
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 4 月 22 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） 

2018/4/19 

COMMUNIQUÉ 2-1 

【スタートリスト】  

1000ｍタイム・トライアル                               9：30 スタート 

№ 名前 カナ 住所 性別 クラス チーム名（所属）

34 大谷　修也 オオタニ　シュウヤ 山口県 M バンビーノ スペシャルオリンピックス日本山口　　ｔｅａｍ　　ｍａｃｈｅｒｉｅ

35 宮本　翼輝 ミヤモト　ツバキ 山口県 M キッズ Ｃｏｒａｇｇｉｏ　Ｋａｗａｎｉｓｈｉ　Ｃｙｃｌｉｎｇ　Ｔｅａｍ　Ｋｉｄｓ

36 山根　温 ヤマネ　アツシ 山口県 M キッズ 山口県ジュニアサイクルスポーツクラブ

37  吉松　新大 ヨシマツ　アラタ 山口県 M ユース 山口県ジュニアサイクルスポーツクラブ

38 栗本　優樹 クリモト　ユウキ 山口県 M ユース ＧＥＮＫＩ　ＯＢ

39 大谷　春樹 オオタニ　ハルキ 山口県 M ユース スペシャルオリンピックス日本山口　　ｔｅａｍ　　ｍａｃｈｅｒｉｅ

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

41 野口　佳子 ノグチ　ケイコ JAPAN F レディース

42 藤井　美穂 フジイ　ミホ JAPAN F レディース

43 中塚　祐佳 ナカツカ　ユカ 山口県 F レディース

44 宮本　理桜 ミヤモト　リオ 山口県 F レディース

1 黒岩　誠 クロイワ　マコト 福岡県 M スポーツ ＳＤ　ＧＡＴＴＩ

2 水町　勝彦 ミズマチ　カツヒコ 福岡県 M スポーツ パラボラ　イワイ　シーガル

3 植木　康文 ウエキ　ヤスフミ 山口県 M スポーツ 山口県自転車競技連盟・ＧＲＰ

4 川本　翔大 カワモト　ショウタ JAPAN M スポーツ

5 木村　和平 JAPAN M スポーツ

6 倉林　巧和 JAPAN M スポーツ

7 小池　岳太 JAPAN M スポーツ

8 佐藤　信哉 サトウ　シンヤ JAPAN M スポーツ Ｊ－ＳＴＡＲ

9 水越　大暉 ミズコシ　タイキ JAPAN M スポーツ Ｊ－ＳＴＡＲ

10 内田　裕之輔 ウチダ　ユウノスケ 山口県 M スポーツ 防府商工高等学校　自転車競技部

11 中村　壮 ナカムラ　ソウ 山口県 M スポーツ 防府商工高等学校　自転車競技部

12 小田原　匠 オダワラ　タクミ 山口県 M スポーツ 防府商工高等学校　自転車競技部

13 松村　勇佑 マツムラ　ユウスケ 山口県 M スポーツ 防府商工高等学校　自転車競技部

14 髙田　優太朗 タカタ　ユウタロウ 山口県 M スポーツ 防府商工高等学校　自転車競技部

15 長弘　天馬 ナガヒロ　テンマ 山口県 M スポーツ 防府商工高等学校　自転車競技部

16 原　竜樹 ハラ　リュウジュ 山口県 M スポーツ 防府商工高等学校　自転車競技部

17 三井　大勢 ミツイ　タイセイ 山口県 M スポーツ 防府商工高等学校　自転車競技部

18 小村　将太 コムラ　ショウタ 山口県 M スポーツ 防府商工高等学校　自転車競技部

19 吉岡　隆行 ヨシオカ　タカユキ 山口県 M スポーツ 防府商工高等学校　自転車競技部

20 近藤　翔矢 コンドウ　ショウヤ 山口県 M スポーツ 防府商工高等学校　自転車競技部

21 河内山　龍信 コウチヤマ　リュウシン 山口県 M スポーツ 防府商工高等学校　自転車競技部

22 安井　聖人 ヤスイ　マサト 山口県 M スポーツ 防府商工高等学校　自転車競技部

23 森本　海斗 モリモト　カイト 山口県 M スポーツ 防府商工高等学校　自転車競技部

24 出見　美朝 デミ　ハルトモ 山口県 M スポーツ 三田尻学園誠英高等学校

25 宮野　拓斗 ミヤノ　タクト 山口県 M スポーツ 三田尻学園誠英高等学校

26 猪俣　晶 イノマタ　アキ 山口県 M スポーツ 三田尻学園誠英高等学校

27 細野　拓海 ホソノ　タクミ 山口県 M スポーツ 三田尻学園誠英高等学校

28 岡崎　一真 オカザキ　カズマ 山口県 M スポーツ 三田尻学園誠英高等学校

29 石村　義仁 イシムラ　ヨシヒト 山口県 M スポーツ 三田尻学園誠英高等学校

30 下枝　晃也 シモエダ　アキヤ 山口県 M スポーツ 三田尻学園誠英高等学校

31 正木　勝 マサキ　マサル 山口県 M スポーツ

32 篠崎　蒼平 シノザキ　ソウヘイ 山口県 M スポーツ 下関西高等学校

33 山内　一真 ヤマウチ　カズマ 山口県 M スポーツ 水産大学校サイクリング部

45 大森　健一 オオモリ　ケンイチ 広島県 M スポーツ Team Kermis Cross
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JAPAN RISING STAR PROJECT 

JAPAN RISING STAR 山陽オート CUP 
期日：2018 年 4 月 22 日(日) 会場：山陽オートレース場 
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2018/4/19 

COMMUNIQUÉ 2-2 

２時間エンデューロ〈バンビーノ〉                             13：00 スタート 

 

 

２時間エンデューロ〈キッズ〉                                13：00 スタート 

 

 

２時間エンデューロ〈ユース〉                                13：00 スタート 

 

 

２時間エンデューロ〈レディース〉                                13：00 スタート 

 

  

№ 名前 カナ 住所 性別 クラス チーム名（所属）

78 中川  楓汰朗 ナカガワ 　フウタロウ 福岡県 M バンビーノ 中川家

79 佐藤  晴 サトウ  ハル 福岡県 M バンビーノ チーム  ファンサイクル

№ 名前 カナ 住所 性別 クラス チーム名（所属）

35 宮本　翼輝 ミヤモト　ツバキ 山口県 M キッズ Ｃｏｒａｇｇｉｏ　Ｋａｗａｎｉｓｈｉ　Ｃｙｃｌｉｎｇ　Ｔｅａｍ　Ｋｉｄｓ

80 内野　文太 ウチノ　ブンタ 山口県 M キッズ 内野建設興業

81 乕谷  祥宏 トラタニ　ヨシヒロ 福岡県 M キッズ 門司海青小学校

82 岡田  翔輝 オカダ　ショウキ 福岡県 M キッズ チーム  ファンサイクル

№ 名前 カナ 住所 性別 クラス チーム名（所属）

37  吉松　新大 ヨシマツ　アラタ 山口県 M ユース 山口県ジュニアサイクルスポーツクラブ

38 栗本　優樹 クリモト　ユウキ 山口県 M ユース ＧＥＮＫＩ　ＯＢ

39 大谷　春樹 オオタニ　ハルキ 山口県 M ユース スペシャルオリンピックス日本山口　　ｔｅａｍ　　ｍａｃｈｅｒｉｅ

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

83  杉野  翔一 スギノ　ショウイチ 山口県 M ユース  山口県ジュニアサイクルクラブ

86 青柳　俊汰 アオヤギ　シュンタ 福岡県 M ユース ＶＣ　ＦＵＫＵＯＫＡ

№ 名前 カナ 住所 性別 クラス チーム名（所属）

41 野口　佳子 ノグチ　ケイコ JAPAN F レディース

42 藤井　美穂 フジイ　ミホ JAPAN F レディース

43 中塚　祐佳 ナカツカ　ユカ 山口県 F レディース
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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  
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2018/4/19 

COMMUNIQUÉ 2-3 

２時間エンデューロ〈スポーツ〉                             13：00 スタート 

№ 名前 カナ 住所 性別 クラス チーム名（所属）

1 黒岩　誠 クロイワ　マコト 福岡県 M スポーツ ＳＤ　ＧＡＴＴＩ

2 水町　勝彦 ミズマチ　カツヒコ 福岡県 M スポーツ パラボラ　イワイ　シーガル

3 植木　康文 ウエキ　ヤスフミ 山口県 M スポーツ 山口県自転車競技連盟・ＧＲＰ

4 川本　翔大 カワモト　ショウタ JAPAN M スポーツ

5 木村　和平 JAPAN M スポーツ

6 倉林　巧和 JAPAN M スポーツ

7 小池　岳太 JAPAN M スポーツ

8 佐藤　信哉 サトウ　シンヤ JAPAN M スポーツ Ｊ－ＳＴＡＲ

9 水越　大暉 ミズコシ　タイキ JAPAN M スポーツ Ｊ－ＳＴＡＲ

10 内田　裕之輔 ウチダ　ユウノスケ 山口県 M スポーツ 防府商工高等学校　自転車競技部

11 中村　壮 ナカムラ　ソウ 山口県 M スポーツ 防府商工高等学校　自転車競技部

12 小田原　匠 オダワラ　タクミ 山口県 M スポーツ 防府商工高等学校　自転車競技部

13 松村　勇佑 マツムラ　ユウスケ 山口県 M スポーツ 防府商工高等学校　自転車競技部

14 髙田　優太朗 タカタ　ユウタロウ 山口県 M スポーツ 防府商工高等学校　自転車競技部

15 長弘　天馬 ナガヒロ　テンマ 山口県 M スポーツ 防府商工高等学校　自転車競技部

16 原　竜樹 ハラ　リュウジュ 山口県 M スポーツ 防府商工高等学校　自転車競技部

17 三井　大勢 ミツイ　タイセイ 山口県 M スポーツ 防府商工高等学校　自転車競技部

18 小村　将太 コムラ　ショウタ 山口県 M スポーツ 防府商工高等学校　自転車競技部

19 吉岡　隆行 ヨシオカ　タカユキ 山口県 M スポーツ 防府商工高等学校　自転車競技部

20 近藤　翔矢 コンドウ　ショウヤ 山口県 M スポーツ 防府商工高等学校　自転車競技部

21 河内山　龍信 コウチヤマ　リュウシン 山口県 M スポーツ 防府商工高等学校　自転車競技部

22 安井　聖人 ヤスイ　マサト 山口県 M スポーツ 防府商工高等学校　自転車競技部

23 森本　海斗 モリモト　カイト 山口県 M スポーツ 防府商工高等学校　自転車競技部

24 出見　美朝 デミ　ハルトモ 山口県 M スポーツ 三田尻学園誠英高等学校

25 宮野　拓斗 ミヤノ　タクト 山口県 M スポーツ 三田尻学園誠英高等学校

26 猪俣　晶 イノマタ　アキ 山口県 M スポーツ 三田尻学園誠英高等学校

27 細野　拓海 ホソノ　タクミ 山口県 M スポーツ 三田尻学園誠英高等学校

28 岡崎　一真 オカザキ　カズマ 山口県 M スポーツ 三田尻学園誠英高等学校

29 石村　義仁 イシムラ　ヨシヒト 山口県 M スポーツ 三田尻学園誠英高等学校

30 下枝　晃也 シモエダ　アキヤ 山口県 M スポーツ 三田尻学園誠英高等学校

31 正木　勝 マサキ　マサル 山口県 M スポーツ

32 篠崎　蒼平 シノザキ　ソウヘイ 山口県 M スポーツ 下関西高等学校

33 山内　一真 ヤマウチ　カズマ 山口県 M スポーツ 水産大学校サイクリング部

45 大森　健一 オオモリ　ケンイチ 広島県 M スポーツ Team Kermis Cross

51 筒井　修一郎 ツツイ　シュウイチロウ 福岡県 M スポーツ

52 芹田　満夫 セリタ　ミツオ 福岡県 M スポーツ ガンバリアント

53 平野　善己 ヒラノ　ヨシキ 福岡県 M スポーツ ガンバリアント

54 三浦　雅大 ミウラ　マサヒロ 山口県 M スポーツ Ｒａｂｂｉｔ　ｓｔｒｅｅｔ　ＵＢＥ

55 平井　貴志 ヒライ　タカシ 山口県 M スポーツ 山口県自転車競技連盟・ＧＲＰ

56 中村　やすし ナカムラ　ヤスシ 福岡県 M スポーツ ＴＥＡＭ　ＳＥＮＮＡ

57 渡邉  俊一 ワタナベ　シュンイチ 福岡県 M スポーツ Ｐａｒａｂｏｌａ

58 宮崎　重実 ミヤザキ シゲミ 福岡県 M スポーツ ガンバリアント

59 湧川　将樹 ワクガワ　マサキ 山口県 M スポーツ

60 櫻谷　昌史 サクラタニ　アツシ 山口県 M スポーツ ＨＲＴ

61 綱  裕司 ツナ　ユウジ 福岡県 M スポーツ ガンバリアント

62 宮本　秀斗 ミヤモト　シュウト 山口県 M スポーツ

63 八木田　洋介 ヤギタ　ヨウスケ 山口県 M スポーツ 水産大学校サイクリング部

64 飯田 直毅 イイダ　ナオキ 山口県 M スポーツ 水産大学校サイクリング部

65 内野　善文 ウチノ　ヨシフミ 山口県 M スポーツ 内野建設興業

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

67 森下　遼太 モリシタ　リョウタ 福岡県 M スポーツ VC FUKUOKA

68 中村　典 ナカムラ　ツカサ 福岡県 M スポーツ VC FUKUOKA

69 満上　亘 ミツカミ　ワタル 福岡県 M スポーツ VC FUKUOKA

70 秋田　智和 アキタ　トモカズ 福岡県 M スポーツ VC FUKUOKA

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

72 今倉　慎司 イマクラ　シンジ 福岡県 M スポーツ VC FUKUOKA

73 吉原　佑樹 ヨシハラ　ユウキ 福岡県 M スポーツ VC FUKUOKA

74 山田　悠斗 ヤマダ　ユウト 福岡県 M スポーツ VC FUKUOKA

75 井戸川　真一 イドガワ　シンイチ 福岡県 M スポーツ VC FUKUOKA

76 中川  良一 ナカガワ 　リョウイチ 福岡県 M スポーツ 中川家

77 佐藤  崇 サトウ　タカシ 福岡県 M スポーツ チーム  ファンサイクル

84 大久保 剛 オオクボ　ツヨシ 山口県 M スポーツ Ｒａｂｂｉｔ　Ｓｔｒｅｅｔ　Ｕｂｅ

85 江上　純 エガミ　アツシ 福岡県 M スポーツ

87 秋好　佑太 アキヨシ　ユウタ 福岡県 M スポーツ ＶＣ　ＦＵＫＵＯＫＡ

88 麻生　健也 アソウ　ケンヤ 福岡県 M スポーツ ＶＣ　ＦＵＫＵＯＫＡ


