
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-J】 Distance： 61.5 Km StartTime: 13:50

260 野崎　真優 / のざき　まひろ Team kermis Cross広島県

261 岡田　宝 / おかだ　たから Le lien de Shiga兵庫県

262 石田　智大 / いしだ　ちひろ 堺市立堺高校大阪府

263 深谷　天翔 / ふかや　ひろと 海星高校愛知県

264 坂本　勇磨 / さかもと 広島山陽高校自転車競技部広島県

265 濱田　大輝 / はまだ　だいき 広島市立工業高等学校広島県

266 福永　和人 / ふくなが　かずと 広島市立広島工業高等学校広島県

267 梅本　聖也 / うめもと　せいや 大阪産業大学附属高等学校大阪府

268 犬伏　輝斗 / いぬぶせ　きらと 榛生昇陽高校奈良県

269 重原　優希 / しげはら　ゆうき 京都府立田辺高校京都府

270 上橋　聡太 / じょうはし　そうた 広島市立広島工業高校広島県

271 瀬戸口　瑛 / せとぐち　あきら AC CUSSET鹿児島県

272 松岡　智耶 / まつおか　ともや 神崎高校兵庫県

273 竹野　迅音 / たけの　はやと 朝明高校自転車競技部三重県

274 山田　賢士朗 / やまだ　けんしろう Le lien de Shiga滋賀県

275 江角　駿 / えすみ　しゅん TeamUKYO Reve東京都

276 田村　一暉 / たむら　かずき 崇徳高校広島県

277 福家　拓 / ふけ　ひらく 高松工芸高校自転車競技部香川県

278 坂本　真生 / さかもと　まいく 広島市立広島工業高等学校広島県

279 宮内　由樹 / みやうち　ゆうき 広島城北高等学校広島県

280 山下　虎ノ亮 / やました　とらのすけ 榛生昇陽高校奈良県

281 加藤　尊 / かとう　みこと 朝明高校自転車競技部三重県

282 港　恵果 / みなと　けいか 榛生昇陽高校奈良県

283 吉田　友大 / よしだ　ゆうだい 榛生昇陽高校奈良県

284 柚木　伸元 / ゆのき　しんげん 朝明高校三重県

285 香西　玲良 / こうざい　あきら 高松工芸高校香川県

286 世古　眞太郎 / せこ　しんたろう マックススピード三重県

287 植　貴雄 / うえ 高松工芸高校自転車競技部香川県

288 近藤　悠輝 / こんどう　はるき 高松工芸高校香川県

289 塩野　淳平 / しおの　じゅんぺい TEAM SPORTS KID GoMore東京都

290 松原　武史 / まつばら 高松工芸高校自転車競技部香川県

291 藤本　元貴 / ふじもと　げんき LINKVISION GIRASOLE CYCLING神奈川県

292 竹内　奨吾 / たけうち　しょうご 愛媛大学附属高等学校愛媛県

293 舩木　浩太郎 / ふなき　こうたろう 出雲工業高校島根県

294 熱田　歩 / あつた 出雲工業高校島根県

295 中村　夏稀 / なかむら 高松工芸高校香川県

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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296 田中　太陽 / たなか　ひなた ブラウ・ブリッツェン千葉県

297 村上　慎 / むらかみ　しん 広島城北高校広島県

298 梶塚　力斗 / かじつか　りきと 大阪府

299 和田　陸 / わだ 広島県

300 生田　楓唯 / いくた　ふうい 山陽高校広島県

301 本田　啓仁 / ほんだ　けいと LINKVISION GILASORE CYCLING東京都

302 鈴木　紳之助 / すずき　しんのすけ 佼成学園東京都

303 金田　歩 / かねだ　あゆむ 松山城南高校愛媛県

304 塩谷　真一朗 / しおたに　しんいちろう 松山城南高校愛媛県

305 森本　凜太郎 / もりもと 城南高等学校愛媛県

306 小森　悠音 / こもり　ゆうと 奈良北高校奈良県

307 林　亮佑 / はやし　りょうすけ 奈良北高校奈良県

308 山岡　秀平 / やまおか　しゅうへい 松山城南高校英語県

309 上村　晴希 / かみむら　はるき 奈良県立奈良北高等学校奈良県

310 西本　一翔 / にしもと　いっと 修道高校広島県

311 藤本　怜 / フジモト 松山城南高等学校 自転車競技部千葉県

312 鎌田　晃輝 / かまだ　こうき 松山城南高校自転車競技部愛媛県

313 鈴木　澪 / すずき 松山城南高等学校愛媛県

314 雨宮　正典 / あめみや　まさのり 奈良北高校奈良県

315 菅谷　　怜央 / すがや 松山城南高等学校愛媛県

316 古賀　仁誠 / こが　じんせい 南大隅高校鹿児島県

317 金田　直樹 / かなだ　なおき LeapHamamatuCyclingTeam静岡県

318 宮西　風杜 / みやにし　ふうと 奈良北高校奈良県

319 角野　総次郎 / かどの　そうじろう 広島城北高等学校広島県

320 夏目　天斗 / なつめ　たかと 静岡県

321 楢山　結己 / ナラヤマ　ユウキ 南大隅高校鹿児島県

322 小池　修創 / こいけ　しゅうぞう 徳島科学技術高校徳島県

323 浅野　壱輝 / あさの　いつき 三重高校三重県

324 戸島　啓勝 / としま　けいしょう 徳島科学技術高等学校徳島県

325 北村　桂大 / きたむら　けいた 高松工芸高校香川県

326 福田　樹 / ふくだ　いつき 津末レーシング大分県

327 牧野　壮汰 / まきの　そうた 香川県

328 坂浦　卓磨 / さかうら 島根県

329 阿部　響太 / あべ　きょうた 堺市立堺高等学校大阪府

330 松本　育也 / まつもと　いくや 石田高校自転車競技部香川県

331 福永　隼人 / ふくなが　はやと 九州学院高等学校熊本県
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332 西川　奏 / にしかわ　そう 兵庫県

333 谷村　友維 / たにむら　ゆい 高知工業高知県

334 中本　壮二郎 / なかもと　そうじろう 高知追手前高校高知県

335 山口　順也 / やまぐち　じゅんや 興國高校大阪府

336 鈴木　創太 / すずき　そうた 九州学院熊本県

337 山口　凱生 / やまぐち　かいせい SBC Vertex Racing Team神奈川県

338 藤島　悠平 / ふじしま　ゆうへい 津久井高校自転車競技部神奈川県

339 青木　光琉 / あおき　ひかる 興国高等学校大阪府

340 宮崎　海靖 / みやざき　かいせい 高知工業高等学校高知県

341 大城　滉 / おおしろ　こう 昭和薬科大学附属高等学校沖縄県

342 児玉　大輝 / こだま　だいき 広島城北高等学校広島県

343 河野　広聖 / かわの　こうせい 石田高校自転車競技部香川県

344 古城　涼翔 / こじょう 崇徳高校広島県

345 河岡　大樹 / かわおか　たいき 崇徳高校広島県

346 川村　篤生 / かわむら　あつき 高知県

347 三谷　海斗 / みたに　かいと 高知工業自転車競技部高知県

348 大崎　瞭 / おおさき　りょう 高知工業自転車競技部高知県

349 谷口　慶志郎 / たにぐち　きょうしろう 崇徳高校広島県

350 大室　佑 / おおむろ　たすく 崇徳高校広島県

351 河口　勇太 / かわぐち　ゆうた 倉吉西高鳥取県

352 平　光 / たいら　こう 倉吉西高鳥取県

353 尾上　太基 / おのうえ　たいき 倉吉西高鳥取県

354 尾上　僚 / おのうえ　りょう 倉吉西高鳥取県

355 清水　勇志 / しみず　ゆうし 倉吉西高鳥取県

356 中野　一天 / なかの 倉吉西高鳥取県

357 井上　功志 / いのうえ　こうし 倉吉西高校鳥取県

358 二森　息吹 / ニモリ　イブキ 崇徳高校広島県

359 中井　陸都 / なかい　りくと 崇徳高校広島県

360 川部　尋斗 / かわべ　ひろと 鳥取県立倉吉総合産業高等学校鳥取県

361 大本　東馬 / おおもと　とうま 崇徳高校広島県

362 上田　翔太 / ウエダ　ショウタ 崇徳高等学校広島県

363 白井　翔 / しらい　しょう 宮島工業高等学校　自転車競技部広島県

364 小松　琢磨 / こまつ　たくま 高知工業高等学校高知県

出走者数＝ 105
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