三菱地所JCLロードレースツアー2021
第7戦 秋吉台カルストロードレース
【Communiqué 5-1】
StartList 秋吉台カルストロードレース

12 Sep 2021
RaceRating : ☆☆

No.

License ID

Rider

Team

2
4
5
6
11

10062886191
10007747755
10016010640
10009087365
10061344093

谷 順成/ ﾀﾆ ｼﾞｭﾝｾｲ
西尾 勇人/ ﾆｼｵ ﾊﾔﾄ
柴田 雅之/ ｼﾊﾞﾀ ﾏｻﾕｷ
渡邊 翔太郎/ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾀﾛ
佐藤 宇志/ ｻﾄｳ ﾀｶｼ

那須
那須
那須
那須
那須

21
22
24
25
26
27

10004556960
10006143013
10008003490
10008687342
10009798903
10021229240

増田 成幸/ ﾏｽﾀﾞ ﾅﾘﾕｷ
阿部 嵩之/ ｱﾍﾞ ﾀｶﾕｷ
堀 孝明/ ﾎﾘ ﾀｶｱｷ
西村 大輝/ ﾆｼﾑﾗ ﾋﾛｷ
小野寺 玲/ ｵﾉﾃﾞﾗ ﾚｲ
中村 魁斗/ ﾅｶﾑﾗ ｶｲﾄ

宇都宮ブリッツェン
宇都宮ブリッツェン
宇都宮ブリッツェン
宇都宮ブリッツェン
宇都宮ブリッツェン
宇都宮ブリッツェン

41
42
43
45
46
48

10010987959
10009797485
10021229139
10082672373
10021238132
10021554188

高木 三千成/ ﾀｶｷﾞ ﾐﾁﾅﾘ
岸 崇仁/ ｷｼ ﾀｶﾋﾄ
阿部 航大/ ｱﾍﾞ ｺｳﾀﾞｲ
藤田 涼平/ ﾌｼﾞﾀ ﾘｮｳﾍｲ
半田 子竜/ ﾊﾝﾀﾞ ｼﾘｭｳ
吉岡 秀祐/ ﾖｼｵｶ ｼｭｳｽｹ

さいたまディレーブ
さいたまディレーブ
さいたまディレーブ
さいたまディレーブ
さいたまディレーブ
さいたまディレーブ

51
52
54
55
56
57

10008856383
10009798192
10063223873
10020873471
10054830040
10021228533

小石
吉岡
横塚
宇賀
小山
石原

チーム右京
チーム右京
チーム右京
チーム右京
チーム右京
チーム右京

71
73
74
76
77
78

21ME0301347
21ME1400265
21ME1900482
21ME1300673
21MU1501888
21MU1501711

佐野淳哉/ ｻﾉ ｼﾞｭﾝﾔ
野宮一朗/ ﾉﾐﾔ ｲﾁﾛｳ
西村基/ ﾆｼﾑﾗ ﾓﾄｲ
石井駿平/ ｲｼｲ ｼｭﾝﾍﾟｲ
海野晋作/ ｳﾐﾉ ｼﾝｻｸ
高梨万里王/ ﾀｶﾅｼ ﾏﾘｵ

レバンテフジ静岡
レバンテフジ静岡
レバンテフジ静岡
レバンテフジ静岡
レバンテフジ静岡
レバンテフジ静岡

81
82
83
84
85
90

10004556455
10004656990
10007274576
10009799004
10011024739
10005595264

中島 康晴/ ﾅｶｼﾞﾏ ﾔｽﾊﾙ
畑中 勇介/ ﾊﾀﾅｶ ﾕｳｽｹ
山本 元喜/ ﾔﾏﾓﾄ ｹﾞﾝｷ
新城 雄大/ ｱﾗｼﾛ ﾕｳﾀﾞｲ
山本 大喜/ ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻｷ
Lebas Thomas/ ﾄﾏ ﾙﾊﾞ

キナンサイクリングチーム
キナンサイクリングチーム
キナンサイクリングチーム
キナンサイクリングチーム
キナンサイクリングチーム
キナンサイクリングチーム

祐馬/ ｺｲｼ ﾕｳﾏ
直哉/ ﾖｼｵｶ ﾅｵﾔ
浩平/ ﾖｺﾂｶ ｺｳﾍｲ
隆貴/ ｳｶﾞ ﾘｭｳｷ
智也/ ｺﾔﾏ ﾄﾓﾔ
悠希/ ｲｼﾊﾗ ﾕｳｷ

ブラーゼン
ブラーゼン
ブラーゼン
ブラーゼン
ブラーゼン

相模原
相模原
相模原
相模原
相模原
相模原

U23

U23

U23

U23
U23

●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、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
トッパン・フォームズ株式会社
●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 : 国土交通省、経済産業省、スポーツ庁
●大会主催 : 秋吉台カルストロードレース実行委員会
●競技主管 : 山口県自転車競技連盟
●大会車両協賛 : 山口マツダ株式会社
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第7戦 秋吉台カルストロードレース
【Communiqué 5-2】
StartList 秋吉台カルストロードレース
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No.

License ID

Rider

Team

101
102
105
106
108
109

34ME1200307
23ME0801739
34MU1700828
38ME1200122
27MU1500013
20ME1400603

桂慶浩/ ｶﾂﾗ ﾖｼﾋﾛ
阿曽圭佑/ ｱｿ ｹｲｽｹ
渡邊諒馬/ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳﾏ
平林楓輝/ ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾌｳｷ
内田宇海/ ｳﾁﾀﾞ ﾀｶﾐ
吉岡拓也/ ﾖｼｵｶ ﾀｸﾔ

ヴィクトワール広島
ヴィクトワール広島
ヴィクトワール広島
ヴィクトワール広島
ヴィクトワール広島
ヴィクトワール広島

121
123
124
125
126
127

27ME9701956
40ME1700662
14ME1700238
11ME1900677
28MU1800342
27MU1701988

向川尚樹/ ﾑｶｲｶﾞﾜ ﾅｵｷ
檜室建斗/ ﾋﾑﾛ ｹﾝﾄ
武井裕/ ﾀｹｲ ﾕｳ
持留叶汰郎/ ﾓﾁﾄﾞﾒ ｷｮｳﾀﾛｳ
本多晴飛/ ﾎﾝﾀﾞ ﾊﾙﾋ
東優仁/ ｱｽﾞﾏ ﾕｳﾄ

VC福岡
VC福岡
VC福岡
VC福岡
VC福岡
VC福岡

U23
U23

131
132
133
134
135
136

44ME0700889
10009715643
10009531040
10010798710
14MU1401372
44MU1801266

黒枝士揮/ ｸﾛｴﾀﾞ ｼｷ
黒枝咲哉/ ｸﾛｴﾀﾞ ｻﾔ
孫崎大樹/ ﾏｺﾞｻｷ ﾀﾞｲｷ
沢田桂太郎/ ｻﾜﾀﾞ ｹｲﾀﾛｳ
小野寛斗/ ｵﾉ ﾋﾛﾄ
宮崎泰史/ ﾐﾔｻﾞｷ ﾀｲｼ

スパークル大分レーシング
スパークル大分レーシング
スパークル大分レーシング
スパークル大分レーシング
スパークル大分レーシング
スパークル大分レーシング

U23

140
141
142
143
144
145

35ME1700578
35MM1100616
35MM1700546
35MM0100423
35ME9802484
35ME1802627

一丸裕介/ ｲﾁﾏﾙ ﾕｳｽｹ
杉山文崇/ ｽｷﾞﾔﾏ ﾌﾐﾀｶ
中田辰郎/ ﾅｶﾀ ﾀﾂﾛｳ
真鍋英佑/ ﾏﾅﾍﾞ ｴｲｼﾞ
植木康文/ ｳｴｷ ﾔｽﾌﾐ
大久保剛/ ｵｵｸﾎﾞ ﾂﾖｼ

山口県選抜チーム
山口県選抜チーム
山口県選抜チーム
山口県選抜チーム
山口県選抜チーム
山口県選抜チーム

Number of Starter= 59

U23
U23

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、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
トッパン・フォームズ株式会社
●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 : 国土交通省、経済産業省、スポーツ庁
●大会主催 : 秋吉台カルストロードレース実行委員会
●競技主管 : 山口県自転車競技連盟
●大会車両協賛 : 山口マツダ株式会社
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