツ 山口県

357 ｳｨﾘｱﾑｽ ｱﾚｸｻﾝﾀﾞｰ / ｳｨﾘｱﾑ 東雲中サイクリングクラブ 広島県

358 高夫　凌芽 / ﾀｶﾌﾞ ﾘｮｳｶﾞ 東雲中サイクリングクラブ 広島県

359 生田　楓唯 / ｲｸﾀ ﾌｳｲ kermis cross 広島県

360 中村　夏稀 / ﾅｶﾑﾗ ﾅﾂｷ 高松市サイクルスポーツ少年団 香川県

出走者数＝ 61

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


