三菱地所JCLプロロードレースツアー2022
広島トヨタ広島クリテリウム

StartList ホビーレース エキスパート
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Rider

麻生裕也/ ｱｿｳﾋﾛﾔ
大野 道源/ ｵｵﾉ ﾐﾁﾓﾄ
新見功/ ﾆｲﾐｲｻｵ
小西優大/ ｺﾆｼﾕｳﾀﾞｲ
岩崎啓太/ ｲﾜｻｷｹｲﾀ
藤井文男/ ﾌｼﾞｲﾌﾐｵ
井上 裕樹/ ｲﾉｳｴ ﾕｳｷ
皿谷宏人/ ｻﾗｶﾞｲﾋﾛﾄ
池田雅展/ ｲｹﾀﾞﾏｻﾉﾌﾞ
高橋 叶平/ ﾀｶﾊｼ ｷｮｳﾍｲ
村岡耕吉/ ﾑﾗｵｶｺｳｷﾁ
折本 皇一郎/ ｵﾘﾓﾄ ｺｳｲﾁﾛｳ
山中知義/ ﾔﾏﾅｶﾄﾓﾖｼ
福永 航平/ ﾌｸﾅｶﾞ ｺｳﾍｲ
平井貴志/ ﾋﾗｲﾀｶｼ
桑原 悠/ ｸﾜﾊﾞﾗ ﾊﾙｶ
野崎 真優/ ﾉｻﾞｷ ﾏﾋﾛ
檜井 誉樹/ ﾋﾉｲﾀｶｷ
吉本 俊平/ ﾖｼﾓﾄ ｼｭﾝﾍﾟｲ
川崎 温規/ ｶﾜｻｷ ﾊﾙｷ
重白 和希/ ｼｹﾞｼﾛ ｶｽﾞｷ
森竹 蒼良/ ﾓﾘﾀｹ ｿﾗ
竹口 要/ ﾀｹｸﾞﾁ ｶﾅﾒ
友広 恥則/ ﾄﾓﾋﾛｻﾄﾉﾘ
見附洋弥/ ﾐﾂｹﾋﾛﾔ
香川 祐太/ ｶｶﾞﾜ ﾕｳﾀ
綿本隼人/ ﾜﾀﾓﾄﾊﾔﾄ
平岡信太郎/ ﾋﾗｵｶｼﾝﾀﾛｳ
齋藤俊輔/ ｻｲﾄｳｼｭﾝｽｹ
吉海久人/ ﾖｼｶｲﾋｻﾄ
末本 歩夢/ ｽｴﾓﾄ ｱﾑ
尾田悠空/ ｵﾀﾞﾕﾀｶ
飯田怜治/ ｲｲﾀﾞﾚｲｼﾞ
武田 真英/ ﾀｹﾀﾞ ｼﾝｴｲ
北野夏樹/ ｷﾀﾉﾅﾂｷ
松浦広明/ ﾏﾂｳﾗﾋﾛｱｷ
坂川 達行/ ｻｶｶﾞﾜ ﾀﾂﾕｷ
牧野航大/ ﾏｷﾉｺｳﾀﾞｲ
西岡 靖記/ ﾆｼｵｶ ﾔｽｷ
頓宮康生/ ﾄﾝｸﾞｳｺｳｾｲ
清水 一弘/ ｼﾐｽﾞ ｶｽﾞﾋﾛ
豊崎久斗/ ﾄﾖｻｷﾋｻﾄ

10 Jul 2022
Team

エキップティラン
コンクイスタ
Katasei Compagno
キムラじてんしゃレーシング
wine bar 500 A velo
エキップティラン
エキップティラン
エキップティラン
TeamUKYO Reve
ELCAMINOCYCLE
Team GUMBO
Team GUMBO
eNShare racing team
山口県自転車競技連盟・我逢人
TeamUKYO Reve
Team Kermis Cross
近畿大学
Club La.sista Offroad Team
ゆるキャライダーズ
TeamUKYO Reve
山陽高校自転車競技部
キムラじてんしゃレーシング
eNShare Cycling Team
TNGレーシング 広島
H.H.C
TNGレーシング広島
eNShare Cycling Team
近畿大学
SSPCアスリート
voyAge cycling team
AkiRishingBicycleTeam
エキップ ティラン
Team Kermis Cross
eNShare CyclingTeam
Team Kermis cross
近畿工学部サイクリング部
Team UKYO Reve

●ツアー主催 : 一般社団法人ジャパンサイクルリーグ
●ツアー協賛 : 三菱地所株式会社、株式会社キナン、株式会社西武ホールディングス、トッパン・フォームズ株式会社、三菱自動車工業株式会社、
株式会社ダスキン、ワールド通商株式会社、シュアラスター株式会社、株式会社クロイスターズ、コーユーレンティア株式会社、ヨネックス株式会社、
株式会社イノアックコーポレーション、井上ゴム工業株式会社、イワクラゴールデンホーム株式会社
●ツアー運営 : 株式会社ジャパンサイクルリーグ
●ツアー後援 : 経済産業省、自転車活用推進本部、スポーツ庁
●大会主催 : 広島クリテリウム実行委員会
●競技主管 : 一般社団法人全日本実業団自転車競技連盟
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三菱地所JCLプロロードレースツアー2022
広島トヨタ広島クリテリウム

StartList ホビーレース エキスパート
No.
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Rider

森谷 忠司/ ﾓﾘﾔ ﾀﾀﾞｼ
金城辰樹/ ｶﾈｼﾛﾀﾂｷ
三重野翔/ ﾐｴﾉｼｮｳ
田中亮祐/ ﾀﾅｶﾘｮｳｽｹ
小笠原輝彦/ ｵｶﾞｻﾜﾗﾃﾙﾋｺ
川久保夏貴/ ｶﾜｸﾎﾞﾅﾂｷ
大崎優/ ｵｵｻｷｽｸﾞﾙ
山根大輔/ ﾔﾏﾈﾀﾞｲｽｹ
武田博司/ ﾀｹﾀﾞﾋﾛｼ
小林 達也/ ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾂﾔ
佐藤俊雄/ ｻﾄｳﾄｼｵ
大谷勇太/ ｵｵﾀﾆﾕｳﾀ

Number of Starter= 54

10 Jul 2022
Team

ベッキーシクロクロス
エキップティラン
TeamUKYO Reve
VC福岡(エリート)

高知CTC
高知ＣＴＣ
サイクルフリーダム・レーシング
eNShare
MINERVA-ashahi
エロレンジャー
Panel of Commissaires

●ツアー主催 : 一般社団法人ジャパンサイクルリーグ
●ツアー協賛 : 三菱地所株式会社、株式会社キナン、株式会社西武ホールディングス、トッパン・フォームズ株式会社、三菱自動車工業株式会社、
株式会社ダスキン、ワールド通商株式会社、シュアラスター株式会社、株式会社クロイスターズ、コーユーレンティア株式会社、ヨネックス株式会社、
株式会社イノアックコーポレーション、井上ゴム工業株式会社、イワクラゴールデンホーム株式会社
●ツアー運営 : 株式会社ジャパンサイクルリーグ
●ツアー後援 : 経済産業省、自転車活用推進本部、スポーツ庁
●大会主催 : 広島クリテリウム実行委員会
●競技主管 : 一般社団法人全日本実業団自転車競技連盟
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