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 ホビーエンデューロ ペア
No.

Team

10 Jul 2022
Rider

1

TeamUKYO Reve

徳丸 しゅう/ ﾄｸﾏﾙ ｼｭｳ
三谷 優空/ ﾐﾀﾆ ﾕﾗ

F/F

2

キムラじてんしゃレーシング

松浦 勇樹/ ﾏﾂｳﾗ ﾕｳｷ
畠中 文香/ ﾊﾀﾅｶ ｱﾔｶ

F/M

3

voyAge cycling team

田辺 晋一/ ﾀﾅﾍﾞ ｼﾝｲﾁ
松下 恵子/ ﾏﾂｼﾀ ｹｲｺ

F/M

4

シクロ・アジョシ

桑田 徹也/ ｸﾜﾀﾞ ﾃﾂﾔ
山本 百合恵/ ﾔﾏﾓﾄ ﾕﾘｴ

F/M

5

VST

中村春太/ ﾅｶﾑﾗﾊﾙﾀ
和田 輝夢/ ﾜﾀﾞ ﾃﾙﾑ

M/M

6

ルンルン(ｔ.ｐro)

油野晃/ ｱﾌﾞﾗﾉｱｷﾗ
高島 博昭/ ﾀｶｼﾏ ﾋﾛｱｷ

M/M

7

ムンムン(t.pro)

辻田 幸司/ ﾂｼﾞﾀ ｺｳｼﾞ
石本 芳博/ ｲｼﾓﾄ ﾖｼﾋﾛ

M/M

8

リンリン（t.pro）

田渕 雅士/ ﾀﾌﾞﾁ ﾏｻｼ
新島 陽次/ ﾆｲｼﾞﾏ ﾖｳｼﾞ

M/M

9

チーム５１

桧垣 慶彦/ ﾋｶﾞｷ ﾖｼﾋｺ
北坂 剛一/ ｷﾀｻｶ ｺﾞｳｲﾁ

M/M

10

C'est La Vie

坂井誠臣/ ｻｶｲﾏｻｵﾐ
富永将宇/ ﾄﾐﾅｶﾞﾏｻﾀｶ

M/M

11

宮工のこんにゃくカタツムリ

河村颯馬/ ｶﾜﾑﾗｿｳﾏ
続木涼太/ ﾂﾂﾞｷﾘｮｳﾀ

M/M

12

teamSANKYO 自転車部

藤嶋 奏斗/ ﾌｼﾞｼﾏ ｿｳﾄ
渡 太一/ ﾜﾀﾘ ﾀｲﾁ

M/M

13

修道中学高等学校

福永 航平/ ﾌｸﾅｶﾞ ｺｳﾍｲ
秋本 凌佑/ ｱｷﾓﾄ ﾘｮｳｽｹ

M/M

14

CYCLE BOY

玉木 睦大/ ﾀﾏｷ ﾄﾓﾋﾛ
右近 悠斗/ ｳｺﾝ ﾕｳﾄ

M/M

15

kcr

大神 勝伍/ ｵｵｶﾞﾐ ｼｮｳｺﾞ
藤原 成人/ ﾌｼﾞﾊﾗ ﾅﾙﾄ

M/M

16

チーム宇品

犬持 淳/ ｲﾇﾓﾁ ｼﾞｭﾝ
本夛 裕臣/ ﾎﾝﾀﾞ ﾋﾛｵﾐ

M/M

17

Aki Rising Bicycle

若林昌人/ ﾜｶﾊﾞﾔｼﾏｻﾄ
松原 一雄/ ﾏﾂﾊﾞﾗ ｶｽﾞｵ

M/M

●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

POWERTAG by Matrix-Inc
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18

Facciamo！(ファッチャーモ)

石田慧太/ ｲｼﾀﾞｹｲﾀ
千葉光輝/ ﾁﾊﾞｺｳｷ

M/M

19

O.B.K

西尾圭市/ ﾆｼｵ ｹｲｲﾁ
松原 陸/ ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾘｸ

M/M

20

シン・不整地快感倶楽部

杉中 孝仁/ ｽｷﾞﾅｶ ﾀｶﾋﾄ
丸山 弘/ ﾏﾙﾔﾏ ﾋﾛｼ

M/M

21

yucc

簑原健太朗/ ﾐﾉﾊﾗｹﾝﾀﾛｳ
下瀬遼斗/ ｼﾓｾﾘｮｳﾄ

M/M

22

広島城北中学校

中元 義人/ ﾅｶﾓﾄ ﾖｼﾄ
奥田 煌山/ ｵｸﾀﾞ ｺｳｻﾞﾝ

M/M

23

YUCC

倉本直人/ ｸﾗﾓﾄ ﾅｵﾄ
安部悠希/ ｱﾍﾞ ﾕｳｷ

M/M

Number of Starter= 46

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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