
2022広島トレーニング・ロード・レース2nd
2022年9月18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 / 100マイルロードレース】 Distance： 159.9 Km StartTime: 8:00

カテゴリー

1 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

2 齋藤　俊輔 / さいとう　しゅんすけ H.H.C広島県 エリート

3 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

4 海津　星斗 / うみづ　ほしと 水島工業高校岡山県 高校

11 片岡　敏一 / かたおか　としかず SANIN Blitz鳥取県 エリート

12 馬場　一聡 / ばば TNGレーシング広島広島県 エリート

13 大野　道源 / オオノ　ミチモト コンクイスタ島根県 エリート

14 上田　直之 / うえだ　なおゆき 岡山県 エリート

15 築山　元樹 / つきやま　げんき チーム・グランプッチ岡山県 エリート

16 吉海　久人 / よしかい　ひさと TNGレーシング広島広島県 エリート

17 青木　拓朗 / あおき　たくろう SANIN Blitz島根県 エリート

18 戸田　裕之 / とだ ラファ  サイクリング  クラブ岡山県 エリート

19 今川　優一 / いまがわ　ゆういち Rapha Cycling Club岡山県 エリート

20 檜室　建斗 / ひむろ　けんと VC福岡福岡県 エリート

21 細谷　孝之 / ほそや　たかゆき TNGレーシング広島広島県 エリート

22 松岡　陽平 / まつおか　ようへい ユニヴェール岡山県 エリート

23 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

24 髙山　篤史 / たかやま　あつし TNGレーシング広島広島県 エリート

25 湯山　幸輝 / ゆやま　こうき H.H.C広島県 エリート

26 島田　隼 / しまだ　はやと スペシャルオリンピックス日本・徳島ピュアソール徳島県 エリート

27 林　大翔 / はやし 高知大学高知県 エリート

28 横田　蒼空 / よこた　そら 広島県 エリート

29 末本　歩夢 / すえもと　あむ eNShare Cycling Team広島県 エリート

30 濱田　大輝 / はまだ　だいき N4S cycling team広島県 エリート

31 上橋　聡太 / じょうはし　そうた N4S広島県 エリート

32 藤森　優 / ふじもり　ゆう N4S広島県 エリート

33 矢原　利晃 / やはら　としあき N4S広島県 エリート

34 大下　倭久登 / おおした　わくと N4S広島県 エリート

35 高橋　学 / たかはし TNGレーシング広島広島県 エリート

36 松下　恵子 / まつした　けいこ voyAge cycling team広島県 女子

37 三谷　海斗 / みたに　かいと 高知県 高校

38 谷村　友維 / たにむら　ゆい 高知高知県 高校

39 榊原　健太 / さかきばら　かつた 水島工業高校岡山県 高校

40 曽根田　仁 / そねだ　じん 広島県 高校

41 冨田　晴斗 / とみだ　はると 水島工業高校岡山県 高校

42 佐々木　亮和 / ささき　りょうわ 広島山陽高校広島県 高校

43 大久保　彰人 / おおくぼ　あきひと 高知学芸高知県 高校

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　　
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44 仮谷　太一 / かりや　たいち 水島工業高校岡山県 高校

45 竹口　要 / たけぐち　かなめ 山陽高校自転車競技部広島県 高校

46 廣田　汰也 / ひろた　だいや 崇徳高校広島県 高校

47 徳田　京介 / とくだ 崇徳高等学校広島県 高校

48 濵田　松之介 / ハマダ　マツノスケ 高知学芸高校高知県 高校

49 河村　颯馬 / かわむら　そうま 宮島工業広島県 高校

50 林　優明 / はやし　ゆうあ 土佐高校高知県 高校

51 堀之内　幸芽 / ほりのうち　こうが 水島工業高校岡山県 高校

52 竹下　璃空 / タケシタ　リク 山陽高校広島県 高校

53 中川　魁斗 / なかがわ　かいと 山陽高校自転車競技部広島県 高校

54 高登　孝一 / たかと　こういち 崇徳高校広島県 高校

55 上中　陽生 / うえなか　はるき 大阪産業大学附属高等学校大阪府 高校

56 鎌田　郁也 / かまだ　ふみや 崇徳高等学校広島県 高校

57 竹島　悠世 / たけしま　ゆうせい 土佐高校高知県 高校

58 原田　應佑 / はらだ　おうすけ 水島工業高校岡山県 高校

59 田内　友基 / たのうち　ゆうき kochi cycling junior club高知県 高校

60 山野辺　遼 / やまのべ　はる 水島工業高校岡山県 高校

61 中条　建斗 / なかじょう　けんと 水島工業高校岡山県 高校

62 池田　輝翔 / いけだ　きらと 水島工業高校岡山県 高校

63 横藤田　蒼 / よこふじた　あおい 広島県 高校

64 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

65 松谷　洋典 / まつたに 崇徳高等学校広島県 高校

66 中野　遥人 / なかの　はるひと 水島工業高校岡山県 高校

67 吉村　紘太朗 / よしむら　こうたろう 土佐高校高知県 高校

68 水口　琉 / みなくち　りゅう 愛媛県 中学

69 枡原　悠真 / ますはら　ゆうま 広島県 中学

70 伊藤　幹将 / いとう　まさゆき エキップuレーシング愛媛県 中学

71 上甲　悠生 / じょうこう　はるき kochi cycling junior club高知県 中学

72 中村　春太 / なかむら　はるた 広島県 中学

73 橋本　凌典 / はしもと　りょうすけ 愛媛県自転車競技連盟ジュニアクラブ愛媛県 中学

74 吉本　俊平 / よしもと　しゅんぺい 岡山県 中学

75 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 中学

76 後藤田　和孝 / ごとうだ　かずたか 愛媛県自転車競技連ジュニアクラブ愛媛県 中学

出走者数＝ 70

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　　
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