


大分県自転車競技連盟

大分市自転車競技連盟・クライミングモンキー

小石孝生 山本崇史 塚崎邦嗣 山崎隆明 内田和宏 井上 徹 羽田野明人
大竹慎吾 高村昌宣 高橋文仁 三好林太郎 西山雅明 姫野雅道 吉高光治
安東英博 来 邦敏 黒枝美樹 橋本文一 遠江高一 明珍多久雄

補助員
別府商業高等学校・別府翔青高等学校自転車競技部
日出総合高等学校自転車競技部

１．エキスパートクラス・・・・・・・・・・・・・・・・・20 周
２．スポーツクラス・・・・・・・・・・・・・・・・・・15 周
３．チャレンジクラス・・・・・・・・・・・・・・・・・8 周
４．レディースクラス・・・・・・・・・・・・・・・8 周
５．中学生クラス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8 周 11.44 km

平成28年6月4日 午前８時００分より受付・試走開始

28.60 km
21.45 km
11.44 km
11.44 km

第 ３４ 回

大分県チャレンジサイクルロードレース

会 場

日 時

主 催

協 力

カテゴリー

役 員



AN   8:00 受付・コース試走
AM   8:30 開会式・競技説明
AM   8:30 大分県高等学校総合体育大会　ロード競技
AM 10:30 エキスパートクラス
AM 11:30 スポーツクラス
AM 12:25 チャレンジクラス

レディースクラス
中学生クラス

PM 13:30 表彰式・閉会式

●（公財）日本自転車競技連盟規則および本大会特別規則を適用します。
●安全管理および周回管理のため周回遅れの選手は失格とすることがあります。
●レースに使用する自転車は基本的にロードレーサーとします。
●車検等は行いません。整備された安全な自転車で参加ください。
●悪天候により、大会が中止になった場合でも参加料は返金しません。

注意事項

コースレイアウト

スケジュール



# 氏 名 住 所 所属チーム名
1 宮成 國仁 ﾐﾔﾅﾘ ｸﾆﾋﾄ 大分県 津末ﾚｰｼﾝｸﾞ
2 吉川 剛投 ﾖｼｶﾜ ﾀｶﾕｷ 福岡県
3 中島 貴秋 ﾅｶｼﾏ ﾀｶｱｷ 福岡県
4 佐藤 勇太 ｻﾄｳ ﾕｳﾀ 福岡県
5 荒木 隆典 ｱﾗｷ ﾀｶﾉﾘ 福岡県
6 高崎 太朗 ﾀｶｻｷ ﾀﾛｳ 宮崎県
7 伊藤 大輔 ｲﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ 大分県 ﾁｰﾑ毒ｶﾞｽ
8 大隈 宏之 ｵｵｸﾏ ﾋﾛﾕｷ 福岡県
9 髙瀬 隆智 ﾀｶｾ ﾀｶﾄﾓ 福岡県
10 山下 辰徳 ﾔﾏｼﾀ ﾀﾂﾉﾘ 熊本県 TEAM ﾌﾟﾛﾎﾟｽﾀ
11 佐藤 弘典 ｻﾄｳ ﾋﾛﾉﾘ 大分県 ｸﾗﾌﾄﾏﾝ
12 本田一樹 ﾎﾝﾀﾞｶｽﾞｷ 大分県 craftsman
13 仲山 大地 ﾅｶﾔﾏ ﾀﾞｲﾁ 大分県 ｾﾚｸｼｵﾝ南九州
14 村上 隆弘 ﾑﾗｶﾐ ﾀｶﾋﾛ 大分県 ﾁｰﾑ中津
15 土肥 幸成 ﾄﾞｲ ｺｳｾｲ 大分県 ﾁｰﾑ中津
16 田仲 康矢 ﾀﾅｶ ｺｳﾔ 熊本県 ﾁｰﾑＧＩＮＲＩＮ熊本
17 左迫間 昭一 ｻｺﾏ ｼｮｳｲﾁ 熊本県 ﾁｰﾑGINRIN熊本
18 伊藤 旭 ｲﾄｳ ｱｻﾋ 熊本県 九州学院高等学校
19 西村 和樹 ﾆｼﾑﾗ ｶｽﾞｷ 熊本県 VC Fukuoka

# 氏 名 住 所 所属チーム名
21 安永 昭 ﾔｽﾅｶﾞ ｱｷﾗ 大分県
22 牛島 隆裕 ｳｼｼﾞﾏ ﾀｶﾋﾛ 大分県
23 麻生 吉生 ｱｿｳ ﾖｼｵ 大分県 ﾛｯﾎﾟﾚｰｼﾝｸﾞFKC
24 廣田 淳一 ﾋﾛﾀ ｼﾞｭﾝｲﾁ 大分県
25 神部 尚志 ｶﾝﾍﾞ ﾋｻｼ 宮崎県
26 山本 雄太 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾀ 大分県 TTM家畜部隊
27 小野 英明 ｵﾉ ﾋﾃﾞｱｷ 大分県 RoppoRACING
28 本田 耕資 ﾎﾝﾀﾞ ｺｳｽｹ 福岡県
29 南 翔平 ﾐﾅﾐ ｼｮｳﾍｲ 熊本県
30 小倉 広大 ｵｸﾞﾗ ｺｳﾀﾞｲ 熊本県
31 山本 翔太 ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳﾀ 大分県
32 長谷川 正宏 ﾊｾｶﾞﾜ ﾏｻﾋﾛ 沖縄県 美海ﾚｰｼﾝｸﾞ宮古島
33 豊田 浩史 ﾄﾖﾀﾞ ﾋﾛﾌﾐ 大分県
34 竹友 秀光 ﾀｹﾄﾓ ﾋﾃﾞﾐﾂ 大分県
35 後藤 和義 ｺﾞﾄｳ ｶｽﾞﾖｼ 大分県 日出ﾀｰﾎﾞｯﾄ
36 中野 隆一 ﾅｶﾉ ﾘｭｳｲﾁ 長崎県 ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ部
37 善元 祥次郎 ﾖｼﾓﾄ ｼｮｳｼﾞﾛｳ 大分県 大分大学自転車部
38 鈴木 一輝 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞｷ 大分県 大分大学自転車部
39 中村 健二 ﾅｶﾑﾗ ｹﾝｼﾞ 福岡県 ﾁｰﾑ ﾊﾟﾗﾎﾞﾗ ｲﾜｲ
40 桑田 裕也 ｸﾜﾀﾞ ﾋﾛﾔ 福岡県
41 小野 隼人 ｵﾉ ﾊﾔﾄ 大分県
42 後藤 公博 ｺﾞﾄｳ ｷﾐﾋﾛ 大分県
43 西村 公一 ﾆｼﾑﾗ ｺｳｲﾁ 大分県
44 小倉 教之 ｵｸﾞﾗ ﾉﾘﾕｷ 大分県 Team SCIROCO
45 澤井 恭久 ｻﾜｲ ﾔｽﾋｻ 福岡県 万馬券道場
46 平野 勇太 ﾋﾗﾉ ﾕｳﾀ 大分県
47 吉武 ﾏｲｹﾙ ﾖｼﾀｹ ﾏｲｹﾙ 福岡県
48 橋爪 佑輔 ﾊｼﾂﾞﾒ ﾕｳｽｹ 福岡県
49 松尾 利仁 ﾏﾂｵ ﾄｼﾋﾄ 福岡県 TeamSCIROCO

1・エキスパート

２・スポーツクラス



# 氏　　名 住　　所 所属チーム名
51 藤本　一生 ﾌｼﾞﾓﾄ　ｶｽﾞｷ 福岡県 Team SENNA
52 金田 祐基 ｶﾈﾀﾞ　ﾕｳｷ 大分県
53 山本　寛 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛｼ 愛媛県 日本ろう自転車競技部協会
54 酒井　遵 ｻｶｲ ｼﾞｭﾝ 大分県
55 阿部　励一 ｱﾍﾞ ﾚｲｲﾁ 大分県
56 宮本　泰輔 ﾐﾔﾓﾄ ﾀｲｽｹ 大分県
57 岡本　勝彦 ｵｶﾓﾄ　ｶﾂﾋｺ 大分県 つなぽん Factory Racing
58 川端　誠司 ｶﾜﾊﾞﾀ　ｾｲｼﾞ 福岡県 ｼﾞｬｲｱﾝﾄｽﾄｱｻｲｸﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ福岡
59 矢野　裕貴 ﾔﾉ　ﾋﾛｷ 熊本県
60 高橋　一慶 ﾀｶﾊｼ　ｲｯｹｲ 熊本県
61 中村　伊織 ﾅｶﾑﾗ　ｲｵﾘ 熊本県 SSPC-ｱｽﾘｰﾄ

# 氏　　名 住　　所 所属チーム名
71 古賀 理恵子 ｺｶﾞ　ﾘｴｺ 福岡県

# 氏　　名 住　　所 所属チーム名
81 増田　伊吹 ﾏｽﾀﾞ  ｲﾌﾞｷ 愛媛県 愛媛県自転車競技連盟JC
82 佐藤　壮志 ｻﾄｳ ﾀｹｼ 熊本県 SSPC-竜南中
83 中村 鈴花 ﾅｶﾑﾗ　ﾘﾝｶ 熊本県 SSPC-ｱｽﾘｰﾄ武蔵ヶ丘中
84 入江　航太 ｲﾘｴ ｺｳﾀ 熊本県 SSPC-ｱｽﾘｰﾄ武蔵ヶ丘中
85 中山 遼太郎 ﾅｶﾔﾏ ﾘｮｳﾀﾛｳ 熊本県 SSPCｰｱｽﾘｰﾄ

３・チャレンジクラス

4・レディースクラス

5・中学生クラス




