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【 Communiqué 1R-1 】  スタートリスト 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【　StartList　】 ｴﾝﾄﾘｰ数 15 2022/6/19

120分エンデューロ（ソロ） スタート時刻　9：30

順位 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属クラブ タイム

17 松井　卓也 マツイ　タクヤ

18 吉田　健 ヨシダ　ケン Team黒い三連星

19 今泉　喜樹 イマイズミ　ヨシキ がばいキング

20 笠松　健二 カサマツ　ケンジ NEST nagasaki

21 峯末　雅人 ミネスエ　マサト

22 Alan　Taylor アラン　テイラー

23 江山　智之 エヤマ　トモユキ BELTEMPO

24 木村　光浩 キムラ　ミツヒロ

25 植木　康文 ウエキ　ヤスフミ 山口県自転車競技連盟・我逢人

26 末本　歩夢 スエモト アム YUCC / eNShare Cycling Team

27 坂脇　祐樹 サカワキ　ユウキ Rabbit Street UBE

28 前田　陵 マエダ　リョウ

29 平井　徳亮 ヒライ　ヤスアキ 山口県自転車競技連盟・我逢人

30 田中　亮祐 タナカ　リョウスケ VC福岡(エリート)

31 浦前　貴紀 ウラマエ　タカノリ HCC

【　StartList　】 ｴﾝﾄﾘｰ数 2 2022/6/19

120分エンデューロ（ペア） スタート時刻　9：30

順位 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属クラブ タイム

32 川原　幸法 カワハラ　ユキノリ

33 兵働　直之 ヒョウドウ　ナオユキ
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【 Communiqué 1R-2 】  スタートリスト 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【　StartList　】 ｴﾝﾄﾘｰ数 2 2022/6/19

バンビーノ・レース　（小学生1～3年生男女、1.7km×1周＝1.7km）　 スタート時刻　11：45

順位 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属クラブ タイム

1 吉村　悠希 ヨシムラ　ユウキ 宇部市立恩田小学校

2 船岡　浬 フナオカ　カイリ 広島サイクルクラブ

【　StartList　】 ｴﾝﾄﾘｰ数 11 2022/6/19

キッズ・レース　（小学生4～6年生男女、1.7km×3周＝4.2km）　 スタート時刻　11：45

順位 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属クラブ タイム

3 葉色　慧飛 ハイロ　ケイト Bluerhino

4 船岡　湊 フナオカ　ミナト 広島サイクルクラブ

5 田中　柊那 タナカ　シュウナ

6 大谷　修也 オオタニ　シュウヤ VC福岡ユース

7 小川　真斗 オガワ　マサト

8 福田　一輝 フクダ　イツキ 山口県ジュニアサイクルスポーツクラブ

9 安藤　優真 アンドウ　ユウマ 山口県ジュニアサイクルスポーツクラブ

10 安藤　愛翔 アンドウ　マナト 山口県ジュニアサイクルスポーツ

11 徳永　穂乃花 トクナガ　ホノカ 山口県ジュニアサイクルスポーツクラブ

12 藤田　紗綾 フジタ　サヤ チームファンサイクル

57 美輪　空人 ミワ　ソラト vc福岡ユース



 

 

主催 ： 一般社団法人ジャパンサイクルリーグ 

共催 ： 山口県自転車競技連盟 

後援 ： 山口県 ／ 公益財団法人山口県体育協会 

主管 ： 山口県自転車競技連盟／地域密着型サイクルスポーツクラブ 

 

2022.6.14 

【 Communiqué 1R-3 】  スタートリスト 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【　StartList　】 ｴﾝﾄﾘｰ数 3 2022/6/19

ユース・レース　（中学生の男子、1.7km×8周＝13.6km）　 スタート時刻　12：30

順位 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属クラブ タイム

13 坂本　一冴 サカモト　イッサ 山口県ジュニアサイクルスポーツクラブ

14 横田　陸 ヨコタ　リク 山口県ジュニアサイクルスポーツクラブ

15 児玉　智紀 コダマ　トモキ 山口県ジュニアサイクルスポーツクラブ

【　StartList　】 ｴﾝﾄﾘｰ数 1 2022/6/19

レディース・レース　（中学生以上の女性、1.7km×8周＝13.6km）　 スタート時刻　12：30

順位 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属クラブ タイム

16 小林　綾子 コバヤシ　アヤコ eNShare Cycling Team
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【 Communiqué 1R-4 】  スタートリスト 

 

 

 

 

 

 

 

 

【　StartList　】 ｴﾝﾄﾘｰ数 19 2022/6/19

90分エンデューロ（ソロ） スタート時刻　13：30

順位 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属クラブ タイム

34 三戸　崇史 ミト　タカフミ

35 松原　友輝 マツバラ　ユウキ

36 佐々木　剛 ササキ　ツヨシ

37 今泉　喜樹 イマイズミ　ヨシキ がばいキング

38 徳永　喜治 トクナガ　ヨシハル チームマシェリ

39 飯田　怜治 イイダ　レイジ SSPCアスリート

40 東本　知也 ヒガシモト　トモヤ

41 尊田　耀介 ソンダ　ヨウスケ 鍛造塾

42 Alan　Taylor アラン　テイラー

43 カワモ　アラタ カワモト　アラタ

44 中島　太一 ナカシマ　タイチ

45 古川　晃都 フルカワ　コウト YUCC

46 武田　博司 タケダ　ヒロシ サイクルフリーダム・レーシング

47 山本　静夫 ヤマモト　シズオ

48 藤田　翔太郎 フジタ　ショウタロウ チームファンサイクル

49 白井　朋幸 シライ　トモユキ nexstra GCK

50 小林　達也 コバヤシ　タツヤ eNShare

51 大木　蛍 オオギ　ホタル

52 浜崎　清修 ハマサキ　キヨノブ

【　StartList　】 ｴﾝﾄﾘｰ数 4 2022/6/19

90分エンデューロ（ペア） スタート時刻　13：30

順位 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属クラブ タイム

53 栗元　陽大 クリモト ハルト 防府商工高校

54 矢武　隼 ヤタケ　ハヤト 防府商工高校

55 安部　悠希 アベ　ユウキ YUCC

56 倉本　直人 クラモト　ナオト YUCC


