
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-E】 Distance： 86.1 Km StartTime: 11:10

1 安原　大貴 / やすはら　だいき マトリックスパワータグ大阪府

2 マンセボ　フランシスコ / フランシスコ　マンセボ マトリックスパワータグ大阪府

3 トリビオ　ホセ ビセンテ / ホセ ビセンテ　トリビオ マトリックスパワータグ大阪府

4 フェルナンデス　アイラン / アイラン　フェルナンデス マトリックスパワータグ大阪府

5 キンテロ　レオネル / レオネル　キンテロ マトリックスパワータグ大阪府

6 小森　亮平 / こもり　りょうへい マトリックスパワータグ広島県

7 吉田　隼人 / よしだ　はやと マトリックスパワータグ奈良県

8 小林　海 / こばやし　まりの マトリックスパワータグ東京都

9 湯山　幸輝 / ゆやま KamiAllez Izumo広島県

10 山内　怜旺 / やまうち イナーメ信濃山形-EFT愛知県

11 深谷　優光 / ふかや　まさみつ 愛知県

12 福田　和晃 / ふくだ　かずあき アーティファクトレーシングチーム愛知県

13 武智　光 / タケチ　ヒカリ 愛媛大学愛媛県

14 木村　公一 / きむら　こういち 多武峰朝練愛知県

15 天野　壮悠 / あまの　たけはる 大阪府

16 竹内　勇輝 / たけうち　ゆうき 兵庫県

17 小貫　智紀 / おぬき　とものり PHANTOM湘南神奈川県

18 松村　長人 / まつむら　ながと zippy cycle club奈良県

19 藤田　隼也 / ふじた　じゅんや ZIPPY CYCLE CLUB大阪府

20 山名　拳太郎 / やまな　けんたろう TeamUKYO reve和歌山県

21 谷　順成 / たに　じゅんせい 那須ブラーゼン栃木県

22 奥村　祐希 / おくむら　ゆうき サイファアスリートクラブ岡山県

23 難波　大輔 / なんば　だいすけ サイファアスリートクラブ岡山県

24 阿曽　圭佑 / あそ　けいすけ VICTOIRE広島三重県

25 桂　慶浩 / かつら　よしひろ VICTOIRE広島広島県

26 西田　優大 / にしだ　ゆうだい VICTOIRE広島広島県

27 平林　楓輝 / ひらばやし　ふうき VICTOIRE広島広島県

28 中村　圭佑 / なかむら　けいすけ VICTOIRE広島広島県

29 吉岡　拓也 / よしおか　たくや VICTOIRE広島広島県

30 永山　貴浩 / ながやま　たかひろ VC Avranches大阪府

31 石川　哲章 / いしかわ　てつあき ミソノイレーシングチーム静岡県

32 檜室　建斗 / ひむろ　けんと VC福岡福岡県

33 郷原　輝久 / ごうはら　てるひさ RIDELIFEGIANT京都府

34 安冨　友裕 / やすとみ　ともひろ 東京都

35 糸川　典往 / いとがわ　のりゆき eNshare Racing Team島根県

36 田中　亮祐 / たなか　りょうすけ VC福岡エリート熊本県

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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37 高野　大地 / たかの　だいち instinct徳島県

38 山下　哲 / やました　さとし 広島県

39 草場　啓吾 / くさば　けいご 愛三工業レーシングチーム京都府

40 鈴木　譲 / すずき　ゆずる 愛三工業レーシングチーム栃木県

41 住吉　宏太 / すみよし　こうた 愛三工業レーシングチーム熊本県

42 大前　翔 / おおまえ　かける 愛三工業レーシングチーム神奈川県

43 岡本　隼 / おかもと　はやと 愛三工業レーシングチーム和歌山県

44 中川　拳 / なかがわ 愛三工業レーシングチーム北海道

45 當原　隼人 / とうばる　はやと 愛三工業レーシング沖縄県

46 小山　智也 / こやま　ともや TEAM UKYO SAGAMIHARA東京都

47 山田　大樹 / やまだ　ひろき instinct徳島県

48 井上　亮 / いのうえ　りょう Magellan Systems Japan京都府

49 木村　圭佑 / きむら　けいすけ シマノレーシング滋賀県

50 湊　諒 / みなと　りょう シマノレーシング青森県

51 一丸　尚伍 / いちまる　しょうご シマノレーシング大分県

52 横山　航太 / よこやま　こうた シマノレーシング長野県

53 中田　拓也 / なかた　たくや シマノレーシング福岡県

54 中井　唯晶 / なかい　ただあき シマノレーシング滋賀県

55 風間　翔眞 / かざま　しょうま シマノレーシング福島県

56 床井　亮太 / とこい　りょうた シマノレーシング栃木県

57 伊藤　雅和 / いとう　まさかず 愛三工業レーシングチーム鹿児島県

58 尾形　尚彦 / おがた　たかひこ シマノレーシング宮城県

59 重満　丈 / しげみつ　じょう シマノレーシング沖縄県

60 向川　尚樹 / むかいがわ　なおき VC福岡大阪府

61 持留　叶汰郎 / もちどめ　きょうたろう VC福岡埼玉県

62 岩切　弘輝 / いわきり　ひろき 津末レーシング大分県

63 渡邉　歩 / わたなべ　あゆむ 愛三工業RacingTeam福島県

64 杉山　雄亮 / すぎやま　ゆうすけ Leap Hamamatsu Cycling Team静岡県

65 西尾　勇人 / にしお　はやと 栃木県

66 柴田　雅之 / しばた　まさゆき 那須ブラーゼン栃木県

67 渡邊　翔太郎 / わたなべ　しょうたろう 那須ブラーゼン栃木県

68 石橋　学 / いしばし　まなぶ シエルブルー鹿屋鹿児島県

69 原田　裕成 / はらだ　ひろあき シエルブルー鹿屋鹿児島県

70 伊藤　舜紀 / いとう　しゅんき シエルブルー鹿屋鹿児島県

71 真鍋　諒太 / まなべ　りょうた シエルブルー鹿屋鹿児島県

72 白川　幸希 / しらかわ　こうき シエルブルー鹿屋鹿児島県
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73 中村　文武 / なかむら　ふみたけ 稲城FIETSクラスアクト東京都

74 寺崎　武郎 / てらさき　たけろう バルバレーシングチーム福井県

75 髙橋　　拓也 / たかはし　たくや バルバレーシングクラブ福井県

76 濱野　克悠 / はまの　かつゆき バルバレーシングクラブ富山県

77 真鍋　英祐 / まなべ　えいすけ 山口県自転車競技連盟・我逢人山口県

78 小坂　光 / こさか　ひかる 宇都宮ブリッツェン栃木県

79 堀　孝明 / ほり　たかあき 宇都宮ブリッツェン栃木県

80 中村　魁斗 / なかむら　かいと 宇都宮ブリッツェン栃木県

81 小嶋　渓円 / こじま　けいえん 宇都宮ブリッツェン栃木県

82 貝原　涼太 / かいはら　りょうた 宇都宮ブリッツェン栃木県

83 及川　一総 / おいかわ　かずさ 宇都宮ブリッツェン栃木県

84 坂川　達行 / さかがわ　たつゆき Team Kermis Cross広島県

85 藤岡　克磨 / ふじおか　かつま eNSare Racing Team広島県

86 佐藤　信哉 / さとう　しんや VC福岡福岡県

87 井上　文成 / いのうえ　ふみなり 弱虫ペダルサイクリングチーム長崎県

88 入部　正太朗 / いりべ　しょうたろう 弱虫ペダルサイクリングチーム奈良県

89 高山　恭彰 / たかやま　やすあき MAX SPEED 97三重県

90 山本　幸平 / やまもと　こうへい Dream Seeker MTB Racing Team北海道

91 天春　雄也 / あまがす max speed97三重県

92 石原　悠希 / いしはら Team UKYO栃木県

93 小林　弘幸 / こばやし　ひろゆき LEOMO Bellmare Racing Team長野県

94 大塚　航 / おおつか　わたる eNShare Racing Team広島県

95 長塚　寿生 / ながつか　としき 弱虫ペダルサイクリングチーム茨城県

96 狩野　智也 / かのう　ともや マトリックスパワータグ群馬県

97 長谷川　晃希 / はせがわ　こうき 立命館大学京都府

98 吉岡　秀祐 / よしおか　しゅうすけ さいたまディレーブ京都府

99 大久保　剛 / おおくぼ　つよし 山口県自転車競技連盟・我逢人山口県

100 鳴海　颯 / なるみ　そう A.S.D.Aries Cycling東京都

101 才田　直人 / さいた　なおと LEOMO Bellmare Racing Team東京都

102 瀧山　里玖 / たきやま　りく 京都府

103 留目　夕陽 / とどめ　ゆうひ EQUDS東京都

104 中島　雅人 / なかしま　まさと VC福岡エリート福岡県

出走者数＝ 104
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