
 Rank   No.      Rider TimeTeam Behind

三菱地所JCLロードレースツアー2021

Avg Speed of Winner : 36.76km/h

10 Jul 2021

Results　市⺠レース中級

広島トヨタ広島ロードレース

【Communiqué 4-1】

Lap
山崎 健261 1:00'13" 0"らくりんサイクル 3

平野 慎太郎442 1:01'45" +1'32"3

矢代 直也223 1:01'54" +1'41"イノセント 3

川畑 翔英274 1:02'14" +2'00"東邦高校 3

佐藤 陽平325 1:02'25" +2'11"voyAge cycling team 3

吉田 純356 1:02'34" +2'21"シーシーピーピー/VC福岡マスターズ 3

横藤田 蒼197 1:02'36" +2'23"3

⻄嶋 孝典538 1:02'42" +2'28"チーム・ケンズ 3

松原 一雄489 1:02'43" +2'30"アキライジングバイシクルチーム 3

桑原 悠3710 1:02'46" +2'33"チームウキョウ レヴ 3

高山 篤史5411 1:03'52" +3'39"ＴＮＧレーシング広島 3

吉中 美空4012 1:04'23" +4'10"ブイシーフクオカユース 3

⻄本 一翔5013 1:04'24" +4'10"チームケルミスクロス 3

⼤後⼾ 颯⻘3814 1:04'24" +4'10"ツスエレーシング 3

吉海 久人4515 1:04'37" +4'24"ＴＮＧレーシング広島 3

伊規須 康生2016 1:05'26" +5'13"3

安永 智宏4617 1:05'36" +5'23"ダンディライオン 3

渡部 祥太朗3018 1:06'21" +6'08"NESTnagasaki 3

櫻井 晴斗4919 1:06'24" +6'11"シュウドウコウコウ 3

福永 航平4120 1:06'25" +6'11"TeamUKYO Reve 3

中本 聡2521 1:06'26" +6'13"3

尾原 正豊2922 1:07'29" +7'16"ジテンシャクラブ 3

矢野 幸紀3123 1:07'38" +7'25"3

綱山 正徳2124 1:08'19" +8'06"ツヤマシヤクショジテンシャクラブ 3

⼤神 勝伍5125 1:10'38" +10'25"3

山中 知義3326 1:10'46" +10'33"チーム　ガンボ 3

三谷 優空4727 1:12'17" +12'04"TeamUKYO Reve 3

德丸 しゅう4328 1:12'17" +12'04"TeamUKYO Reve 3

福本 朋浩3929 1:13'01" +12'48"ブイシーフクオカマスターズ/オレンジーズ　フラット 3

徳野 隼也3430 1:14'09" +13'55"3

⻄田 光宏18 DNS夢100％

松村 浩彦23 DNS

川村 伸也24 DNSイノセント

●ツアー主催 : 一般社団法人ジャパンサイクルリーグ

POWERTAG by Matrix-Inc

●ツアー運営 : 株式会社ジャパンサイクルリーグ

●大会主催 : 一般社団法人ジャパンサイクルリーグ / 広島ロードレース大会実行委員会（広島県自転車競技連盟 / 一般社団法人ジャパンサイクルリーグ）

●競技主管：広島県自転車競技連盟/ 一般社団法人ジャパンサイクルリーグ

●大会協賛 :広島トヨタ自動車株式会社、株式会社良和ハウス、有限会社サイクルショップカナガキ、PAL動物病院、三栄建設株式会社
株式会社GAパートナーズ、三光電業株式会社、オタフクソース株式会社、トヨタLF広島株式会社、中外テクノス株式会社、医療法人社団正岡病院
協同組合広島総合卸センター、株式会社桐原容器工業所、株式会社泉都、株式会社アイ・エム・シーユナイテッド、株式会社SANKYO、株式会社HANDEN
もみのき保育園、キムラじてんしゃ

●大会後援 :（一財）中央森林公園協会 広島県 三原市

●ツアー協賛 : 三菱地所株式会社、シュアラスター株式会社、株式会社ChampionSystem Japan、株式会社キナン、株式会社イノアックコーポレーション
 アイ・アール・シー井上ゴム工業株式会社、株式会社フィリップス・ジャパン、ヨネックス株式会社

●ツアー後援 : 国土交通省、経済産業省、スポーツ庁

●大会運営 : 広島ロードレース実行委員会



 Rank   No.      Rider TimeTeam Behind

三菱地所JCLロードレースツアー2021

Avg Speed of Winner : 36.76km/h

10 Jul 2021

Results　市⺠レース中級

広島トヨタ広島ロードレース

【Communiqué 4-2】

Lap
片岡 幹人28 DNS

⼤脇 正樹36 DNSシーシーピーピー/ブイシーエフエム

藤田 ⻯也42 DNSインパルス
田之頭 怜功52 DNS

Panel of Commissaires

Number of Starters: 30

Did Not Finish: 0

Number of Finisher= 30

Did Not Start: 7

●ツアー主催 : 一般社団法人ジャパンサイクルリーグ

POWERTAG by Matrix-Inc

●ツアー運営 : 株式会社ジャパンサイクルリーグ

●大会主催 : 一般社団法人ジャパンサイクルリーグ / 広島ロードレース大会実行委員会（広島県自転車競技連盟 / 一般社団法人ジャパンサイクルリーグ）

●競技主管：広島県自転車競技連盟/ 一般社団法人ジャパンサイクルリーグ

●大会協賛 :広島トヨタ自動車株式会社、株式会社良和ハウス、有限会社サイクルショップカナガキ、PAL動物病院、三栄建設株式会社
株式会社GAパートナーズ、三光電業株式会社、オタフクソース株式会社、トヨタLF広島株式会社、中外テクノス株式会社、医療法人社団正岡病院
協同組合広島総合卸センター、株式会社桐原容器工業所、株式会社泉都、株式会社アイ・エム・シーユナイテッド、株式会社SANKYO、株式会社HANDEN
もみのき保育園、キムラじてんしゃ

●大会後援 :（一財）中央森林公園協会 広島県 三原市

●ツアー協賛 : 三菱地所株式会社、シュアラスター株式会社、株式会社ChampionSystem Japan、株式会社キナン、株式会社イノアックコーポレーション
 アイ・アール・シー井上ゴム工業株式会社、株式会社フィリップス・ジャパン、ヨネックス株式会社

●ツアー後援 : 国土交通省、経済産業省、スポーツ庁

●大会運営 : 広島ロードレース実行委員会


