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会場 広島県中央森林公園

501 奥井　達也 / ｵｸｲ ﾀﾂﾔ ライフレーシングクラブ 滋賀県

502 森本　真波斗 / ﾓﾘﾓﾄ ﾏﾅﾄ 愛媛県自転車競技連盟ジュニ 愛媛県

503 中原　湊 / ﾅｶﾊﾗ ﾐﾅﾄ SSPC-益城中学校 熊本県

504 児玉　誠虎 / ｺﾀﾞﾏ ﾏｻﾄﾗ Lumiere KOBE 兵庫県

505 奥田　東航 / ｵｸﾀﾞ ﾄﾜ 京都向陽サイクルスポーツクラ 三重県

506 内田　凛 / ｳﾁﾀﾞ ﾘﾝ 京都向陽サイクルスポーツクラ 愛知県

507 福永　隼人 / ﾌｸﾅｶﾞ ﾊﾔﾄ SSPC-大津北中 熊本県

508 阿部　源 / ｱﾍﾞ ｹﾞﾝ 愛媛県自転車競技連盟ジュニ 愛媛県

509 梅澤　幹太 / ｳﾒｻﾞﾜ ｶﾝﾀ エキップｕレーシング 愛媛県

510 重原　尚希 / ｼｹﾞﾊﾗ ﾅｵｷ Team RingoRoad/木津南中 京都府

511 犬伏　輝斗 / ｲﾇﾌﾞｾ ｷﾗﾄ チームスクアドラ 大阪府

512 鎌田　晃輝 / ｶﾏﾀﾞ ｺｳｷ VC福岡 大阪府

513 竹野　迅音 / ﾀｹﾉ ﾊﾔﾄ 三重県

514 杉下　温音 / ｽｷﾞｼﾀ ﾊﾙﾄ 名古屋中学自転車競技部 愛知県

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

516 芝池　旺伽 / ｼﾊﾞｲｹ ｵｳｶﾞ 三重県

517 瀬戸口　瑛 / ｾﾄｸﾞﾁ ｱｷﾗ CIEL BLEU Jr. 鹿児島

518 柴田　湧斗 / ｼﾊﾞﾀ ﾕｳﾄ エキップuレーシング 愛媛県

519 金田　歩 / ｶﾈﾀﾞ ｱﾕﾑ 大阪府

520 森本　凜太郎 / ﾓﾘﾓﾄ ﾘﾝﾀﾛｳ 愛媛県自転車競技連盟ジュニ 愛媛県

521 中村　蓮 / ﾅｶﾑﾗ ﾚﾝ CIEL BLEU Jr. 鹿児島

522 大仲　凜功 / ｵｵﾅｶ ﾘｸ SakataniRacing 大阪府

523 福家　拓 / ﾌｹ ﾋﾗｸ 香川県

524 岡田　宝 / ｵｶﾀﾞ ﾀｶﾗ Coraggio kawanishi Cycling T 兵庫県

525 山内　渉 / ﾔﾏｳﾁ ﾜﾀﾙ 名古屋中学自転車競技部 愛知県

526 重原　優希 / ｼｹﾞﾊﾗ ﾕｳｷ Team RingoRoad/木津南中 京都府

527 江角　駿 / ｴｽﾐ ｼｭﾝ VENTOS FRECCIA 東京都

528 新井　敬太 / ｱﾗｲ ｹｲﾀ 広島県

529 西村　健太郎 / ﾆｼﾑﾗ ｹﾝﾀﾛｳ 出雲工業高校 島根県

530 本吉　翔一 / ﾓﾄﾖｼ ｼｮｳｲﾁ 興陽高校 岡山県

531 高浦　太洋 / ﾀｶｳﾗ ﾀｲﾖｳ 北桑田高校 京都府

532 廣中　聖 / ﾋﾛﾅｶ ﾋｼﾞﾘ 出雲工業自転車競技部 島根県

533 村上　裕二郎 / ﾑﾗｶﾐ ﾕｳｼﾞﾛ 松山工業高等学校 愛媛県

534 金田　直樹 / ｶﾅﾀﾞ ﾅｵｷ leap 静岡県

535 岡本　智大 / ｵｶﾓﾄ ﾄﾓﾋﾛ 興陽高校 岡山県

536 平野　慶樹 / ﾋﾗﾉ ｹｲｼﾞｭ 高松工芸高校自転車競技部 香川県

537 岩田　聖矢 / ｲﾜﾀ ｾｲﾔ 榛生昇陽高校 奈良県

538 中森　匠海 / ﾅｶﾓﾘ ﾀｸﾐ 奈良北高校 奈良県

539 田村　純哉 / ﾀﾑﾗ ﾄｳﾔ 高知学芸高等学校 高知県

540 安井　悠真 / ﾔｽｲ ﾕｳﾏ 北桑田高校 京都府

541 福島　大貴 / ﾌｸｼﾏ ﾋﾛｷ 佐野工科高校 大阪府

542 原田　翔真 / ﾊﾗﾀﾞ ｼｮｳﾏ 神崎高校 兵庫県

543 白矢　悠吾 / ｼﾗﾔ ﾕｳｺﾞ 榛生昇陽高校 奈良県

出走者数＝ 43

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


