
 No.           Rider                                                             Team

三菱地所JCLロードレースツアー2021

08 Aug 2021StartList　市民レース4時間耐久 シングルの部

第5戦 コーユーレンティアオートポリスロードレース

1 宮本 利徳/ ﾐﾔﾓﾄ ﾄｼﾉﾘ セレクシオン南九州

2 西田 光宏/ ﾆｼﾀﾞ ﾐﾂﾋﾛ 水曜会

3 中村 竜太/ ﾅｶﾑﾗ ﾘｭｳﾀ

4 牛山 恭一/ ｳｼﾔﾏ ｷｮｳｲﾁ セレクシオン南九州

5 星 亮輔/ ﾎｼ ﾘｮｳｽｹ

6 笠松 健二/ ｶｻﾏﾂ ｹﾝｼﾞ NEST nagasaki 

7 石島 健/ ｲｼｼﾞﾏ ｹﾝ Baka Torque

8 岩切 弘輝/ ｲﾜｷﾘ ﾋﾛｷ

9 田中 亮祐/ ﾀﾅｶ ﾘｮｳｽｹ VC福岡(エリート)

10 佐藤 浩一/ ｻﾄｳ ｺｳｲﾁ 津末レーシング

11 井上 健志/ ｲﾉｳｴ ﾀｹｼ ﾁｰﾑGINRIN熊本

12 小口 陽介/ ｵｸﾞﾁ ﾖｳｽｹ 熊本CTC

13 廣田 力也/ ﾋﾛﾀ ﾘｷﾔ NEST nagasaki

14 中島 雅人/ ﾅｶｼﾏ ﾏｻﾄ VC福岡エリート

15 小海 寛/ ｺｳﾐ ﾋﾛｼ

16 安達 知誠/ ｱﾀﾞﾁ ﾄﾓﾅﾘ

17 中尾 公一/ ﾅｶｵ ｺｳｲﾁ 道の駅阿蘇

18 尊田 耀介/ ｿﾝﾀﾞ ﾖｳｽｹ ｵﾑﾍﾞﾛｺｰﾁﾝｸﾞ

19 安武 英治/ ﾔｽﾀｹ ｴｲｼﾞ チームGINRIN熊本

20 橋口 裕次朗/ ﾊｼｸﾞﾁ ﾕｳｼﾞﾛｳ 津末レーシング

21 濱田 剛志/ ﾊﾏﾀﾞ ﾂﾖｼ NESTnagasaki

22 平野 慎太郎/ ﾋﾗﾉ ｼﾝﾀﾛｳ Team Kermis Cross

23 中林 航大/ ﾅｶﾊﾞﾔｼ ｺｳﾀﾞｲ VC福岡

24 秋吉 正則/ ｱｷﾖｼ ﾏｻﾉﾘ ＣＣＰＰ

25 海田 義嗣/ ｶｲﾀﾞ ﾖｼﾂｸﾞ

26 左迫間 昭一/ ｻｺﾏ ｼｮｳｲﾁ チームGINRIN熊本

27 原田 将人/ ﾊﾗﾀﾞ ﾏｻﾄ Infinity Style

28 孫崎 義之/ ﾏｺﾞｻｷ ﾖｼﾕｷ チームまご

29 東野 真之/ ﾋｶﾞｼﾉ ﾏｻﾕｷ greed racing

30 秦 智香/ ﾊﾀ ﾄﾓﾖｼ Infinity Style

31 長谷部 崇/ ﾊｾﾍﾞ ﾀｶｼ かぼす

32 淵 信隆/ ﾌﾁ ﾉﾌﾞﾀｶ

33 比良 和巳/ ﾋﾗ ｶｽﾞﾐ セレクシオン南九州

34 木村 純気/ ｷﾑﾗ ｼﾞｭﾝｷ VC福岡エリート

35 河津 勝/ ｶﾜﾂﾞ ﾏｻﾙ Troy Lee Designs KTM 

36 上川 勝司/ ｼﾞｮｳｶﾞﾜ ｶﾂｼ TEAM みーかー

37 石井 海斗/ ｲｼｲ ｶｲﾄ 大分県自転車競技連盟

38 久保田 弦士/ ｸﾎﾞﾀ ｹﾞﾝｼﾞ 大分県自転車競技連盟

●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 : オートポリスロードレース実行委員会

●競技主管 : 大分県自転車競技連盟

●大会協賛 : コーユーレンティア株式会社、株式会社コスモレンタル、河野電気株式会社、やまとや弁当、大分合同、株式会社明治

●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、東洋紡株式会社、三菱自動車工業株式会社

●ツアー後援 : 国土交通省、経済産業省、スポーツ庁

●大会運営 : オートポリスロードレース実行委員会

●大会後援 : 大分県 日田市、大分合同新聞社、OBS大分放送、TOSテレビ大分、OAB大分朝日放送、エフエム大分

●大会共催 : 大分県自転車競技連盟/ 一般社団法人ジャパンサイクルリーグ



 No.           Rider                                                             Team

三菱地所JCLロードレースツアー2021

08 Aug 2021StartList　市民レース4時間耐久 シングルの部

第5戦 コーユーレンティアオートポリスロードレース

39 寺地 希亜良/ ﾃﾗﾁ ｷｱﾗ 大分県自転車競技連盟

40 淵 月那/ ﾌﾁ ﾙﾅ 大分県自転車競技連盟

41 淵 稟碧/ ﾌﾁ ﾘｵ 大分県自転車競技連盟

42 平本 祐樹/ ﾋﾗﾓﾄ ﾕｳｷ

43 三浦 駿/ ﾐｳﾗ ｼｭﾝ 日出総合高校

44 是永 ゆうき/ ｺﾚﾅｶﾞ ﾕｳｷ 日出総合高校

45 本田 稜介/ ﾎﾝﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ 日出総合高校

46 上田 祥太/ ｳｴﾀﾞ ｼｮｳﾀ 日出総合高校

47 河野 迅/ ｶﾜﾉ ｼﾞﾝ 日出総合高校

48 疋田 雅人/ ﾋｷﾀﾞ ﾏｻﾄ 大分県自転車競技連盟

49 板井 慶次郎/ ｲﾀｲ ｹｲｼﾞﾛｳ 大分県自転車競技連盟

50 佐藤 優晋/ ｻﾄｳ ﾕｳｼﾝ 大分県自転車競技連盟

51 田仲 隼大/ ﾀﾅｶ ﾊﾔﾀ 大分県自転車競技連盟

52 阿南 利空/ ｱﾅﾝ ﾘｸ 大分県自転車競技連盟

53 河野 真也/ ｺｳﾉ ﾏｻﾔ 日出総合高校

54 硲 仁/ ﾊｻﾞﾏ ｼﾞﾝ 日出総合高校

55 髙橋 朋樹/ ﾀｶﾊｼ ﾄﾓｷ 大分県自転車競技連盟

56 牧 拓夢/ ﾏｷ ﾀｸﾑ 大分県自転車競技連盟

57 石坂 敦/ ｲｼｻﾞｶ ｱﾂｼ greed racing

58 海田 康一郎/ ｶｲﾀﾞ ｺｳｲﾁﾛｳ

59 七楽 剛/ ﾅﾗｸ ｺﾞｳ

60 佐藤 信哉/ ｻﾄｳ ｼﾝﾔ VC福岡エリート

61 柏木 優希/ ｶｼﾜｷﾞ ﾕｳｷ

62 谷村 康寿/ ﾀﾆﾑﾗ ﾔｽﾄｼ click八幡

63 西村 和樹/ ﾆｼﾑﾗ ｶｽﾞｷ GINRIN熊本

64 満上 亘/ ﾐﾂｶﾐ ﾜﾀﾙ IZMoneoff

65 山崎 銀次郎/ ﾔﾏｻｷ ｷﾞﾝｼﾞﾛｳ RSracing

66 小池 貴行/ ｺｲｹ ﾀｶﾕｷ セレクシオン南九州

67 前田 浩志/ ﾏｴﾀﾞ ﾋﾛｼ JFC

68 明瀬 直幸/ ﾐｮｳｾ ﾅｵﾕｷ 日本ろう自転車競技協会

69 大神 勝伍/ ｵｵｶﾞﾐ ｼｮｳｺﾞ Orange's FLAT 0% PT

70 仲摩 泰斗/ ﾅｶﾏ ﾀｲﾄ

71 岩男 大輔/ ｲﾜｵ ﾀﾞｲｽｹ RSRacing/nico/emu

Panel of CommissairesNumber of Starter= 71

●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 : オートポリスロードレース実行委員会

●競技主管 : 大分県自転車競技連盟

●大会協賛 : コーユーレンティア株式会社、株式会社コスモレンタル、河野電気株式会社、やまとや弁当、大分合同、株式会社明治

●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、東洋紡株式会社、三菱自動車工業株式会社

●ツアー後援 : 国土交通省、経済産業省、スポーツ庁

●大会運営 : オートポリスロードレース実行委員会

●大会後援 : 大分県 日田市、大分合同新聞社、OBS大分放送、TOSテレビ大分、OAB大分朝日放送、エフエム大分

●大会共催 : 大分県自転車競技連盟/ 一般社団法人ジャパンサイクルリーグ


