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【 Communiqué 1RR-1 】  スタートリスト 

 

 

 

【　StartList　】 ｴﾝﾄﾘｰ数 35 2022/10/10

60分エンデューロ （ソロ）　併催：山口県体育大会自転車競技 スタート時刻　9：00

順位 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属クラブ タイム

1 浅原 智治 アサハラ トモハル

2 石田 慧太 イシダ ケイタ

3 井上 悠喜 イノウエ ユウキ VC福岡ユース

4 植田 良 ウエタ リョウ UNIVERS ユニヴェール

5 江山 智之 エヤマ トモユキ BELTEMPO

6 岡村 祐右亮 オカムラ ユウスケ

7 兼清 誠 カネキヨ マコト

8 北村 祐人 キタムラ ユウト

9 木原 大輔 キハラ ダイスケ

10 倉本 直人 クラモト ナオト

11 河野 且貴 コウノ カツキ

12 佐々木 剛 ササキ ツヨシ

13 重永 弥生 シゲナガ ヤヨイ

14 宍戸 寛隆 シシド ヒロタカ

15 菅村 篤 スガムラ アツシ Aki Rising Bicycle team

16 鈴木 弘 スズキ ヒロシ

17 武田 博司 タケダ ヒロシ サイクルフリーダムレーシング

18 武西 憲進 タケニシ ケンシン エキップｕレーシング

19 田辺 晋一 タナベ シンイチ voyAge cycling team

20 千葉 光輝 チバ コウキ

21 徳永 喜治 トクナガ ヨシハル Team Ma Cherie

22 内藤 慎也 ナイトウ シンヤ

23 中原 哉偉 ナカハラ カイ

24 野田 佳奈子 ノダ カナコ NESTnagasaki

25 馬場 一聡 ババ クニアキ TNGレーシング広島

26 藤尾 弘 フジオ ヒロシ

27 前田 陵 マエダ リョウ

28 松野 洋介 マツノ ヨウスケ

29 松原 友輝 マツバラ ユウキ

30 松本 透 マツモト トオル A’le:ne So’le:ne

31 宮田 久生 ミヤタ ヒサオ eNShare Cycling Team

32 宮本 翔土 ミヤモト ショウト

33 村田 優翔 ムラタ ヒロト

34 山口 凌矢 ヤマグチ リョウヤ

35 吉村 康成 ヨシムラ コウセイ



 

 

主催 ： 山口県自転車競技連盟／一般社団法人ジャパンサイクルリーグ 

共催 ： 周南市 

後援 ： 公益財団法人周南市体育協会 

主管 ： 山口県自転車競技連盟 

2022.10.7 

【 Communiqué 1RR-2 】  スタートリスト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【　StartList　】 ｴﾝﾄﾘｰ数 4 2022/10/10

60分エンデューロ （ペア）　併催：山口県体育大会自転車競技 スタート時刻　9：00

順位 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属クラブ タイム

36 高橋 一雄 タカハシ カズオ H2R

37 松本康男 マツモト　ヤスオ H2R

38 山本 匠 ヤマモト タクミ 徳島大学

39 松谷紘明 マツタニヒロアキ 徳島大学

【　StartList　】 ｴﾝﾄﾘｰ数 4 2022/10/10

ユース・レース　（1.3km×13周＝16.9km） スタート時刻　13：15

順位 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属クラブ タイム

52 高橋 弦貴 タカハシ ゲンキ 山口県ジュニアサイクルスポーツクラブ

53 武西 憲進 タケニシ ケンシン エキップｕレーシング

54 水口 琉 ミナクチ リュウ 愛媛県自転車競技連盟ジュニアクラブ

74 中村 春太 ナカムラ ハルタ

【　StartList　】 ｴﾝﾄﾘｰ数 2 2022/10/10

レディース・レース　（1.3km×13周＝16.9km） スタート時刻　13：15

順位 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属クラブ タイム

55 小林 綾子 コバヤシ アヤコ eNShare Cycling Team

56 野田 佳奈子 ノダ カナコ NESTnagasaki

【　StartList　】 ｴﾝﾄﾘｰ数 8 2022/10/10

キッズ・レース　（1.3km×1周＝1.3km） スタート時刻　13：55

順位 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属クラブ タイム

40 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クラブ

41 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

42 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

43 葉色 慧飛 ハイロ ケイト Bluerhino

44 濱野 駿 ハマノ シュン

45 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

46 船岡 湊 フナオカ ミナト 広島サイクルクラブ

47 吉村 美緒 ヨシムラ ミオ 宇部市立恩田小学校
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【 Communiqué 1RR-3 】  スタートリスト 

 

 

【　StartList　】 ｴﾝﾄﾘｰ数 4 2022/10/10

バンビーノ・レース　（500m×2周+α） スタート時刻　14：20

順位 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属クラブ タイム

48 船岡 浬 フナオカ カイリ 広島サイクルクラブ

49 松永 泰芯 マツナガ タイシン H2R

50 吉國 玲音 ヨシクニ レオン

51 吉村 悠希 ヨシムラ ユウキ 宇部市立恩田小学校


