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1 大野　宏樹 広島城北高校 広島県 高校3年 男 1:19:39

2 宮内　渉 松山聖陵高校 愛媛県 高校3年 男 1:19:39

3 京楽　太伸 尾道東高校 広島県 高校3年 男 1:19:52

4 畝木　努 水島工業高校 岡山県 高校2年 男 1:21:01

5 吉田　慶 山陽高校 広島県 高校1年 男 1:21:02

6 下井　健隆 山陽高校 広島県 高校3年 男 1:21:02

7 石橋　健三朗 広島城北高校 広島県 高校1年 男 1:21:03

8 岡部　祐太 広島城北中学校 広島県 中学3年 男 1:21:06 中学1位

9 海老本　拓也 崇徳高校 広島県 高校2年 男 1:21:10

10 黒澤　虎南 飯塚第二中学校 福岡県 中学1年 男 1:21:10 中学2位

11 日野　竜嘉 西条市立小松中学校 愛媛県 中学2年 男 1:21:13 中学3位

12 松本　貴治 松山聖陵高校 愛媛県 高校3年 男 1:26:10

13 門田　凌 松山聖陵高校 愛媛県 高校2年 男 1:26:11

14 三好　匠 山陽高校 広島県 高校1年 男 1:26:15

15 上手　勇輝 宮島工業高校 広島県 高校2年 男 1:26:17

16 竹本　周平 崇徳高校 広島県 高校2年 男 1:26:24

17 増田　和也 広島城北中学校 広島県 中学3年 男 1:26:32

18 窪田　昂平 広島城北高校 広島県 高校2年 男 1:26:39

19 中村　勇斗 広島城北中学校 広島県 中学2年 男 1:26:46

20 野村　翼 INFINITY 愛媛県 高校2年 男 1:29:37

21 田中　黎哉 愛媛県立松山工業高校 愛媛県 高校1年 男 1:29:49

22 永易　悠司 水島工業高校 岡山県 高校2年 男 1:29:49

23 今岡　徹二 広島市立広島工業高校 広島県 高校2年 男 1:29:49

24 新井　雄大郎 松山聖陵高校 愛媛県 高校2年 男 1:29:51

25 村上　竜馬 山陽高校 広島県 高校1年 男 1:30:02

26 吉永　陸 広島城北中学校 広島県 中学3年 男 1:30:03

27 寺岡　燎 広島城北高校 広島県 高校1年 男 1:30:33

28 松田　凌弥 広島城北中学校 広島県 中学2年 男 1:31:43

29 中原　裕太 崇徳高校 広島県 高校2年 男 1:33:06

30 佐々木　健太 山陽高校 広島県 高校1年 男 1:33:39

31 松本　大史朗 広島市立広島工業高校 広島県 高校1年 男 1:34:35

DNF 佐々木　豪 愛媛県立松山工業高校 愛媛県 高校1年 男 0:00:00 -1

DNF 小田原　博紀 広島市立広島工業高校 広島県 高校1年 男 0:00:00 -1

DNF 高松　悟 広島市立広島工業高校 広島県 高校1年 男 0:00:00 -1

DNF 萩原　康弘 広島市立広島工業高校 広島県 高校2年 男 0:00:00 -1

DNF 加藤　大樹 松山聖陵高校 愛媛県 高校1年 男 0:00:00 -1

DNF 引宇根　健太 崇徳高校 広島県 高校2年 男 0:00:00 -1

DNF 吉田　龍 山陽高校 広島県 高校1年 男 0:00:00 -1

DNF 西岡　大地 松山聖陵高校 愛媛県 高校3年 男 0:00:00 -1

DNF 相原　雄基 松山聖陵高校 愛媛県 高校1年 男 0:00:00 -1

DNF 高山　雄丞 松山聖陵高校 愛媛県 高校3年 男 0:00:00 -1

DNF 紀本　貴幸 広島市立広島工業高校 広島県 高校1年 男 0:00:00 -1

DNF 松本　一桂 広島市立広島工業高校 広島県 高校2年 男 0:00:00 -1

DNF 松田　洋輔 広島市立広島工業高校 広島県 高校1年 男 0:00:00 -1

DNF 日野　友葵 愛媛県立丹原高等学校 愛媛県 高校1年 女 0:00:00 -1

DNF 山下　優太 広島城北中学校 広島県 中学2年 男 0:00:00 -2

DNF 中川　和輔 松山聖陵高校 愛媛県 高校2年 男 0:00:00 -2

DNF 佐々木　俊輔 広島城北中学校 広島県 中学2年 男 0:00:00 -2

DNF 岩田　好夢 広島城北中学校 広島県 中学2年 男 0:00:00 -2

DNF 岡田　浩嗣 広島市立広島工業高校 広島県 高校1年 男 0:00:00 -2

DNF 岡村　和哉 広島城北中学校 広島県 中学3年 男 0:00:00 -2

DNF 島﨑　雄大 山陽高校 広島県 高校1年 男 0:00:00 -2

DNF 大野　晋 松山聖陵高校 愛媛県 高校3年 男 0:00:00 -3

DNS 岩田　宗也 広島城北高校 広島県 高校2年 男 0:00:00

DNS 日野林　雄大 愛媛県立松山工業高校 愛媛県 高校3年 男 0:00:00

DNS 黒田　彩夏 兵庫県立明石西高校 兵庫県 高校2年 女 0:00:00

2011年10月23日（日）　　　会場　広島県立中央森林公園　　　天候　晴れ

第4戦　ロードレース　左回り４周（48km）

【主催】　広島県自転車競技連盟　（財）中央森林公園協会

【後援】　（財）ＪＫＡ

【協賛・協力】　（株）インターマックス　ＭＡＶＩＣ　チーム・ブリヂストン・アンカー　（株）キャットアイ

　　　　　　　　　　（株）プリオテック　湘南レーシングチーム　（株）竹原自動車学校

　　　　　　　　　ホテル大広苑　（株）ウイングパークホテル　玉津サイクル　UCCフーヅ（株）三原支店

　　　　　　　　　エビイインターナショ ナル
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1 大野　宏樹 広島城北高校 広島県 高校3年 男 19:51.23

2 京楽　太伸 尾道東高校 広島県 高校3年 男 20:36.80

3 吉田　慶 山陽高校 広島県 高校1年 男 20:56.58

4 黒澤　虎南 飯塚第二中学校 福岡県 中学1年 男 20:57.54 中学1位

5 下井　健隆 山陽高校 広島県 高校3年 男 21:02.07

6 引宇根　健太 崇徳高校 広島県 高校2年 男 21:05.15

7 日野　竜嘉 西条市立小松中学校 愛媛県 中学2年 男 21:10.77 中学2位

8 石橋　健三朗 広島城北高校 広島県 高校1年 男 21:13.34

9 岡部　祐太 広島城北中学校 広島県 中学3年 男 21:14.99 中学3位

10 畝木　努 水島工業高校 岡山県 高校2年 男 21:36.38

11 海老本　拓也 崇徳高校 広島県 高校2年 男 22:06.97

12 吉永　陸 広島城北中学校 広島県 中学3年 男 22:07.85

13 松本　一桂 広島市立広島工業高校 広島県 高校2年 男 22:18.21

14 紀本　貴幸 広島市立広島工業高校 広島県 高校1年 男 22:23.57

15 永易　悠司 水島工業高校 岡山県 高校2年 男 22:27.33

16 岩田　好夢 広島城北中学校 広島県 中学2年 男 22:28.46

17 松田　洋輔 広島市立広島工業高校 広島県 高校1年 男 22:38.78

18 窪田　昂平 広島城北高校 広島県 高校2年 男 22:40.77

19 高松　悟 広島市立広島工業高校 広島県 高校1年 男 22:41.53

20 三好　匠 山陽高校 広島県 高校1年 男 22:44.25

21 吉田　龍 山陽高校 広島県 高校1年 男 23:27.49

22 萩原　康弘 広島市立広島工業高校 広島県 高校2年 男 23:35.21

23 増田　和也 広島城北中学校 広島県 中学3年 男 23:35.79

24 島﨑　雄大 山陽高校 広島県 高校1年 男 23:42.02

25 田中　黎哉 愛媛県立松山工業高校 愛媛県 高校1年 男 23:43.16

26 小田原　博紀 広島市立広島工業高校 広島県 高校1年 男 23:48.28

27 寺岡　燎 広島城北高校 広島県 高校1年 男 23:56.49

28 松本　大史朗 広島市立広島工業高校 広島県 高校1年 男 23:57.93

29 松田　凌弥 広島城北中学校 広島県 中学2年 男 24:12.57

30 佐々木　豪 愛媛県立松山工業高校 愛媛県 高校1年 男 24:17.74

31 日野　友葵 愛媛県立丹原高等学校 愛媛県 高校1年 女 24:19.44

32 岡村　和哉 広島城北中学校 広島県 中学3年 男 24:20.94

33 野村　翼 INFINITY 愛媛県 高校2年 男 24:36.41

34 村上　竜馬 山陽高校 広島県 高校1年 男 24:46.57

35 中村　勇斗 広島城北中学校 広島県 中学2年 男 24:51.76

36 佐々木　俊輔 広島城北中学校 広島県 中学2年 男 25:16.49

37 中原　裕太 崇徳高校 広島県 高校2年 男 25:21.62

38 佐々木　健太 山陽高校 広島県 高校1年 男 25:43.85

39 上手　勇輝 宮島工業高校 広島県 高校2年 男 26:03.28

40 山下　優太 広島城北中学校 広島県 中学2年 男 29:35.37

男子 中野　俊喜 松山工業高校 右周り 19:46.20 大会記録

大野　宏樹 広島城北高校 左回り 19:51.23 大会記録

女子 日野　友葵 愛媛県立丹原高等学校 左回り 24:19.44 大会記録2011/10/23

第4戦　タイムトライアル　左回り１周（12km）

2011年10月23日（日）　　　会場　広島県立中央森林公園　　　天候　晴れ

2009/4/12

2011/10/23

【主催】　広島県自転車競技連盟　（財）中央森林公園協会

【後援】　（財）ＪＫＡ

【協賛・協力】　（株）インターマックス　ＭＡＶＩＣ　チーム・ブリヂストン・アンカー　（株）キャットアイ

　　　　　　　　　　（株）プリオテック　湘南レーシングチーム　（株）竹原自動車学校

　　　　　　　　　ホテル大広苑　（株）ウイングパークホテル　玉津サイクル　UCCフーヅ（株）三原支店

　　　　　　　　　エビイインターナショ ナル


