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101 持留　叶汰郎 / ﾓﾁﾄﾞﾒ ｷｮｳﾀﾛ 埼玉県

102 小松　定俊 / ｺﾏﾂ ｻﾀﾞﾄｼ 愛知県

103 小西　優大 / ｺﾆｼ ﾕｳﾀﾞｲ 広島県

104 難波　大輔 / ﾅﾝﾊﾞ ﾀﾞｲｽｹ 岡山県

105 糸川　典往 / ｲﾄｶﾞﾜ ﾉﾘﾕｷ 兵庫県

106 太田　和輝 / ｵｵﾀ ｶｽﾞｷ 広島県

107 大塚　航 / ｵｵﾂｶ ﾜﾀﾙ 京都府

108 背戸　貴之 / ｾﾄ ﾀｶｼ 奈良県

109 岩上　英史 / ｲﾜｶﾐ ﾋﾃﾞｼ 愛媛県

110 藤枝　三央 / ﾌｼﾞｴﾀﾞ ﾐﾂｵ 兵庫県

111 山下　和也 / ﾔﾏｼﾀ ｶｽﾞﾔ 大阪府

112 大堀　雅行 / ｵｵﾎﾘ ﾏｻﾕｷ 熊本県

113 八木　健太 / ﾔｷﾞ ｹﾝﾀ 徳島サイクルレーシング 香川県

114 林　コナン / ﾊﾔｼ ｺﾅﾝ 茶輪子練 鹿児島

115 清宮　洋幸 / ｾｲﾐﾔ ﾋﾛﾕｷ 竹芝サイクルレーシング 愛知県

116 杉山　文崇 / ｽｷﾞﾔﾏ ﾌﾐﾀｶ 山口県自転車競技連盟・GR 山口県

117 大久保　剛 / ｵｵｸﾎﾞ ﾂﾖｼ 山口県自転車競技連盟.GRP 山口県

118 真鍋　英祐 / ﾏﾅﾍﾞ ｴｲｽｹ 山口県自転車競技連盟 山口県

119 公文　拓真 / ｸﾓﾝ ﾀｸﾏ 広島eNShare-エルドラード 東京都

120 伊藤　翔吾 / ｲﾄｳ ｼｮｳｺﾞ 広島eNShare-エルドラード 広島県

121 木原　与志寛 / ｷﾊﾗ ﾖｼﾋﾛ 近畿大学工学部サイクリング 広島県

122 福原　周治 / ﾌｸﾊﾗ ｼｭｳｼﾞ 京都大学 京都府

123 岡本　裕太郎 / ｵｶﾓﾄ ﾕｳﾀﾛｳ 京都大学 京都府

124 辻　晋明 / ﾂｼﾞ ｸﾆｱｷ 岡山大学自転車競技部 岡山県

125 大前　翔 / ｵｵﾏｴ ｶｹﾙ 愛三工業レーシングチーム 愛知県

126 草場　啓吾 / ｸｻﾊﾞ ｹｲｺﾞ 愛三工業レーシングチーム 愛知県

127 岡本　隼 / ｵｶﾓﾄ ﾊﾔﾄ 愛三工業レーシングチーム 愛知県

128 渡邊　翔太郎 / ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾀﾛ 愛三工業レーシングチーム 愛知県

129 住吉　宏太 / ｽﾐﾖｼ ｺｳﾀ 愛三工業レーシングチーム 愛知県

130 早川　朋宏 / ﾊﾔｶﾜ ﾄﾓﾋﾛ 愛三工業レーシングチーム 愛知県

131 Damien　MONIER / ﾓﾆｴ ﾀﾞﾐｱ 愛三工業レーシングチーム 愛知県

132 田中　信行 / ﾀﾅｶ ﾉﾌﾞﾕｷ ユーロワークスレーシング 奈良県

133 池田　高弥 / ｲｹﾀﾞ ﾀｶﾔ バルバレーシングクラブ 富山県

134 山本　大樹 / ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾞｲｷ バルバレーシングクラブ 富山県

135 高橋　拓也 / ﾀｶﾊｼ ﾀｸﾔ バルバレーシングクラブ 福井県

136 寺﨑　武郎 / ﾃﾗｻｷ ﾀｹﾛｳ バルバレーシングクラブ 福井県

137 濱野　克悠 / ﾊﾏﾉ ｶﾂﾕｷ バルバレーシングクラブ 富山県

138 松井　大地 / ﾏﾂｲ ﾀﾞｲﾁ バルバレーシングクラブ 富山県

139 齋藤　友一 / ｻｲﾄｳ ﾕｳｲﾁ バルバクラブフクイ 福井県

140 白崎　剛 / ｼﾗｻｷ ﾂﾖｼ バルバクラブフクイ 福井県

141 川勝　敦嗣 / ｶﾜｶﾂ ｱﾂｼ ネクストリーム・うどん虹や 兵庫県

142 森野　裕太 / ﾓﾘﾉ ﾕｳﾀ ネクストリーム・うどん虹や 大阪府

143 國本　幸太 / ｸﾆﾓﾄ ｺｳﾀ なるしまフレンドレーシングチー 東京都

144 佐藤　友飛 / ｻﾄｳ ﾕｳﾄ チーム スクアドラ 滋賀県

145 小澤　拓人 / ｵｻﾞﾜ ﾀｸﾄ たかだフレンド 神奈川

146 藤岡　徹也 / ﾌｼﾞｵｶ ﾃﾂﾔ シルベストサイクル 兵庫県

147 中井　唯晶 / ﾅｶｲ ﾀﾀﾞｱｷ シマノレーシング 大阪府

148 小山　貴大 / ｺﾔﾏ ﾀｶﾋﾛ シマノレーシング 大阪府

149 中田　拓也 / ﾅｶﾀ ﾀｸﾔ シマノレーシング 大阪府

150 黒枝　咲哉 / ｸﾛｴﾀﾞ ｻﾔ シマノレーシング 大阪府

151 横山　航太 / ﾖｺﾔﾏ ｺｳﾀ シマノレーシング 大阪府

152 湊　諒 / ﾐﾅﾄ ﾘｮｳ シマノレーシング 大阪府

153 一丸　尚伍 / ｲﾁﾏﾙ ｼｮｳｺﾞ シマノレーシング 大阪府

154 木村　圭佑 / ｷﾑﾗ ｹｲｽｹ シマノレーシング 大阪府

155 入部　正太朗 / ｲﾘﾍﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ シマノレーシング 大阪府

156 元山　高嶺 / ﾓﾄﾔﾏ ﾀｶﾈ シマノドリンキング 大阪府

157 科野　大蔵 / ｼﾅﾉ ﾀﾞｲｿﾞｳ サンテミリオン 大阪府

158 照屋　貴己 / ﾃﾙﾔ ｱﾂｷ サンクスサイクルラボ西葛西 東京都

159 齋藤　健一 / ｻｲﾄｳ ｹﾝｲﾁ エルドラード東北 静岡県

160 皿谷　宏人 / ｻﾗｶﾞｲ ﾋﾛﾄ エキップティラン 広島県

161 松浦　正己 / ﾏﾂｳﾗ ﾏｻｷ エキップティラン 広島県

162 植田　恒平 / ｳｴﾀﾞ ｺｳﾍｲ ウオズミサイクルレーシング 兵庫県

163 兼松　大和 / ｶﾈﾏﾂ ﾔﾏﾄ イナーメ信濃山形 奈良県

164 豊田　勝徳 / ﾄﾖﾀﾞ ｶﾂﾉﾘ WAKO'S 大阪府

165 白川　幸希 / ｼﾗｶﾜ ｺｳｷ VICTOIRE広島 岡山県

166 小嶋　渓円 / ｺｼﾞﾏ ｹｲｴﾝ VICTOIRE広島 広島県

167 桂　慶浩 / ｶﾂﾗ ﾖｼﾋﾛ VICTOIRE広島 広島県

168 谷　順成 / ﾀﾆ ｼﾞｭﾝｾｲ VICTOIRE広島 広島県

169 馬渡　伸弥 / ﾏﾜﾀﾘ ｼﾝﾔ VICTOIRE広島 広島県

170 藤岡　克磨 / ﾌｼﾞｵｶ ｶﾂﾏ VICTOIRE広島 広島県

171 中川　智 / ﾅｶｶﾞﾜ ｻﾄｼ VICTOIRE広島 奈良県

172 藤川　淳 / ﾌｼﾞｶﾜ ｼﾞｭﾝ VICTOIRE広島 広島県

173 中村　駿佑 / ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ VC福岡 宮崎県

174 松田　真和 / ﾏﾂﾀﾞ ﾏｻｶｽﾞ VC福岡 福岡県

175 池川　辰哉 / ｲｹｶﾞﾜ ﾀﾂﾔ vc veloce 大阪府

176 藤田　耕志 / ﾌｼﾞﾀ ﾀｶｼ VC VELOCE 兵庫県

177 久保田　航太 / ｸﾎﾞﾀ ｺｳﾀ TRAILBLAZER 大阪府

178 岩本　克也 / ｲﾜﾓﾄ ｶﾂﾔ TeamUKYO Reve 山口県

179 原田　将人 / ﾊﾗﾀﾞ ﾏｻﾄ team TKG 兵庫県

180 坂川　達行 / ｻｶｶﾞﾜ ﾀﾂﾕｷ Team Kermis Cross 広島県

181 上手　勇輝 / ｶﾐﾃ ﾕｳｷ Team Kermis Cross 広島県

182 笹原　純平 / ｻｻﾊﾗ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ Team Kermis Cross 広島県

183 小貫　智紀 / ｵﾇｷ ﾄﾓﾉﾘ PHANTOM 湘南 神奈川

184 森田　正徳 / ﾓﾘﾀ ﾏｻﾉﾘ Nakagawa racing 大阪府

185 ｱｳﾗｰﾙｻﾅﾌﾞﾘｱ ｵｰﾙｲｽｱﾙﾍﾞ MATRIX POWERTAG 大阪府

186 安原　大貴 / ﾔｽﾊﾗ ﾀﾞｲｷ MATRIX POWERTAG 大阪府

187 FERNANDEZ CASASOLA　Ai MATRIX POWERTAG 大阪府

188 小森　亮平 / ｺﾓﾘ ﾘｮｳﾍｲ MATRIX POWERTAG 大阪府

189 TORIBIO ALCOLEA　Jose Vi MATRIX POWERTAG 大阪府

190 佐野　淳哉 / ｻﾉ ｼﾞｭﾝﾔ MATRIX POWERTAG 大阪府

191 向川　尚樹 / ﾑｶｲｶﾞﾜ ﾅｵｷ MATRIX POWERTAG 大阪府

192 狩野　智也 / ｶﾉｳ ﾄﾓﾔ MATRIX POWERTAG 大阪府

193 山田　大樹 / ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛｷ lnstinct 徳島県

194 髙　智紀 / ｺｳ ﾄﾓｷ Le Mont 滋賀県

195 榎本　耕大 / ｴﾉﾓﾄ ｺｳﾀﾞｲ Le Mont 滋賀県

196 山名　拳太郎 / ﾔﾏﾅ ｹﾝﾀﾛｳ LALPE KF RACING 和歌山

197 小山　智也 / ｺﾔﾏ ﾄﾓﾔ InterPro Cycling Academy 東京都

198 高橋　伸成 / ﾀｶﾊｼ ﾉﾌﾞｼｹﾞ FIETS GROEN 静岡県

199 勝水　拓也 / ｶﾂﾐｽﾞ ﾀｸﾔ EURO-WORKS Racing 奈良県

200 河賀　雄大 / ｶﾞｶﾞ ﾕｳﾀﾞｲ eNshare cycling team 広島県

201 藤岡　泰之 / ﾌｼﾞｵｶ ﾔｽﾕｷ eNShare Cycling Team 広島県

202 村上　功太郎 / ﾑﾗｶﾐ ｺｳﾀﾛｳ Decoja 愛媛県

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
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203 田淵　昂 / ﾀﾌﾞﾁ ｱｷﾗ CoraggioKawanishiCyclingTe 京都府

204 真鍋　諒太 / ﾏﾅﾍﾞ ﾘｮｳﾀ Ｂｏｎｎｅ　Ｃｈａｎｃｅ 香川県

205 合田　尚俊 / ｺﾞｳﾀﾞ ﾅｵﾄｼ Alene Solene 山口県

206 神垣　雅俊 / ｶﾐｶﾞｷ ﾏｻﾄｼ Aki Rising Bicycle team 広島県

207 井上　政貴 / ｲﾉｳｴ ﾏｻｷ 662DBW 大阪府

出走者数＝ 107

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


