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Communiqué ２
】

Num. 選手名 Rider Name Pref. TeamName
本田　竜介 HONDA,Ryusuke 新　潟 イナーメ信濃山形

深澤　陽介 FUKAZAWA,Yosuke 兵　庫 soleil de lest

奥村　祐希 OKUMURA,Yuki 岡　山 イナーメ信濃山形

安冨　友裕 YASUTOMI,Tomohiro 東　京 名岐ベンド

太田　和輝 OTA,Kazuki 広　島 Team Kermis Cross

岡本　裕太郎 OKAMOTO,Yutaro 京　都 京都大学

大町　健斗 OMACHI,Kento 広　島 備後しまなみeNShare

新村　拓也 SHIMMURA,Takuya 東　京 パナソニックレーシング

坊　紳 BO,Shin 兵　庫 セルカリオレーシング

高山　恭彰 TAKAYAMA,Yasuaki 三　重 MAX SPEED97

山名　拳太郎 YAMANA,Kentaro 和歌山 TeamUKYO reve

長谷川　慎之助 HASEGAWA,Shinnosuke 広　島 TEAM KERMIS CROSS

池川　辰哉 IKEGAWA,Tatsuya 大　阪 VC VELOCE

原田　将人 HARADA,Masato 兵　庫 Infinity Style

阿曽　圭佑 ASO,Keisuke 三　重 ヴィクトワール広島

柴田　雅之 SHIBATA,Masayuki 京　都 ヴィクトワール広島

中村　圭佑 NAKAMURA,Keisuke 広　島 ヴィクトワール広島

久保田　悠介 KUBOTA,Yusuke 大　阪 ヴィクトワール広島

武智　光 TAKECHI,Hikari 愛　媛 ヴィクトワール広島

高橋　拓也 TAKAHASHI,Takuya 福　井 バルバサイクルレーシングチーム

鈴木　史竜 SUZUKI,Shiryu 静　岡 レバンテフジ静岡

北浦　暁 KITAURA,Akira 宮　城 エルドラード東北

岡本　康平 OKAMOTO,Kohei 大　阪

赤松　大貴 AKAMATSU,Daiki 兵　庫 soleil de l‘est

佐々木　陸 SASAKI,Riku 富　山 バルバクラブトヤマ

寺崎　武郎 TERASAKI,Takero 福　井 バルバサイクルレーシングチーム

小口　瞳史 OGUCHI,Hitoshi 山　口 Team Kermis Cross

霜出　祐輝 SHIMOIDE,Yuki 神奈川 Defardi

竹内　勇輝 TAKEUCHI,Yuki 兵　庫

岩崎　嶺 IWASAKI,Rei 京　都 TEAM CSK

平林　楓輝 HIRABAYASHI,Fuki 愛　媛 備後しまなみeNShare

檜室　建斗 HIMURO,Kento 福　岡 VC福岡

中島　雅人 NAKASHIMA,Masato 福　岡 VC福岡

嶋崎　善文 SHIMASAKI,Yoshifumi 福　井 バルバクラブエチゼン

奥東　亮太 OKUHIGASHI,Ryota 福　井 バルバクラブエチゼン

小坂　光 KOSAKA,Hikaru 栃　木 宇都宮ブリッツェン

中村　魁斗 NAKAMURA,Kaito 栃　木 宇都宮ブリッツェン

貝原　涼太 KAIHARA,Ryota 栃　木 宇都宮ブリッツェン

及川　一総 OIKAWA,Kazusa 岩　手 宇都宮ブリッツェン

宮崎　泰史 MIYAZAKI,Taishi 熊　本 宇都宮ブリッツェン

主催： 広島県自転車競技連盟 主管： 広島県自転車競技連盟

後援： (公財）日本自転車競技連盟　　（一財）中央森林公園協会

協賛： マヴィックジャパン株式会社

2022年3月13日
広島県中央森林公園ｻｲｸﾘﾝｸﾞｺｰｽ

Distance:

StartTime: 11:10
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大塚　航 OTSUKA,Wataru 広　島 備後しまなみeNShare

中角　直喜 NAKATSUNO,Naoki 兵　庫 Team ZERO UNO FRONTIER

吉木　匠 YOSHIKI,Takumi 広　島 備後しまなみeNShare

満上　亘 MITSUKAMI,Wataru 滋　賀 mameOchicchi

轟　雄士郎 TODOROKI,Yujiro 福　井 バルバクラブエチゼン

鈴木　譲 SUZUKI,Yuzuru 栃　木 愛三工業レーシングチーム

岡本　隼 OKAMOTO,Hayato 和歌山 愛三工業レーシングチーム

草場　啓吾 KUSABA,Keigo 京　都 愛三工業レーシングチーム

渡邊　翔太郎 WATANABE,Shotaro 岐　阜 愛三工業レーシングチーム

當原　隼人 TOBARU,Hayato 沖　縄 愛三工業レーシングチーム

中川　拳 NAKAGAWA,Ken 北海道 愛三工業レーシングチーム

渡邉　歩 WATANABE,Ayumu 福　島 愛三工業レーシングチーム

佐藤　健 SATO,Ken 福　岡 愛三工業レーシングチーム

小貫　智紀 ONUKI,Tomonori 神奈川 PHANTOM湘南

木山　雄平 KIYAMA,Yuhei 大　阪 Team ZERO UNO FRONTIER

比護　任 HIGO,Ataru 大　阪 イナーメ信濃山形

真鍋　英祐 MANABE,Eisuke 山　口 山口県自転車競技連盟・我逢人

杉山　文崇 SUGIYAMA,Fumitaka 山　口 山口県自転車競技連盟・我逢人

加藤　智信 KATO,Tomonobu 神奈川 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ

湊　諒 MINATO,Ryo 青　森 シマノレーシング

横山　航太 YOKOYAMA,Kota 長　野 シマノレーシング

中井　唯晶 NAKAI,Tadaaki 滋　賀 シマノレーシング

風間　翔眞 KAZAMA,Shoma 福　島 シマノレーシング

井上　文成 INOUE,Fuminari 長　崎 シマノレーシング

床井　亮太 TOKOI,Ryota 栃　木 シマノレーシング

重満　丈 SHIGEMITSU,Jo 沖　縄 シマノレーシング

尾形　尚彦 OGATA,Takahiko 宮　城 シマノレーシング

佐藤　宇志 SATO,Takashi 長　野 シマノレーシング

天野　壮悠 AMANO,Takeharu 大　阪 シマノレーシング

鳴海　颯 NARUMI,Soh 東　京 JAVA Kiwi Atlantico 

平林　飛都 HIRABAYASHI,Takato 愛　媛 備後しまなみeNShare

田代　亘 TASHIRO,Wataru 大　阪 シマノドリンキング

竹村　拓 TAKEMURA,Taku 京　都 那須ブラーゼン

谷　順成 TANI,Junsei 岐　阜 那須ブラーゼン

徳野　隼也 TOKUNO,Junya 広　島 0

木村　公一 KIMURA,Koichi 愛　知 多武峰朝練

高本　亮太 KOMOTO,Ryota 東　京 立命館大学

向川　尚樹 MUKAIGAWA,Naoki 大　阪 VC福岡

佐藤　大志 SATO,Hiroshi 長　野 那須ブラーゼン

主催： 広島県自転車競技連盟 主管： 広島県自転車競技連盟

後援： (公財）日本自転車競技連盟　　（一財）中央森林公園協会

協賛： マヴィックジャパン株式会社

StartTime: 11:10

【EntryList/ A-E

2022年3月13日
広島県中央森林公園ｻｲｸﾘﾝｸﾞｺｰｽ

Distance:

第26回西日本チャレンジサイクルロードレース



86.1 km

】

Num. 選手名 Rider Name Pref. TeamName
岡本　連太郎 OKAMOTO,Rentaro 京　都 京都大学

能登　滉太 NOTO,Kota 京　都 京都大学

石原　悠希 ISHIHARA,Yuki 栃　木 JAVA kiwi atlantico

三上　勇輝 MIKAMI,Yuki 大　阪 Defardi

木原　与志寛 KIHARA,Yoshihiro 広　島 備後しまなみeNShare

山﨑　健 YAMAZAKI,Takeru 愛　媛 らくりんサイクル

MANCEBO PEREZ　Francisco MANCEBO PEREZ,Francisco 大　阪 マトリックスパワータグ

TORIBIO ALCOLEA　Jose Vicente TORIBIO ALCOLEA,Jose Vicente 大　阪 マトリックスパワータグ

QUINTERO ARTEAGA　Leonel QUINTERO ARTEAGA,Leonel 大　阪 マトリックスパワータグ

吉田　隼人 YOSHIDA,Hayato 奈　良 マトリックスパワータグ

安原　大貴 YASUHARA,Daiki 大　阪 マトリックスパワータグ

小森　亮平 KOMORI,Ryohei 広　島 マトリックスパワータグ

小林　海 KOBAYASHI,Marino 東　京 マトリックスパワータグ

主催： 広島県自転車競技連盟 主管： 広島県自転車競技連盟

後援： (公財）日本自転車競技連盟　　（一財）中央森林公園協会

協賛： マヴィックジャパン株式会社
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