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順位 氏名 ﾁｰﾑ名 登録 学年 性別 Lap 記録 km/h 備考欄
島津　尚弥 崇徳高校 広島県 高校3年 男
大久保　佑規 崇徳高校 広島県 高校2年 男
白井　優太朗 崇徳高校 広島県 高校1年 男
貞保　蒼 崇徳高校 広島県 高校1年 男
頓宮　康生 崇徳高校 広島県 高校1年 男
石田　大貴 崇徳高校 広島県 高校1年 男
黒瀬　亮介 崇徳高校 広島県 高校1年 男
加藤　孝典 広島城北高校 広島県 高校1年 男
笹村 柊介 広島城北高校 広島県　 高校1年 男
木原　与志寛 広島市立広島工業高校 広島県 高校3年 男
川崎　友也 広島市立広島工業高校 広島県 高校1年 男
池田　涼 山陽高校 広島県 高校2年 男
広政　信吾 山陽高校 広島県 高校1年 男
野村　佳生 宮島工業高校 広島県 高校2年 男
加藤　颯汰 宮島工業高校 広島県 高校2年 男
青山　奨悟 宮島工業高校 広島県 高校2年 男
葉色　雄大 宮島工業高校 広島県 高校2年 男
竹本　拓磨 宮島工業高校 広島県 高校1年 男
田中　勇斗 宮島工業高校 広島県 高校1年 男
伊藤　涼介 広島工業大学高校 広島県 高校2年 男
武市　将宗 伊丹市立伊丹高校 兵庫県 高校2年 男
梶　鉄輝 兵庫県立伊丹高校 兵庫県 高校3年 男
中江　晴陽 倉吉北高校 鳥取県 高校2年 男
横山　太一 鳥取県立倉吉総合産業高校 鳥取県 高校2年 男
梶本　渓太 鳥取湖陵高校 鳥取県 高校2年 男
前田　颯音 TEAM　WAVE 岡山県 高校2年 男
木下　佳祐 岡山県立水島工業高校 岡山県 高校3年 男
池田　伊吹 岡山県立水島工業高校 岡山県 高校2年 男
田宮　歩空 岡山県立水島工業高校 岡山県 高校2年 男
秋田　大翔 岡山県立水島工業高校 岡山県 高校2年 男
村上　恭輝 岡山県立水島工業高校 岡山県 高校2年 男
柏野　翔吾 岡山県立水島工業高校 岡山県 高校2年 男
山田　篤司 岡山県立水島工業高校 岡山県 高校1年 男
北村　昭洋 岡山県立水島工業高校 岡山県 高校1年 男
妹尾　勝太 岡山県立水島工業高校 岡山県 高校1年 男
高橋　涼晴 岡山県立水島工業高校 岡山県 高校1年 男
岡本　侑駿 岡山県立水島工業高校 岡山県 高校1年 男
藤森　健太 岡山県立興陽高校 岡山県 高校2年 男
山内　太一 岡山県立興陽高校 岡山県 高校2年 男
林　秀行 岡山県立興陽高校 岡山県 高校2年 男
菅　亘希 岡山県立興陽高校 岡山県 高校1年 男
北谷　敏光 岡山県立興陽高校 岡山県 高校1年 男
藤原　勇斗 岡山県立興陽高校 岡山県 高校1年 男
天沼　柊 岡山県立興陽高校 岡山県 高校1年 男
宮野　拓斗 誠英高校 山口県 高校1年 男
細野　拓海 誠英高校 山口県 高校1年 男
猪俣　晶 誠英高校 山口県 高校1年 男
島田　隼 徳島県立みなと高等学園 徳島県 高校1年 男
平林　飛都 松山聖陵高校 愛媛県 高校3年 男
大平　竜太郎 松山聖陵高校 愛媛県 高校2年 男
祖母井　佑樹 松山聖陵高校 愛媛県 高校2年 男
花香　竜麻 九州学院高校 熊本県 高校1年 男
飯田　要次郎 九州学院高校 熊本県 高校1年 男
池田　渓人 千原台高校 熊本県 高校2年 男
橋戸　竜生 千原台高校 熊本県 高校2年 男
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今村　健斗 千原台高校 熊本県 高校2年 男
有村　登紀 鹿児島県立国分高校 鹿児島県 高校2年 男
加藤　大智 京都向陽サイクルスポーツクラブ　洛星中学校 奈良県 中学3年 男
河本　裕規 岡山市立石井中学校 岡山県 中学3年 男
藤森　康太 岡山市立中山中学校 岡山県 中学3年 男
増田　伊吹 愛媛県自転車競技連盟ジュニアクラブ 愛媛県 中学3年 男
岡﨑　日向 伊丹市立港南中学校 愛媛県 中学3年 男 0 0:00:00 0.00
阿部　源 今治市立伯方中学校 愛媛県 中学1年 男 0 0:00:00 0.00
林　大翔 高知学芸中学校 高知県 中学3年 男 0 0:00:00 0.00
瀬戸口　瑛 根占中学校 鹿児島県 中学2年 男 0 0:00:00 0.00
中原　恭恵 広島県 女 0 0:00:00 0.00
合田　祐美子 ＢＨ　ＢＩＯＲＡＣＥＲ 岡山県 女 0 0:00:00 0.00
大平　莉子 愛媛県自転車競技連盟ジュニアクラブ 愛媛県 中学3年 女 0 0:00:00 0.00
平林　つかさ 伊予市立港南中学校 愛媛県 中学1年 女 0 0:00:00 0.00

【主催】 広島県自転車競技連盟 
【主管】 もみじサイクルロードレース実行委員会 
【助成・後援】 （一財）中央森林公園 公益財団法人ＪＫＡ 和歌山県自転車競技連盟 

【協賛・協力】 （株）マトリックス ＭＡＶＩＣ 井上ゴム工業（株） （株）キャットアイ （株）日直商会 玉津サイクル （株）シマノ 
         巢守金属工業（株） （有）サコダコーポレーションＰＳＳ 湘南レーシングチーム （株）阿部商会 
         （有）加藤自動車、宣伝部。 ホテル大広苑 かなぎウェスタンライディングパーク エビイインターナショナル 


