三菱地所JCLプロロードレースツアー2022
第5戦 コーユーレンティア オートポリスロードレース
【Communiqué 1-1】
StartList コーユーレンティア オートポリスロードレース
No.

License ID

2
5
6
7
12

RaceDate : 2022/08/06
RaceRating : ☆☆

Rider

Team

10004556455
10011024739
10015564036
10020950869
10005595264

中島 康晴/ ﾅｶｼﾞﾏ ﾔｽﾊﾙ
山本 大喜/ ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻｷ
花田 聖誠/ ﾊﾅﾀﾞ ｷﾖﾏｻ
小出 樹/ ｺｲﾃﾞ ｲﾂｷ
Lebas Thomas/ ﾄﾏ ﾙﾊﾞ

KINAN Racing Team
KINAN Racing Team
KINAN Racing Team
KINAN Racing Team
KINAN Racing Team

21
22
23
26
29
30

09ME0400861
09ME0600844
09ME0400028
09ME1100355
03ME1401083
43ME1801266

増田 成幸/ ﾏｽﾀﾞ ﾅﾘﾕｷ
阿部 嵩之/ ｱﾍﾞ ﾀｶﾕｷ
小坂 光/ ｺｻｶ ﾋｶﾙ
小野寺 玲/ ｵﾉﾃﾞﾗ ﾚｲ
及川 一総/ ｵｲｶﾜ ｶｽﾞｻ
宮崎 泰史/ ﾐﾔｻﾞｷ ﾀｲｼ

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
44
45
48
49

10009799408
10009080594
10021330785
10021170131
10021626738
10114308723

阿曽 圭佑/ ｱｿ ｹｲｽｹ
ライアン カバナ/ ﾗｲｱﾝ ｶﾊﾞﾅ
中村圭佑/ ﾅｶﾑﾗ ｹｲｽｹ
湯浅 博貴/ ﾕｱｻ ﾋﾛﾀｶ
久保田 悠介/ ｸﾎﾞﾀ ﾕｳｽｹ
林 伶音/ ﾊﾔｼ ﾚｵﾝ

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

61
62
63
64
65

44ME0700889
10009715643
43ME0701211
10009531040
10010798710

黒枝
黒枝
住吉
孫崎
沢田

Sparkle Oita Racing Team
Sparkle Oita Racing Team
Sparkle Oita Racing Team
Sparkle Oita Racing Team
Sparkle Oita Racing Team

82
83
84
85

10008197288
10009798192
10014525631
10020873471

石橋
吉岡
武山
宇賀

101
102
103
104
105

10062886191
10009797586
10007747755
10021099100
10016254150

谷 順成/ ﾀﾆ ｼﾞｭﾝｾｲ
金子 大介/ ｶﾈｺ ﾀﾞｲｽｹ
西尾 勇人/ ﾆｼｵ ﾊﾔﾄ
西尾 憲人/ ﾆｼｵ ｹｲﾄ
竹村 拓/ ﾀｹﾑﾗ ﾀｸ

士揮/ ｸﾛｴﾀﾞ ｼｷ
咲哉/ ｸﾛｴﾀﾞ ｻﾔ
宏太/ ｽﾐﾖｼ ｺｳﾀ
大樹/ ﾏｺﾞｻｷ ﾀﾞｲｷ
桂太郎/ ｻﾜﾀﾞ ｹｲﾀﾛｳ
学/ ｲｼﾊﾞｼ ﾏﾅﾌﾞ
直哉/ ﾖｼｵｶ ﾅｵﾔ
晃輔/ ﾀｹﾔﾏ ｺｳｽｹ
隆貴/ ｳｶﾞ ﾘｭｳｷ

Team
Team
Team
Team

UKYO SAGAMIHARA
UKYO SAGAMIHARA
UKYO SAGAMIHARA
UKYO SAGAMIHARA

那須
那須
那須
那須
那須

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

●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、シュアラスター株式会社、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、
アイ・アール・シー井上ゴム工業株式会社、トッパン・フォームズ株式会社、三菱自動車工業株式会社、株式会社フィリップス・ジャパン、
コーユーレンティア株式会社、株式会社ダスキン、株式会社西武ホールディングス、ワールド通商株式会社、株式会社クロイスターズ、
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 : 3SEEDS株式会社、一般社団法人ジャパンサイクルリーグ
●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

U23
U23

三菱地所JCLプロロードレースツアー2022
第5戦 コーユーレンティア オートポリスロードレース
【Communiqué 1-2】
StartList コーユーレンティア オートポリスロードレース
No.

License ID

121
122
125
126
127
129

RaceDate : 2022/08/06
RaceRating : ☆☆

Rider

Team

27ME9701956
40ME1700662
17ME1600138
11ME1900677
40ME1900083
40ME1000423

向川尚樹/ ﾑｶｲｶﾞﾜ ﾅｵｷ
檜室建斗/ ﾋﾑﾛ ｹﾝﾄ
中田拓也/ ﾅｶﾀ ﾀｸﾔ
持留叶汰郎/ ﾓﾁﾄﾞﾒ ｷｮｳﾀﾛｳ
中島雅人/ ﾅｶｼﾏ ﾏｻﾄ
佐藤信哉/ ｻﾄｳ ｼﾝﾔ

VC福岡
VC福岡
VC福岡
VC福岡
VC福岡
VC福岡

142
144
146
147
148
149

21ME1900482
21ME1300010
21MU1501711
21ME1501411
10008662383
10010754755

西村基/ ﾆｼﾑﾗ ﾓﾄｲ
鈴木史竜/ ｽｽﾞｷ ｼﾘｭｳ
高梨万里王/ ﾀｶﾅｼ ﾏﾘｵ
村山 浩司/ ﾑﾗﾔﾏ ｺｳｼ
バトムンク マラルエルデン/ ﾊﾞﾄﾑﾝｸ ﾏﾗﾙｴﾙﾃﾞﾝ
エンクタイヴァン ボローエルデン/ ｴﾝｸﾀｲｳﾞｧﾝ
ﾎﾞﾛｰｴﾙﾃﾞﾝ

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

161
162
163
164
166
168

11ME1201592
11ME1200307
13ME1201250
11ME0900655
11ME1101875
11ME1800308

阿部 航大/ ｱﾍﾞ ｺｳﾀﾞｲ
桂 慶浩/ ｶﾂﾗ ﾖｼﾋﾛ
古田 潤/ ﾌﾙﾀ ｼﾞｭﾝ
高木 三千成/ ﾀｶｷﾞ ﾐﾁﾅﾘ
藤田 涼平/ ﾌｼﾞﾀ ﾘｮｳﾍｲ
鈴木 道也/ ｽｽﾞｷ ﾐﾁﾔ

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

Number of Starter= 49

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、株式会社キナン、シュアラスター株式会社、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、
アイ・アール・シー井上ゴム工業株式会社、トッパン・フォームズ株式会社、三菱自動車工業株式会社、株式会社フィリップス・ジャパン、
コーユーレンティア株式会社、株式会社ダスキン、株式会社西武ホールディングス、ワールド通商株式会社、株式会社クロイスターズ、
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 : 3SEEDS株式会社、一般社団法人ジャパンサイクルリーグ
●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

