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会場 広島県中央森林公園

400 松原　颯祐 / ﾏﾂﾊﾞﾗ ｿｳｽｹ 広島市立広島工業高等学校 広島県

401 天野　颯太 / ｱﾏﾉ ｿｳﾀ チーム・アベノバ 大阪府

402 弥村　皆斗 / ﾔﾑﾗ ﾐﾅﾄ 京都府

403 池田　渓人 / ｲｹﾀﾞ ｹｲﾄ VC福岡 熊本県

404 溝口　永遠 / ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾄﾜ SSPCアスリート 熊本県

405 佐合　真大 / ｻｺﾞｳ ﾏｻﾄ 名岐ベンド 岐阜県

406 竹野　太喜 / ﾀｹﾉ ﾀｲｷ 三重県

407 池田　涼 / ｲｹﾀﾞ ﾘｮｳ TeamUKYO Reve 広島県

408 堀川　滉太 / ﾎﾘｶﾜ ｺｳﾀ 大阪府

409 森　真崇 / ﾓﾘ ﾏｻﾀｶ 龍谷大学 京都府

410 内田　宇海 / ｳﾁﾀﾞ ﾀｶﾐ 大阪産業大学 大阪府

411 小島　快斗 / ｺｼﾞﾏ ｶｲﾄ 大阪産業大学 奈良県

412 吉村　光也 / ﾖｼﾑﾗ ｺｳﾔ 大阪工業大学 大阪府

413 丹羽　優輔 / ﾆﾜ ﾕｳｽｹ 大阪産業大学 京都府

414 車谷　凌 / ｸﾙﾏﾀﾞﾆ ﾘｮｳ 龍谷大学自転車部 広島県

415 木村　太一 / ｷﾑﾗ ﾀｲﾁ Le lien de Shiga 大阪府

416 長江　直也 / ﾅｶﾞｴ ﾅｵﾔ 岡山大学自転車競技部 兵庫県

417 平田　成基 / ﾋﾗﾀ ﾅﾙｷ 九州大学 福岡県

418 宇賀　悠人 / ｳｶﾞ ﾕｳﾄ 岡山大学自転車競技部 岡山県

419 中島　雅人 / ﾅｶｼﾏ ﾏｻﾄ VC福岡 福岡県

420 古谷　友一 / ﾌﾙﾀﾆ ﾕｳｲﾁ Team UKYO reve 広島県

421 田村　健人 / ﾀﾑﾗ ｹﾝﾄ Coraggio Kawanishi Cycling 大阪府

422 宮崎　泰史 / ﾐﾔｻﾞｷ ﾀｲｼ 津末レーシング 熊本県

423 安井　鴻騎 / ﾔｽｲ ﾋﾛｷ 京都大学 京都府

424 森﨑　英登 / ﾓﾘｻｷ ﾋﾃﾞﾄ Yamanakako Cyclisme Forma 愛知県

425 河地　拓巳 / ｶﾜﾁ ﾀｸﾐ 龍谷大学 京都府

426 吉野　拓海 / ﾖｼﾉ ﾀｸﾐ アーティファクトレーシングチーム 東京都

427 井上　凌 / ｲﾉｳｴ ﾘｮｳ 信州大学自転車競技部 長野県

428 周藤　優斗 / ｽﾄｳ ﾕｳﾄ KamiAllez Izumo 島根県

429 吉岡　秀祐 / ﾖｼｵｶ ｼｭｳｽｹ 大阪経済大学 京都府

430 古川　眞隆 / ﾌﾙｶﾜ ﾏｻﾀｶ 大阪工業大学 兵庫県

431 菱田　成 / ﾋｼﾀﾞ ﾅﾙ 大阪産業大学 大阪府

432 門田　裕貴 / ｶﾄﾞﾀ ﾕｳｷ 高知工科大学 香川県

433 吉木　匠 / ﾖｼｷ ﾀｸﾐ eNShare cycling team 広島県

434 花田　金之介 / ﾊﾅﾀﾞ ｷﾝﾉｽｹ 大阪府

435 秋好　佑太 / ｱｷﾖｼ ﾕｳﾀ VC福岡 福岡県

436 宅島　春紀 / ﾀｸｼﾏ ﾊﾙｷ 神奈川

437 早稲田　亮太 / ﾜｾﾀﾞ ﾘｮｳﾀ TeamUKYO Reve 広島県

438 加藤　滉大 / ｶﾄｳ ｺｳﾀ 岡山大学自転車競技部 岡山県

439 近藤　大稀 / ｺﾝﾄﾞｳ ﾀﾞｲｷ TRAILBLAZER 愛知県

440 辰巳　寛明 / ﾀﾂﾐ ﾋﾛｱｷ 京都大学 京都府

441 大山　慶祐 / ｵｵﾔﾏ ｹｲｽｹ 立命館大学 京都府

442 夛田　裕樹 / ﾀﾀﾞ ﾕｳｷ Grandi Petit 岡山県

443 齋藤　真一 / ｻｲﾄｳ ｼﾝｲﾁ 大阪府大高専 大阪府

444 新谷　匡史 / ｼﾝﾀﾆ ﾏｻｼ 京都大学 京都府

445 木村　純気 / ｷﾑﾗ ｼﾞｭﾝｷ 志學館大学自転車競技部 鹿児島

446 永田　陸 / ﾅｶﾞﾀ ﾘｸ 島根県立大学 島根県

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

448 山住　虎太郎 / ﾔﾏｽﾞﾐ ｺﾀﾛｳ 立命館大学 兵庫県

449 長谷川　晃希 / ﾊｾｶﾞﾜ ｺｳｷ 立命館大学 京都府

450 山岡　由幸 / ﾔﾏｵｶ ﾕｳｷ 大阪工業大学 大阪府

451 嶋田　祥 / ｼﾏﾀﾞ ｼｮｳ 立命館大学自転車競技部 京都府

452 西村　雄太 / ﾆｼﾑﾗ ﾕｳﾀ 龍谷大学 京都府

453 奥田　直継 / ｵｸﾀﾞ ﾅｵﾂｸﾞ 大阪工業大学 大阪府

454 鈴木　史竜 / ｽｽﾞｷ ｼﾘｭｳ Team Eurasia-IRC TIRE 静岡県

455 杉山　雄亮 / ｽｷﾞﾔﾏ ﾕｳｽｹ Leap Hamamatsu Cycling Te 静岡県

456 髙橋　恭平 / ﾀｶﾊｼ ｷｮｳﾍｲ KOGMA Racing 岐阜県

457 岸本　啓杜 / ｷｼﾓﾄ ﾋﾛﾄ 関西大学体育会自転車部 大阪府

458 中田　雄大 / ﾅｶﾀ ﾕｳﾀﾞｲ 信州大学 長野県

459 山﨑　咲斗 / ﾔﾏｻｷ ｻｷﾄ ネクストリームうどん虹屋 大阪府

460 橋本　泰生 / ﾊｼﾓﾄ ﾀｲｾｲ 神戸大学自転車競技サークル 兵庫県

461 恩田　拓 / ｵﾝﾀﾞ ﾀｸ SPADE ACE 愛知県

462 井上　創太 / ｲﾉｳｴ ｿｳﾀ 九州大学サイクリング同好会 福岡県

463 石橋　諒大 / ｲｼﾊﾞｼ ﾘｮｳﾀ サンクスサイクルラボ 千葉県

464 歳森　由基 / ﾄｼﾓﾘ ﾖｼｷ 岡山大学自転車競技部 岡山県

465 奥村　祐希 / ｵｸﾑﾗ ﾕｳｷ サイファアスリートクラブ 岡山県

466 一丸　裕介 / ｲﾁﾏﾙ ﾕｳｽｹ Team UKYO Reve 山口県

467 中森　大樹 / ﾅｶﾓﾘ ﾀｲｷ VC 福岡 京都府

468 太田　崇照 / ｵｵﾀ ﾀｶﾃﾙ 名岐ベンド 愛知県

469 中西　哲健 / ﾅｶﾆｼ ﾉﾘｶﾂ ナカガワASKデザイン 兵庫県

470 井上　文成 / ｲﾉｳｴ ﾌﾐﾅﾘ 広島eNShare-エルドラード 岡山県

471 安田　拓也 / ﾔｽﾀﾞ ﾀｸﾔ Team Kermis Cross 島根県

472 森　達哉 / ﾓﾘ ﾀﾂﾔ 同志社大学 京都府

473 徳前　佑樹 / ﾄｸﾏｴ ﾕｳｷ 高知工科大学サイクリング部 高知県

474 二宮　誉仁 / ﾆﾉﾐﾔ ﾀｶﾋﾄ VC 福岡 大阪府

475 濱田　大海 / ﾊﾏﾀﾞ ﾏｻﾐ TEAM KERMIS CROSS 広島県

476 今井　章雄 / ｲﾏｲ ｱｷｵ team Grandi Petit 岡山県

477 岡本　康平 / ｵｶﾓﾄ ｺｳﾍｲ 大阪府

478 山本　健太郎 / ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝﾀﾛｳ 高知工科大学 高知県

479 竹内　勇輝 / ﾀｹｳﾁ ﾕｳｷ 岡山大学 自転車競技部 岡山県

480 道見　和也 / ﾄﾞｳﾐ ｶｽﾞﾔ VC AVANZARE 兵庫県

481 山科　竜一郎 / ﾔﾏｼﾅ ﾘｭｳｲﾁ VC 福岡 兵庫県

出走者数＝ 82

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


