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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

1 宮本　幸輝 / ﾐﾔﾓﾄ ｺｳｷ 神崎高校 兵庫県

2 山﨑　孝太朗 / ﾔﾏｻﾞｷ ｺｳﾀﾛ 石田高校自転車競技部 香川県

3 橋本　歩久玄 / ﾊｼﾓﾄ ﾎｸｹﾞﾝ 北桑田高校 京都府

4 山下　耕平 / ﾔﾏｼﾀ ｺｳﾍｲ 広島県

5 辻本　青矢 / ﾂｼﾞﾓﾄ ｾｲﾔ SPADE ACE 静岡県

6 尾形　拓人 / ｵｶﾞﾀ ﾀｸﾄ 高松工芸高校自転車競技部 香川県

7 松永　蓮 / ﾏﾂﾅｶﾞ ﾚﾝ 高知東工業高等学校 高知県

8 坂下　勁慈 / ｻｶｼﾀ ｹｲｼﾞ 奈良北高校 奈良県

9 小西　優太郎 / ｺﾆｼ ﾕｳﾀﾛｳ 花園高校 京都府

10 宮田　龍一 / ﾐﾔﾀ ﾘｭｳｲﾁ 榛生昇陽高校 奈良県

11 増田　伊吹 / ﾏｽﾀﾞ ｲﾌﾞｷ 松山工業高等学校 愛媛県

12 岡本　晴毅 / ｵｶﾓﾄ ﾊﾙｷ 榛生昇陽高校 奈良県

13 目附　光 / ﾒﾂｹ ﾋｶﾙ 松山聖陵高等学校 愛媛県

14 美甘　星次郎 / ﾐｶﾓ ｾｲｼﾞﾛｳ 倉吉総合産業高校 鳥取県

15 鈴木　颯斗 / ｽｽﾞｷ ﾊﾔﾄ leap Hamamatsu cycling tea 静岡県

16 矢萩　悠也 / ﾔﾊｷﾞ ﾕｳﾔ 大阪産業大学附属高校 大阪府

17 山本　航輝 / ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｷ 松山工業高等学校 愛媛県

18 杉本　颯馬 / ｽｷﾞﾓﾄ ｿｳﾏ 倉吉総合産業高校 鳥取県

19 小原　駿典 / ｺﾊﾞﾗ ｼｭﾝｽｹ 石田高校自転車競技部 香川県

20 長池　立 / ﾅｶﾞｲｹ ﾘﾂ 香川県

21 福田　大輔 / ﾌｸﾀ ﾀﾞｲｽｹ 榛生昇陽高校 奈良県

22 早川　晃平 / ﾊﾔｶﾜ ｺｳﾍｲ 奈良北高校 奈良県

23 高田　玲 / ﾀｶﾀ ﾚｲ 松山城南高等学校 岡山県

24 源　翔太 / ﾐﾅﾓﾄ ｼｮｳﾀ 出雲工業自転車競技部 島根県

25 河本　裕規 / ｺｳﾓﾄ ﾕｳｷ 興陽高校 岡山県

26 中岡　海 / ﾅｶｵｶ ｶｲ 松山城南高校 愛媛県

27 大岩　駿介 / ｵｵｲﾜ ｼｭﾝｽｹ 松山城南高校 愛媛県

28 南山　太朗 / ﾐﾅﾐﾔﾏ ﾀﾛｳ UNIVERS 徳島県

29 藤森　康太 / ﾌｼﾞﾓﾘ ｺｳﾀ 興陽高校 岡山県

30 白川　隆太 / ｼﾗｶﾜ ﾘｭｳﾀ 北桑田高校 京都府

31 入澤　魁星 / ｲﾘｻﾞﾜ ｶｲｾｲ 倉吉総合産業高校 鳥取県

32 林　篤輝 / ﾊﾔｼ ｱﾂｷ 高松工芸高校 香川県

33 久賀　壮大 / ｸｶﾞ ｿｳﾀ 小松島西高等学校 徳島県

34 香西　高良 / ｺｳｻﾞｲ ﾀｶﾗ 高松工芸高校 香川県

35 梶谷　海 / ｶｼﾞﾀﾆ ﾜﾀﾙ 出雲工業高校自転車競技部 島根県

36 藤田　黎明 / ﾌｼﾞﾀ ﾚｲﾒｲ 北桑田高校 京都府

37 岡﨑　日向 / ｵｶｻﾞｷ ﾋｭｳｶﾞ 松山工業高等学校 愛媛県

38 逸崎　瑞喜 / ｲﾂｻﾞｷ ﾐｽﾞｷ 堺市立堺高等学校 大阪府

39 荒金　太一 / ｱﾗｶﾈ ﾀｲﾁ 倉吉総合産業高校 鳥取県

40 永田　隼也 / ﾅｶﾞﾀ ｼﾞｭﾝﾔ 倉吉総合産業高校 鳥取県

41 板倉　裕聖 / ｲﾀｸﾗ ﾕｳｾｲ Leap Hamamatsu Cycling tea 静岡県

42 幾野　太郎 / ｲｸﾉ ﾀﾛｳ 小松島西高校 徳島県

43 岡本　翔 / ｵｶﾓﾄ ｼｮｳ 松山城南高校 愛媛県

44 大谷　玄真 / ｵｵﾀﾆ ｹﾞﾝﾏ 榛生昇陽高校 奈良県

45 田中　勇斗 / ﾀﾅｶ ﾊﾔﾄ 宮島工業高校 広島県

46 岸　央展 / ｷｼ ﾋﾛﾉﾌﾞ sakatani racing 大阪府

47 内藤　健太 / ﾅｲﾄｳ ｹﾝﾀ 島根県立出雲工業高等学校 島根県

48 吉田　空翔 / ﾖｼﾀﾞ ｸｳﾄ 奈良北高校 奈良県

49 金子　颯馬 / ｶﾈｺ ｿｳﾏ 高松工芸高校 香川県

50 佐合　海大 / ｻｺﾞｳ ﾋﾛﾄ 名岐ベンド 岐阜県

51 天沼　柊 / ｱﾏﾇﾏ ｼｭｳ 興陽高校 岡山県

52 堀　太陽 / ﾎﾘ ﾀｲﾖｳ 高松工芸高校 香川県

53 向畑　和貴 / ﾑｶｲﾊﾀｹ ｶｽﾞｷ Le lien de Shiga 滋賀県

54 神末　遥輝 / ｺｳｽﾞｴ ﾊﾙｷ 榛生昇陽高校 奈良県

55 嘉本　翔 / ｶﾓﾄ ｼｮｳ 島根県

56 坂本　達也 / ｻｶﾓﾄ ﾀﾂﾔ 高知工業 高知県

57 山本　大智 / ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾞｲﾁ 松山聖陵高等学校 愛媛県

58 藤原　勇斗 / ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｳﾄ 興陽高校 岡山県

59 高原　令伍 / ﾀｶﾊﾗ ﾚｲｺﾞ 榛生昇陽高校 奈良県

60 矢田　寛也 / ﾔﾀ ﾋﾛﾔ 出雲工業高校 自転車競技部 島根県

61 天野　壮悠 / ｱﾏﾉ ﾀｹﾊﾙ 大阪府立千里高校 大阪府

62 上内　一眞 / ｼﾞｮｳﾅｲ ｶｽﾞﾏ 榛生昇陽高校 奈良県

63 常次　勇人 / ﾂﾈﾂｸﾞ ﾊﾔﾄ 堺市立堺高等学校 大阪府

64 大前　龍太 / ｵｵﾏｴ ﾘｭｳﾀ 高知東工業 高知県

65 藤本　大吉 / ﾌｼﾞﾓﾄ ﾀﾞｲｷﾁ 興國高校 大阪府

66 上野　雅彦 / ｳｴﾉ ﾏｻﾋｺ 高松工芸高校 香川県

67 北宅　柊麻 / ｷﾀﾔ ﾄｳﾏ 松山城南高等学校 愛媛県

68 渡邊　諒馬 / ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳﾏ 松山城南高校 愛媛県

69 丸山　颯斗 / ﾏﾙﾔﾏ ﾊﾔﾄ 松山聖陵高等学校 愛媛県

70 谷口　海斗 / ﾀﾆｸﾞﾁ ｶｲﾄ 神埼高校 兵庫県

71 初川　弘浩 / ﾊﾂｶﾜ ｺｳﾋﾛ team-DADDY 岐阜県

72 髙野　和希 / ﾀｶﾉ ｶｽﾞｷ 奈良北高校 奈良県

73 松岡　宥磨 / ﾏﾂｵｶ ﾕｳﾏ 倉吉総合産業高校 鳥取県

74 岡山　優太 / ｵｶﾔﾏ ﾕｳﾀ 福岡大学附属大濠高等学校 福岡県

75 吉田　伊吹 / ﾖｼﾀﾞ ｲﾌﾞｷ 出雲工業高校自転車競技部 島根県

76 安倍　周作 / ｱﾍﾞ ｼｭｳｻｸ 松山聖陵高等学校 愛媛県

77 濱田　和卓 / ﾊﾏﾀﾞ ｶｽﾞﾄ 高知工業自転車競技部 高知県

78 東　優仁 / ｱｽﾞﾏ ﾕｳﾄ VC福岡 大阪府

79 高田　堅斗 / ﾀｶﾀﾞ ｹﾝﾄ 鹿児島

80 飯田　要次郎 / ｲｲﾀﾞ ﾖｳｼﾞﾛｳ 九州学院高等学校 広島県

81 武智　光 / ﾀｹﾁ ﾋｶﾘ 松山東高等学校 愛媛県

82 馬渕　泰誠 / ﾏﾌﾞﾁ ﾀｲｾｲ 高松工芸高校自転車競技部 香川県

83 津石　康平 / ﾂｲｼ ｺｳﾍｲ 奈良北高校 奈良県

84 北谷　敏光 / ｷﾀﾀﾞﾆ ﾄｼﾐﾂ 興陽高校 岡山県

85 菅　亘希 / ｽｶﾞ ｺｳｷ 興陽高校 岡山県

86 伊藤　拓登 / ｲﾄｳ ﾀｸﾄ 倉吉総合産業高校 鳥取県

87 原　颯摩 / ﾊﾗ ｿｳﾏ 高松工芸 香川県

88 亀谷　涼斗 / ｶﾒﾀﾆ ﾘｮｳﾄ 石田高校自転車競技部 香川県

89 花香　竜麻 / ﾊﾅｶ ﾘｭｳﾏ 九州学院 熊本県

90 中西　壮二郎 / ﾅｶﾆｼ ｿｳｼﾞﾛ 榛生昇陽高校 奈良県

91 尾前　翔曳 / ｵﾏｴ ｼｮｳｴｲ 榛生昇陽高校 奈良県

92 木村　天哉 / ｷﾑﾗ ﾀｶﾔ 高松工芸高校 香川県

93 中野　允暉 / ﾅｶﾉ ﾖｼｷ 徳島科学技術高校 徳島県

94 西岳　凌吾 / ﾆｼｵｶ ﾘｮｳｺﾞ 奈良北高校 奈良県

95 米山　翔一朗 / ｺﾒﾔﾏ ｼｮｳｲﾁ 水島工業高校自転車競技部 岡山県

96 田總　祐介 / ﾀﾌﾞｻ ﾕｳｽｹ 倉吉総合産業高校 鳥取県

97 岡林　英俊 / ｵｶﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞﾄｼ 高知県

98 前田　颯音 / ﾏｴﾀﾞ ﾊﾔﾄ eNShare Cycling Team 岡山県

99 辻川　涼兵 / ﾂｼﾞｶﾜ ﾘｮｳﾍｲ サイファアスリートクラブ 岡山県

100 祖母井　佑樹 / ｳﾊﾞｶﾞｲ ﾕｳｷ エキップUレーシング 愛媛県

出走者数＝ 100

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


