
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-Y】 Distance： 61.5 Km StartTime: 13:53

370 森田　叶夢 / もりた　とあ 崇徳高等学校広島県

371 天野　裕太 / あまの　ゆうた 広島城北広島県

372 有馬　龍之介 / ありま 広島県立宮島工業高校広島県

373 御船　隼人 / みふね　はやと 倉吉総合産業高等学校鳥取県

374 中川　挺太 / なかがわ　ていた 奈良北高校奈良県

375 小山　義之 / こやま　よしゆき 奈良北高校奈良県

376 長尾　翔月 / ながお　しょうき 山陽高校広島県

377 関口　拓真 / せきくち　たくま Team BFY Racing神奈川県

378 中里　友哉 / なかざと　ゆうや 広島城北中学校　自転車競技部広島県

379 松岡　勇斗 / まつおか　ゆうと teamスクアドラ大阪府

380 内田　凛 / うちだ　りん 京都向陽サイクルスポーツクラブ京都府

381 柴田　輝大 / しばた　あきひろ 愛媛県自転車競技連盟ジュニアクラブ愛媛県

382 鈴木　拓夢 / すずき　ひろむ 愛知県

383 萩谷　蒼風 / はぎや　そら ボンシャンス茨城県

384 綿貫　　遙人 / わたぬき　はると TEAM SANREMO和歌山県

385 藤村　　一磨 / ふじむら　かずま 宮崎ジュニアクラブ宮崎県

386 児玉　誠虎 / こだま　まさとら Lumiere KOBE兵庫県

387 原　維吹樹 / はら　いぶき 東京都

388 細谷　幹大 / ほそたに　みきひろ club pk千葉県

389 畑下　羚 / はたした　りょう TeamUkyo Reve広島県

390 長島　慧明 / ながしま なし栃木県

391 濵田　松之介 / はまだ 高知学芸中学校高知県

392 風間　大和 / かざま　やまと スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ東京都

393 三木　颯一郎 / みき　そういちろう 徳島サイクルレーシング徳島県

394 岩月　諒太郎 / いわつき　りょうたろう Team BFY Racing神奈川県

395 林　優明 / はやし　ゆうあ 土佐中学校高知県

396 大蔵　悟生 / おおくら　ごう ボンシャンス長野県

397 塩出　優晋 / しおで　ゆうしん 広島県

398 筒井 　和 / つつい　やまと Team山登東京都

399 上田　真太郎 / うえだ　しんたろう Limited Team 846大阪府

400 金井　健翔 / かない　けんしょう OM VELO Coaching鹿児島県

401 奥井　達也 / おくい　たつや 京都向陽サイクルスポーツクラブ滋賀県

402 西尾　尚馬 / にしお　しょうま 名古屋中学  自転車競技部愛知県

403 寺川　智寛 / てらがわ　ちひろ 愛媛県自転車競技連盟ジュニアクラブ愛媛県

404 竹内　瑠吾 / たけうち　りゅうご 愛媛県自転車競技連盟ジュニアクラブ愛媛県

405 阿部　倭 / あべ　やまと 愛媛県自転車競技連盟ジュニアクラブ愛媛県

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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406 和泉　颯真 / イズミ　リョウマ Teamスクアドラ大阪府

407 三浦　一真 / みうら　かずま Team BFY Racing神奈川県

408 坂上　幸太郎 / さかうえ　こうたろう TEAM SPORTSKID GoMore東京都

409 齋塲　時大 / さいば　じだい 愛知県

410 佐々木　啄人 / ささき　たくと ボンシャンスACA宮城県

411 小島　空馬 / おじま　くうま 高知サイクリングジュニアクラブ高知県

412 木綿　崚介 / もめん　りょうすけ ヴィファリスト北海道

413 宮本　翼輝 / みやもと　つばき CORAGGIO KAWANISHI U-19山口県

414 横藤田　蒼 / よこふじた　あおい 駅家南中学校広島県

415 平山　　雷斗 / ひらやま　らいと BUCYO COFFEE/CLT Cycling Team愛知県

416 河野　斗希 / こうの　とうき 愛媛県自転車競技連盟愛媛県

417 藤井本　智也 / ふじいもと　ともや 広島城北中学自転車競技部広島県

418 内田 　樂 / うちだ　がく 京都向陽サイクルスポーツクラブ京都府

419 都丸　藍音 / とまる　らんと COW GUMMA群馬県

420 新藤　大翔 / しんどう　たいと 埼玉県

421 金垣　真生 / かながき　まき 城北中学校広島県

422 森下　圭祐 / モリシタ　ケイスケ TOKAI Potenza三重県

423 松井　颯良 / まつい　そら 三味線レーシング大阪府

424 安川　尚吾 / やすかわ　しょうご カンピオーネサイクリングチーム愛知県

425 福永　航平 / フクナガ　コウヘイ Team UKYO Reve広島県

426 山本　慶 / やまもと　けい Team BFY Racing神奈川県

427 中尾　涼介 / なかお　りょうすけ フォアライン兵庫県

428 堀　太鳳 / ほり　おおかぜ 香川県

429 広野　達徳 / ひろの　たつのり チームGINRIN熊本熊本県

430 桑原　悠 / くわばら　はるか TeamUkyo Reve広島県

431 井上　悠喜 / いのうえ　ゆうき 山口県ジュニアサイクルスポーツクラブ山口県

432 武西　憲進 / たけにし　けんしん エキップｕレーシング愛媛県

433 飯干　智章 / いいぼし　ともあき VC福岡ユース福岡県

434 蔵田　瑶 / くらた　よう 広島県

出走者数＝ 65

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

　 2/2

協賛：マヴィックジャパン株式会社


