
第25回 西日本チャレンジサイクルロードレース
2021年3月14日(日)

会場：広島県中央森林公園サイクリングコース

No. 選手名 チーム名Pref.

【Start List / A-M】 Distance： 61.5 Km StartTime: 8:33

110 築山　元樹 / つきやま　げんき チーム・グランプッチ岡山県

111 小笠原　豊 / おがさわら　ゆたか AVANT東京都

112 鍛治　功 / カジ　イサオ 大阪府

113 藤井　伸昌 / ふじい　のぶまさ グランプッチ岡山県

114 山崎　雅也 / やまさき KAHOKUGATA cycling community石川県

115 石井　晋也 / いしい　しんや EURO-WORKS Racing奈良県

116 大島　博 / おおしま　ひろし 多武峰朝練奈良県

117 森本　玄達 / もりもと　ひろみち code 33岡山県

118 新居 　志信 / にい チーム・グランプッチ岡山県

119 背戸　貴之 / せと　たかし EURO-WORKS racing奈良県

120 大友　守 / おおとも　まもる ARCCレーシングチーム埼玉県

121 山田　陽一 / やまだ 辻トレーニングジム石川県

122 田辺　晋一 / たなべ　しんいち voYage cycling team広島県

123 一色　寛之 / いっしき　ひろゆき ZIPPY CYCLE CLUB奈良県

124 中前　元久 / なかまえ　もとひさ バルバレーシングクラブ石川県

125 津末　浩平 / つすえ　こうへい 津末レーシング大分県

126 中川　真也 / なかがわ　しんや TTG ミトロング-V石川県

127 片岡　敏一 / かたおか　としかず Katasei Compagno鳥取県

128 笹原　純平 / ささはら　じゅんぺい Team Kermis Cross広島県

129 村上　淳 / むらかみ　じゅん 岡山県

130 小畑　郁 / おばた LEOMO Bellmare Racing Team東京都

131 宮田　久生 / みやた　ひさお 広島県

132 古川　豊英 / ふるかわ　とよひで チームファンサイクル福岡県

133 NUNEZ　JULIAN / ぬねず　ふりあん Voyage Cycling Team広島県

134 中村　一登 / ナカムラ　カズト チーム　グランプッチ岡山県

135 西尾　洋介 / にしお　ようすけ バルバレーシングクラブ富山県

136 森田　正徳 / もりた　まさのり nakagawa岡山県

137 安福　孝幸 / アンプク　タカユキ 広島県

138 小林　達也 / こばやし　たつや eNshare広島県

139 酒井　紀章 / さかい　のりあき バルバレーシングクラブ福井県

140 三浦　正志 / みうら　まさし 宮崎県

141 藤田　浩 / ふじた TEAM LUPPI愛媛県

142 水谷　和正 / みずたに　かずまさ バルバレーシング富山県

143 高山　雅史 / たかやま　まさふみ サイファアスリートクラブ岡山県

144 岡部　嘉照 / おかべ　よしてる サイクルワークスTT(高知)高知県

145 伊藤　翔吾 / いとう　しょうご eNShare Racing Team広島県

主催：広島県自転車競技連盟

後援：（一財）中央森林公園協会　　（公財）日本自転車競技連盟　　　　

　　　　 （一財）日本サイクルスポーツ振興会
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146 奥田　瑛史 / おくだ BC anello京都府

147 井戸田　文博 / いとだ　ふみひろ CONQUISTA鳥取県

148 中尾　敦司 / なかお　あつし チーム・グランプッチ岡山県

149 福田　健一 / ふくだ　けんいち 山口県自転車競技連盟・我逢人山口県

150 中田　真琴 / なかた　まこと GRUPPO ACQUA TAMA京都府

151 池太　信也 / いけだ　のぶや チームグランプッチ岡山県

152 原直人　直人 / はら 山口県自転車競技連盟・我逢人滋賀県

153 木村　光宏 / きむら　みつひろ Team HIROSHIGE ATHLETE山口県

154 能口　和久 / のぐち　かずひさ バルバレーシングクラブ石川県

155 小笠原　輝彦 / おがさわら　てるひこ Team UKYO REVE大分県

156 山口　泰司 / やまぐち　ひろし La Belle Equipe大阪府

157 小玉　　篤志 / こだま Team FunCycle福岡県

158 杉山　文崇 / すぎやま　ふみたか 山口県自転車競技連盟・我逢人山口県

159 吉田　智志 / よしだ　さとし 広島県

160 西嶋　孝典 / にしじま　たかのり チーム・ケンズ広島県

161 藤岡　泰之 / ふじおか　やすゆき eNShare Cycling Team広島県

出走者数＝ 52

主催：広島県自転車競技連盟
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