
日本スポーツ振興センター委託事業／日本体育協会再委託事業 

アスリートパスウェイの戦略的支援（地域ネットワークを活用したアスリート育成パスウェイの整備） 

JAPAN RISING STAR PROJECT 

JAPAN RISING STAR 山陽オート CUP 
期日：2018 年 2 月 4 日(日) 会場：山陽オートレース場 

主催：ジャパン・ライジング・スター・プロジェクト山口県実行委員会  

共催：一般社団法人日本パラサイクリング連盟 

運営：山口県自転車競技連盟 

会場：山陽オートレース場（山口県山陽小野田市埴生赤松７００） 

2018/2/1 

COMMUNIQUÉ ２‐１ 

【スタートリスト】 

 1000ｍタイム・トライアル                                     10：00 スタート 

Ｎｏ． 名前 カナ 性別 都道府県 チーム名（所属） カテゴリー タイム

37 大谷　修也 オオタニ　シュウヤ Ｍ 山口県 バンビーノ

31 吉松　新大 ヨシマツ　アラタ Ｍ 山口県 山口県ジュニアサイクルスポーツ キッズ

32 山下　聖太郎 ヤマシタ　ショウタロウ Ｍ 山口県 山口県　ジュニアサイクルスポーツクラブ キッズ

33 大溝  浩太郎 オオミゾ  コウタロウ Ｍ 山口県 日本ジュニアサイクルスポーツクラブ キッズ

34 吉国　海音 ヨシクニ　カイト Ｍ 山口県 山口県ジュニアサイクルスポーツクラブ キッズ

35 大谷　春樹 オオタニ　ハルキ Ｍ 山口県 ユース

36 野村  賢 ノムラ　ケン Ｍ 山口県 山口県ジュニアサイクルスポーツクラブ ユース

30 水越　大暉 ミズコシ　タイキ Ｍ 愛知県 J-STAR スポーツ

3 浜砂 友輝 ハマスナ ユウキ Ｍ 大分県 TeamSciroco スポーツ

4 中田　辰朗 ナカタ　タツロウ Ｍ 山口県 山口県自転車競技連盟 スポーツ

5 熊代 大輝 クマシロ ダイキ Ｍ 広島県 TeamNG スポーツ

6 藤田　雅彦 フジタ　マサヒコ Ｍ 広島県 VC FUKUOKA スポーツ

7 種村　真悟 Ｍ 福岡県 スポーツ

9 吉原 佑樹 Ｍ 福岡県 スポーツ

10 小西 優大 コニシ ユウダイ Ｍ 広島県 シエルヴォ奈良レーシングチーム スポーツ

11 西川　昌宏 ニシカワ　マサヒロ Ｍ 山口県 ヴィクトワール広島 スポーツ

12 内田　裕之輔 ウチダ　ユウノスケ Ｍ 山口県 防府商工自転車競技部 スポーツ

13 中村　壮 ナカムラ　ソウ Ｍ 山口県 防府商工自転車競技部 スポーツ

14 小田原　匠 オダワラ　タクミ Ｍ 山口県 防府商工自転車競技部 スポーツ

15 松村　勇佑 マツムラ　ユウスケ Ｍ 山口県 防府商工自転車競技部 スポーツ

16 高田　優太朗 タカタ　ユウタロウ Ｍ 山口県 防府商工自転車競技部 スポーツ

17 長弘　天馬 ナガヒロ　テンマ Ｍ 山口県 防府商工自転車競技部 スポーツ

18 原　竜樹 ハラ　リュウジュ Ｍ 山口県 防府商工自転車競技部 スポーツ

20 小村　将太 コムラ　ショウタ Ｍ 山口県 防府商工自転車競技部 スポーツ

21 吉岡　隆行 ヨシオカ　タカユキ Ｍ 山口県 防府商工自転車競技部 スポーツ

22 近藤　翔矢 コンドウ　ショウヤ Ｍ 山口県 防府商工自転車競技部 スポーツ

23 河内山　龍信 コウチヤマ　リュウシン Ｍ 山口県 防府商工自転車競技部 スポーツ

24 安井　聖人 ヤスイ　マサト Ｍ 山口県 防府商工自転車競技部 スポーツ

25 森本　海斗 モリモト　カイト Ｍ 山口県 防府商工自転車競技部 スポーツ

27 杉山　文崇 スギヤマ　フミタカ Ｍ 山口県  VICTOIRE広島 スポーツ

28 江川　哲治 エガワ　テツジ Ｍ 福岡県 VC FUKUOKA スポーツ

8 岡本 順 オカモト ジュン Ｍ 山口県 山口県自転車競技連盟 スポーツ

29 佐藤　信哉 サトウ　シンヤ Ｍ 福岡県 J-STAR スポーツ

19 三井　大勢 ミツイ　タイセイ Ｍ 山口県 防府商工自転車競技部 スポーツ

26 濟　潤慈 ワタリ　ジュンジ Ｍ 山口県 温泉同好会 スポーツ

2 松田　真和 マツダ　マサカズ Ｍ 福岡県 VC FUKUOKA スポーツ

1 湧川　将樹 ワクガワ　マサキ Ｍ 山口県 スポーツ



日本スポーツ振興センター委託事業／日本体育協会再委託事業 

アスリートパスウェイの戦略的支援（地域ネットワークを活用したアスリート育成パスウェイの整備） 

JAPAN RISING STAR PROJECT 

JAPAN RISING STAR 山陽オート CUP 
期日：2018 年 2 月 4 日(日) 会場：山陽オートレース場 

主催：ジャパン・ライジング・スター・プロジェクト山口県実行委員会  

共催：一般社団法人日本パラサイクリング連盟 

運営：山口県自転車競技連盟 

会場：山陽オートレース場（山口県山陽小野田市埴生赤松７００） 

 

2018/2/1 

COMMUNIQUÉ ２－２ 

 ２時間エンデューロ 〈スポーツ〉                               12：30 スタート 

Ｎｏ． 名前 カナ 性別 都道府県 チーム名（所属） タイム

1 湧川　将樹 ワクガワ　マサキ Ｍ 山口県

2 松田　真和 マツダ　マサカズ Ｍ 福岡県 VC FUKUOKA

3 浜砂 友輝 ハマスナ ユウキ Ｍ 大分県 TeamSciroco

4 中田　辰朗 ナカタ　タツロウ Ｍ 山口県 山口県自転車競技連盟

5 熊代 大輝 クマシロ ダイキ Ｍ 広島県 TeamNG

6 藤田　雅彦 フジタ　マサヒコ Ｍ 広島県 VC FUKUOKA

7 種村　真悟 Ｍ 福岡県

8 岡本 順 オカモト ジュン Ｍ 山口県 山口県自転車競技連盟

9 吉原 佑樹 Ｍ 福岡県

10 小西 優大 コニシ ユウダイ Ｍ 広島県 シエルヴォ奈良レーシングチーム

11 西川　昌宏 ニシカワ　マサヒロ Ｍ 山口県 ヴィクトワール広島

12 内田　裕之輔 ウチダ　ユウノスケ Ｍ 山口県 防府商工自転車競技部

13 中村　壮 ナカムラ　ソウ Ｍ 山口県 防府商工自転車競技部

14 小田原　匠 オダワラ　タクミ Ｍ 山口県 防府商工自転車競技部

15 松村　勇佑 マツムラ　ユウスケ Ｍ 山口県 防府商工自転車競技部

16 高田　優太朗 タカタ　ユウタロウ Ｍ 山口県 防府商工自転車競技部

17 長弘　天馬 ナガヒロ　テンマ Ｍ 山口県 防府商工自転車競技部

18 原　竜樹 ハラ　リュウジュ Ｍ 山口県 防府商工自転車競技部

19 三井　大勢 ミツイ　タイセイ Ｍ 山口県 防府商工自転車競技部

20 小村　将太 コムラ　ショウタ Ｍ 山口県 防府商工自転車競技部

21 吉岡　隆行 ヨシオカ　タカユキ Ｍ 山口県 防府商工自転車競技部

22 近藤　翔矢 コンドウ　ショウヤ Ｍ 山口県 防府商工自転車競技部

23 河内山　龍信 コウチヤマ　リュウシン Ｍ 山口県 防府商工自転車競技部

24 安井　聖人 ヤスイ　マサト Ｍ 山口県 防府商工自転車競技部

25 森本　海斗 モリモト　カイト Ｍ 山口県 防府商工自転車競技部

26 濟　潤慈 ワタリ　ジュンジ Ｍ 山口県 温泉同好会

27 杉山　文崇 スギヤマ　フミタカ Ｍ 山口県  VICTOIRE広島

28 江川　哲治 エガワ　テツジ Ｍ 福岡県 VC FUKUOKA

29 佐藤　信哉 サトウ　シンヤ Ｍ 福岡県 J-STAR

30 水越　大暉 ミズコシ　タイキ Ｍ 愛知県 J-STAR

41 中谷　伸一 ナカタニ　シンイチ Ｍ 山口県

42 原田　望 ハラダ　ノゾム Ｍ 福岡市 チーム サイクルプラス福岡

43 平谷　常照  ヒラタニ　ツネアキ Ｍ 山口県 チームサイクルプラス福岡

44 　坂本 祥一 サカモト ヨウイチ Ｍ 福岡県 チーム サイクルプラス福岡

45 小林　靖幸 コバヤシ　ヤスユキ Ｍ 山口県 山口大学サイクリング部

46 山下　幸多 ヤマシタ　コウタ Ｍ 山口県

47 森 悠太 モリ ユウタ Ｍ 山口県 山口県自転車競技連盟GRP

48 古川　豊英 Ｍ 福岡県

49 大森　健一 オオモリ　ケンイチ Ｍ 広島県 Team Kermis Cross

50 森下　遼太 モリシタ　リョウタ Ｍ 福岡県 VC FUKUOKA

51 松原　颯祐 Ｍ 広島県

52 古本　亮太郎 フルモト　リョウタロウ Ｍ 広島県 広島市工自転車競技部

53 川崎　友也 カワサキ　トモヤ Ｍ 広島県 広島市工自転車競技部

54 三口　文也 ミグチ　フミヤ Ｍ 広島県 広島市工

55 本吉 徹太郎 モトヨシ　テツタロウ M 広島県 広島市工自転車競技部



日本スポーツ振興センター委託事業／日本体育協会再委託事業 

アスリートパスウェイの戦略的支援（地域ネットワークを活用したアスリート育成パスウェイの整備） 

JAPAN RISING STAR PROJECT 

JAPAN RISING STAR 山陽オート CUP 
期日：2018 年 2 月 4 日(日) 会場：山陽オートレース場 

主催：ジャパン・ライジング・スター・プロジェクト山口県実行委員会  

共催：一般社団法人日本パラサイクリング連盟 

運営：山口県自転車競技連盟 

会場：山陽オートレース場（山口県山陽小野田市埴生赤松７００） 

 2018/2/1 

COMMUNIQUÉ ２－３ 

 ２時間エンデューロ 〈キッズ〉                                       12：30 スタート 

 

 

  

２時間エンデューロ 〈ユース〉                                        12：30 スタート 

 

 

Ｎｏ． 名前 カナ 性別 都道府県 チーム名（所属） タイム

31 吉松　新大 ヨシマツ　アラタ Ｍ 山口県 山口県ジュニアサイクルスポーツ

32 山下　聖太郎 ヤマシタ　ショウタロウ Ｍ 山口県 山口県　ジュニアサイクルスポーツクラブ

33 大溝  浩太郎 オオミゾ  コウタロウ Ｍ 山口県 日本ジュニアサイクルスポーツクラブ

34 吉国　海音 ヨシクニ　カイト Ｍ 山口県 山口県ジュニアサイクルスポーツクラブ

Ｎｏ． 名前 カナ 性別 都道府県 チーム名（所属） タイム

35 大谷　春樹 オオタニ　ハルキ Ｍ 山口県

36 野村  賢 ノムラ　ケン Ｍ 山口県 山口県ジュニアサイクルスポーツクラブ

56 杉野　翔一 スギノ　ショウイチ Ｍ 山口県 山口県ジュニアサイクルスポーツクラブ


