
2022 広島トレーニング・ロード・レース 1st
2022年7月17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

【Start List 】 StartTime: 8:00

Pref. カテゴリ 性別 StartTime

79 伊藤　隆聖 / いとうりゅうせい Sonic-Racing京都府 小学 8:00:00

78 福地　大和 / ふくち　やまと Team COSMIC大阪府 小学 8:00:30

77 吉本　俊平 / よしもと　しゅんぺい 岡山県 中学 8:01:00

76 井上　悠喜 / イノウエ　ユウキ VC福岡ユース福岡県 中学 8:01:30

75 村瀬　琶音 / むらせはおと Pursuing speed岡山県 中学 8:02:00

74 福永　航平 / ふくながこうへい 修道中学高等学校広島県 中学 8:02:30

73 山下　紘世 / やましたひろと 広島県 高校 8:03:00

72 奥川　珠有 / おくがわしゅう 広島市立工業高等学校広島県 高校 8:03:30

71 中野　遥人 / なかの　はると 水島工業高校岡山県 高校 8:04:00

70 須﨑　智彦 / すさきともひこ 松山聖陵高校愛媛県 高校 8:04:30

69 河野　斗希 / こうのとうき 松山聖陵高校愛媛県 高校 8:05:00

68 和泉　光恭 / いずみこうき 山陽高校自転車競技部広島県 高校 8:05:30

67 横藤田　蒼 / よこふじた　あおい 広島県 高校 8:06:00

66 松谷　洋典 / マツタニ ヨウスケ 宗徳高等学校広島県 高校 8:06:30

65 玉置　葵已 / たまおきあおい 広島市立広島工業高等学校広島県 高校 8:07:00

64 宮内　裕稀 / みやうちゆうき 広島城北高校広島県 高校 8:07:30

63 川野　優磨 / かわのゆうま 広島市工広島県 高校 8:08:00

62 鎌田　郁也 / かまだふみや 崇徳高校自転車競技部広島県 高校 8:08:30

61 中条　建斗 / なかじょう　けんと 水島工業高校岡山県 高校 8:09:00

60 山野辺　遼 / やまのべ　はる 水島工業高校岡山県 高校 8:09:30

59 原田　應佑 / はらだ　おうすけ 水島工業高校岡山県 高校 8:10:00

58 藤村　利騎 / ふじむらりき 松山聖陵高校愛媛県 高校 8:10:30

57 三谷　優梨 / みたにすぐり 松山聖陵高校愛媛県 女子 8:11:00

56 吉﨑　廉旺 / よしざきれおん 松山聖陵高校愛媛県 高校 8:11:30

55 堀之内　幸芽 / ほりのうち　こうが 水島工業高校岡山県 高校 8:12:00

54 中川　魁斗 / なかがわかいと 山陽高校広島県 高校 8:12:30

53 伊藤　天優 / いとうてんま 広島市工広島県 高校 8:13:00

52 竹下　璃空 / タケシタ リク 山陽高校広島県 高校 8:13:30

51 濱田　真 / はまだ　しん 広島市立広島工業高等学校広島県 高校 8:14:00

50 高登　孝一 / たかとこういち 崇徳高等学校広島県 女子 8:14:30

49 松岡　花歩 / まつおか かほ 広島市立広島工業高校広島県 女子 8:15:00

48 榊原　健太 / さかきばら　かつた 水島工業高校岡山県 高校 8:15:30

47 池田　輝翔 / いけだ　きらと 水島工業高校岡山県 高校 8:16:00

46 冨田　晴斗 / とみだ　はると 水島工業高校岡山県 高校 8:16:30

45 佐伯　仁 / さいきじん 松山聖陵高校愛媛県 高校 8:17:00

主催・主管：広島県自転車競技連盟

助成・後援：（公財）JKA    （一財）中央森林公園協会    マヴィックジャパン株式会社
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44 菊地　遥琉 / きくちはる 松山聖陵高校愛媛県 高校 8:17:30

43 井手　大地 / いでだいち 松山聖陵高校愛媛県 高校 8:18:00

42 仮谷　太一 / かりや 水島工業高校岡山県 高校 8:18:30

41 海津　星斗 / うみづ　ほしと 水島工業高校岡山県 高校 8:19:00

40 竹口　要 / たけぐち 山陽高校自転車競技部広島県 高校 8:19:30

39 中川　裕太 / なかがわゆうた 広島市立広島工業高等学校広島県 高校 8:20:00

38 宮部　蒼大 / みやべ　そうだい 広島市工広島県 高校 8:20:30

37 森　瑠希也 / もり るきや 広島市工広島県 高校 8:21:00

36 佐々木　亮和 / ささきりょうわ 山陽高校自転車競技部広島県 高校 8:21:30

35 廣田　汰也 / ひろた　だいや 崇徳高校広島県 高校 8:22:00

34 徳田　京介 / とくだ 崇徳高校自転車競技部広島県 高校 8:22:30

33 曽根田　仁 / そねだじん 広島県 高校 8:23:00

32 梅澤　幹太 / うめざわ　かんた 松山工業高校自転車競技部愛媛県 高校 8:23:30

31 平林　つかさ / ひらばやしつかさ 松山聖陵高校愛媛県 女子 8:24:00

30 垣内　鴻輝 / かきうち 岡山工業高校岡山県 高校 8:24:30

29 池田　雅展 / いけだまさのぶ エキップティラン岡山県 エリート 8:25:00

28 末本　歩夢 / すえもと あむ eNShare Cycling Team広島県 エリート 8:25:30

27 北野　夏樹 / きたのなつき AkiRisingBicycle広島県 女子 8:26:00

26 島田　隼 / しまだはやと チームピュアソール徳島県 エリート 8:26:30

25 生田　裕真 / いくたゆうま 愛媛県 エリート 8:27:00

24 吉木　匠 / よしき　たくみ 備後しまなみeNShare広島県 エリート 8:27:30

23 勝冶　光生 / かつやみつき スペシャルオリンピックス日本・広島パンタカ広島県 エリート 8:28:00

22 神笠　紘平 / かみがさ ユニヴェール徳島県 エリート 8:28:30

21 松浦　広明 / まつうら　ひろあき エキップ ティラン広島県 エリート 8:29:00

20 河賀　雄大 / かが　ゆうだい 広島県 エリート 8:29:30

19 清水　敏郎 / しみず CR3W愛媛県 エリート 8:30:00

18 今川　優一 / いまがわゆういち rapha cycling club岡山県 エリート 8:30:30

17 安永　智宏 / やすなが　ともひろ Dandy Lion愛媛県 エリート 8:31:00

16 森本　玄達 / もりもと ひろみち code 33岡山県 エリート 8:31:30

15 城下　優 / しろした　まさる CR3W愛媛県 エリート 8:32:00

14 本庄　義人 / ほんしょうよしひと VC VELOCE愛媛県 エリート 8:32:30

13 オザキ　ミツマサ / おざきみつまさ チーム岡山岡山県 エリート 8:33:00

12 戸田　裕之 / とだ Rapha Cycling Club岡山県 エリート 8:33:30

11 柴田　広幸 / しばた　ひろゆき SANIN Blitz岡山県 エリート 8:34:00

5 野崎　真優 / のざき　まひろ Team Kermis Cross広島県 エリート 8:34:30

主催・主管：広島県自転車競技連盟
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4 白井　翔 / しらい　しょう 宮島工業高校広島県 高校 8:35:00

3 森田　叶夢 / もりた　とあ 崇徳高校広島県 高校 8:35:30

2 齋藤　俊輔 / さいとう　しゅんすけ H.H.C広島県 エリート 8:36:00

1 奥村　祐希 / おくむらゆうき イナーメ信濃山形岡山県 エリート 8:36:30

出走者数＝ 74

主催・主管：広島県自転車競技連盟

助成・後援：（公財）JKA    （一財）中央森林公園協会    マヴィックジャパン株式会社
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