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（１） 実業団クラブチーム「EsperanceStage（エスペランス・スタージュ）」 

 

 

・「全日本実業団自転車競技連盟（ＪＢＣＦ）登録チーム」の状況 

 「日本代表選手」や「海外ロードプロ選手」は、「全日本実業団自転車競技連盟（JBCF）」の登録チーム

から多く輩出され、各国の国際大会などにＪＢＣＦ所属選手が参戦し、素晴らしい成績を残している。ま

た、国内のメジャー大会である、「全日本選手権大会」「全国都道府県対抗大会」「国民体育大会」では、Ｊ

ＢＣＦ所属選手から優勝者が輩出されている。国内のトップレベルの選手が多く所属をしている為、有力

大学チームなども「学連登録」と「ＪＢＣＦ登録」を兼用して、年間を通して参戦する傾向にある。 

 ＪＢＣＦへの登録状況は、およそ２００団体、約１７００名が選手登録をしている。年間約２０大会（ロ

ード競技１５大会・トラック競技４大会）の開催がある。平成１８年度からは新ランキング制度である「Ｊ

ＢＣＦサイクルロードレース・ジャパンツアー」が通称「Ｊツアー」として親しまれ、多くの媒体に取り

上げられ選手の意識の鼓舞に繋がりレースの活性化に繋がっている。 

 ロードレースを開催するにあたり、選手のレベルによって３つのカテゴリーに分割されている。国内ト

ップレベルである「ＢＲ－１」、競技経験の豊かな中堅レベルである「ＢＲ－２」、初めて登録した選手が

所属する「ＢＲ－３」の３カテゴリー。（男子に限る）選手のカテゴリーの「昇格基準」は、各大会の上位

３名が次級カテゴリーへ昇格、または年間ランキングの上位が昇格対象となり、逆に「降格基準」は年間

ランキングの下位が降格対象のみとなっている。 

 

 

・地域密着型クラブチームの必要性 

 本州の最西部の山口県に本拠地を置く「EsperanceStage」は、地域密着型の実業団クラブチームを目指

している。ＪＢＣＦ登録者の多くの居住地方は、近畿・中部・関東・東北に偏っているのが現状である。

理由としては、 

① 自転車競技の有力大学の場所 

② 自転車競技大会の開催場所 

③ スポーツとしての認知度 

が、挙げられる。 

これらの要因により、地方選手は中央部への移住を強いられる場合が多く、中国・九州地方に選手が定着

せずにスポーツとしての普及が難しい。 

そういった中で、地方選手の底辺を増やし、より高い競技力を作り出す環境を地方に作る事が重要だと

考える。また、山口県では、２０１１年に地元開催の「おいでませ！山口国体」が開催予定でもある為、

競技力の向上として地元選手の育成、強化を行うことが重要視されている。 

 

 

・実業団登録クラブチーム「EsperanceStage（エスペランス・スタージュ）」の特性 

 自転車競技の本場であるフランスにおいては、地域密着のクラブチームが無数に存在している。また、

そのクラブチームが主体となって、その地域でクラブ主催のレースが開催される為、より多くのレースが

毎日のように開催され、選手の競技力向上に繋がっている。 

 そういった環境を作っていく為にも、「EsperanceStage」チーム代表の棟久明博（山口市出身）は、２０

０５年より山口県山口市阿知須きらら浜の特設会場にて「きらら浜サイクルミーティング大会」と称した

クリテリウム形式の大会を開催している。現在では、年間に春・秋の２回を開催し、１大会で約１５０名

の集客を実現している。 

 その上で、２００７年より実業団クラブチーム「EsperanceStage」を設立し、全国各地で開催される実

業団大会を転戦している。現在、山口県の選手を中心に埼玉県・長野県の選手を合わせて、約２５名の選

手が在籍している。また、自転車競技の「フランス遠征サポート」を行っているコーディネーター・久保

信人（神奈川県出身）の協力の下、希望者にはフランス・アフリカ等の海外遠征の道も開けている。 

 サイクルスポーツ後進地域である、九州・中国地方から世界へ羽ばたく自転車競技選手を生み出してい

く為にも、「サイクルスポーツの普及」と「選手の育成」、そしてより高いレベルでの実戦経験を積んでい

くことで「競技力向上」を一貫して行っていけるチームを目指している。 



図．実業団登録チーム「EsperanseStage」の普及から強化までの一貫性 

 

 

・クラブチームの母体となる「 EsperanceStage（エスペランス・スタージュ） 」とは？ 

 エスペランス･スタージュは、一人でも多くの日本人、アジアのサイクリスト、選手にロードレースの本

場フランスでのレース体験の場を提供し、それによる日本、アジアにおけるスポーツサイクルの普及、発

展、レベル向上を目指し 2003年設立された。  

フランスでレースに参戦するためには、クラブチームとの契約やライセンス取得、滞在アパートの検索

や契約、そしてレースまでの移動手段の確保など、レース活動をする為に立ちはだかる問題が多い。そう

した渡仏時の問題をサポートし解消することで、限られた貴重な遠征期間をより有効にレース活動に集中

できる環境の提供を目指している。  

また単身の遠征では、ロードレースに付き物の落車などの事故の際も不安要素も多いが、事故対応や病

院への同伴、医師との通訳、ご家族、関係者への連絡、傷害保険の手続き、帰国が必要な場合の帰国手続

きなどを行い、より安心して本場でのレース活動に挑戦できる環境を目指している。 

サプライヤーとして、「ＯＧＫ（ヘルメット類）」「ＩＲＣ（タイヤ類）」「ＷＡＶＥ ＯＮＥ（ウェア類）」

が活動をサポートしている。 

※ 本クラブチームにも、海外に挑戦する意志のある選手に限って、サポート品が貸与されている。 

 

 

・「 きらら浜サイクルミーティング大会 」とは？ 

2004年にフランスから帰国した本クラブチーム代表である「棟久明博」が発起人となって、山口県山口

市阿知須町の「山口県きららスポーツ交流公園（現：山口県きらら博記念公園）」の北側大駐車場内に特設

コース（1周 2.5㎞）で 2005年 5月より自転車ロードレース競技大会を開催している。 

基本的には「棟久明博」が事務局となり大会の企画運営を行っているが、会場の借地の関係上で主催は

「山口県自転車競技連盟」となり、後援として「山口県教育委員会」「（財）山口県体育協会」となってい

る。２０１１年開催の地元開催「おいでませ！山口国体」の強化事業として開催している面もある。大会

スタッフは、地元の愛好者によるボランティアで成り立っている。 

大会規模としては、山口県はもとより近県の広島県、福岡県及び九州北部地方の参加者も多く、1 大会

１５０名程度の参加者がある。これまでは、年間２大会（４～５月、１１月～１２月）の開催で本年の１

２月大会で６回目の開催となっている。本クラブチーム創立に伴って、本クラブのスポンサーとして援助

を行っている。 



・２００７年 ユニフォーム・デザイン 

 

① ロード・ジャージ上下 （製作：ＷＡＶＥ ＯＮＥ） 

 

※ 国内仕様のデザイン。海外（フランス等）で活動する選手のデザインとは、若干の違いがあります。 

 

② スタッフＴシャツ （製作：ＷＡＶＥ ＯＮＥ） 

 

※ 国内仕様のデザイン。海外（フランス等）で活動する選手のデザインとは、若干の違いがあります 

 



・チーム概要 

 

 

事務局 
〒754-0897 

山口県山口市嘉川４１８８番地 

電話 
083-989-2773（兼 FAX） 

090-4795-4207（携帯） 

ＵＲＬ http://blogs.yahoo.co.jp/esperancestage_jpn 

活動拠点 日本・フランス語圏（フランス・アフリカなど） 

代表／監督 棟久 明博 

ＧＭ 久保 信人 

 

 

名称の由来 

「 Esperance Stage 」 （フランス語） 

・直訳で「希望の経験」。フランス遠征コーディネーターで本クラブ

のＧＭである久保信人が、より多くのサイクリストが海外で活動で

きるようにという願いが込めて海外で使用しているチーム名称。海

外遠征サポートを行う際に使用していた名称を、国内でも認知普及

させる為に、宣伝広告として名称を使用。 

設立目的 

・地域密着型のクラブチーム 

・全日本実業団自転車競技連盟登録のチーム 

・「２０１１年やまぐち国体」に地元選手を輩出するチーム 

・国際大会（国内・海外）に出場できるチーム 

スポンサー 

・ＥｓｐｅｒａｎｃｅＳｔａｇｅ 

（フランス遠征コーディネート） 

・株式会社 濱本塗装店 

 （建築塗装業） 

・きらら浜サイクルミーティング大会 

 （山口県山口市で開催する大会） 

サプライヤー 

・オージーケーカブト株式会社  

（ヘルメット、グラブ、バーテープ、ボトル） 

・井上ゴム工業株式会社 

 （タイヤ、チューブ） 

・株式会社ウェイブワン 

 （ウェア） 

・株式会社ニューレックス 

 （サプリメント） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（２）選手名簿（２００７年シーズン終了時点） 

 

 

実業団登録クラブチーム「EsperanceStage」 スタッフ 

役 職 氏 名 経 歴 

代表／監督 

 

 

ﾑﾈﾋｻ ｱｷﾋﾛ 

棟久 明博 

所属：BREZZA → GIANT/T-serv. → YOUCAN/SPECIALIZED 

 

02 全日本実業団対抗 BR-2 6位 

02 国民体育大会（高知） 山口県代表 

03 中国地域自転車道路競争（鳥取）山口県代表 2位入賞 

03 国民体育大会（静岡） 山口県代表 

04 エスペランス・スタージュでフランス遠征 

04 フランス・レジョナルカテゴリー 最高 3位入賞 

04 全国都道府県対抗大会（岡山） 山口県代表 3位入賞 

04 国民体育大会（埼玉） 山口県代表 

05 中国地域自転車道路競争（広島）山口県代表 4位入賞 

05 全国都道府県対抗大会（兵庫） 山口県代表 6位入賞 

05 国民体育大会（岡山） 山口県代表 

06 UCI2.2 国内最高峰ステージレース「TOUR OF JAPAN」出場 完走 

06 全国都道府県対抗大会（秋田） 山口県代表 7位入賞 

06 国民体育大会（兵庫） 山口県代表 

06 UCI2.2 ツール･ド･ファソ（西アフリカ）参戦 11ステージ 

06 UCI1.2 国内最高峰ワンディレース「ツールド沖縄」出場 

07 実業団登録クラブチーム「EsperanceStage」創立 

07 国民体育大会（秋田） 山口県代表 

Ｇ Ｍ 

 
 

ｸﾎﾞ ﾉﾌﾞﾋﾄ 

久保 信人 

所属：リマサンズ厚木 → 日本鋪道レーシング → ミヤタ･スバル 

 

97 全日本選手権 U23 9位 

98 全日本選手権 U23 7位 

99 フランス・レジョナルカテゴリー優勝 15レース 10位内入賞 

02 フランス･ナショナル･トロフェーブレイヨン個人総合 3位 

03 エスペランス･スタージュ設立  

03 シクロクロス世界選手権(フランス）日本ナシ ョナルチームスタッフ 

03 ロード世界選手権(カナダ･ハミルトン）日本ナショナルチームスタッフ 

03 カナダ･GPフェミナン･インターナショナル 沖美穂選手サポート 

04 MTB世界選手権（フランス･レジェ）日本ナショナルチームスタッフ 

04 エスペランス･スタージュで 18名のフランス遠征をサポート 

05 ダイハツ･ボンシャンス監督 フランス 70レースに参戦 

05 カメルーン GPシャンタル･ビヤ参戦 3ステージレース 

05 UCI2.2 ツール･ド･ファソ参戦 11ステージ 

06 カメルーン GPシャンタル･ビヤ参戦 3ステージレース 

06 UCI2.2 ツール･ド･ファソ参戦 11ステージ 

07 ﾌﾞﾘｼﾞｽﾄﾝｱﾝｶｰのフランス遠征サポート 

07ブルベ・ランドネ世界最高峰「Paris Brest Paris」の日本人サポート 

 

 

 

 



 

 

 

実業団登録クラブチーム「EsperanceStage」 登録選手 

実業団 

カテゴリー 
氏 名 

登録地 

（居住地） 
主な実績 前所属チーム 

ＢＲ－１ 

 

ﾅﾙﾀﾆ ｺｳｲﾁ 

鳴谷 浩一 

山口 

（広島） 

04 全日本実業団対抗大会（BR-2）4位 

05 フランス遠征 

05 レジョナルカテゴリー 入賞多数 

05 UCI2.2 Tour de FASO 完走 

06 国民体育大会 山口県代表 

07 舞洲クリテリウム（BR-2）3位 

ダイハツ・ 

ボンシャンス 

ＢＲ－１ 

 

ﾋｸﾞﾏ ﾕｳｽｹ 

日隈 優輔 

福岡 

04 UCI2.2 ツールド沖縄 完走 

05 壱岐サイクルフェスティバル 優勝 

05 フランス遠征 

06 フランス遠征 

06 UCI2.2 GP ｼｬﾝﾀﾙﾋﾞｱ ﾌﾟﾛﾛｰｸﾞ優勝 

07 全日本選手権ロード 出場 

ダイハツ・ 

ボンシャンス 

ＢＲ－１ 

 

ﾌｸﾊﾗ ﾀﾞｲ 

福原 大 

埼玉 

03 フランス遠征 

03 レジョナルカテゴリー 入賞多数 

04 UCI2.2 Tour de FASO 完走 

05 東日本実業団ロード（BR-2） 6位 

05 UCI2.2 Tour de FASO 完走 

07 全日本選手権ロード 出場 

SERENO 

じてんしゃの杜 B&H 

ＢＲ－１ 

 

ﾑﾈﾋｻ ｱｷﾋﾛ 

棟久 明博 

山口 

03 中国地域大会 2位 

04 フランス遠征 

04 全国都道府県対抗大会 3位 

06 UCI2.2 ツアーオブジャパン 完走 

06 UCI2.2 Tour de FASO 完走 

国民体育大会 山口県代表過去 6回 

YOUCAN/SPEZCIALIZED/ 

NISSYO 

ＢＲ－２ 

 

ｲｼﾞﾁ ﾋﾛｱｷ 

伊地知 弘章 

埼玉 

 

 

 

CCM-ALLWAYS 

ＢＲ－２ 

 

ｶﾜﾑﾗ ｼｹﾞｵ 

河村 茂夫 

山口 

04 全日本実業団対抗大会（BR-2）7位 

04 国民体育大会 山口県代表 

CCM-ALLWAYS 



ＢＲ－２ 

 

ﾌｼﾞﾓﾄ ﾔﾉｽｹ 

藤本 弥之助 

山口 

02 都道府県対抗大会 山口県代表 

02 国民体育大会 山口県代表 

03 J ｼﾘｰｽﾞ・XC（ｴﾘｰﾄ） 総合 99位 

04 J ｼﾘｰｽﾞ・XC（ｴﾘｰﾄ） 総合 20位 

05 J ｼﾘｰｽﾞ・XC（ｴﾘｰﾄ） 総合 18位 

06 J ｼﾘｰｽﾞ・XC（ｴﾘｰﾄ） 総合 18位 

SPECIALIZED 

（MTB・XC） 

ＢＲ－２ 

 

ｲﾜﾌｼﾞ ｼﾛｳ 

岩藤 司朗 

山口 

（茨城） 

04 フランス遠征 

05 西日本実業団ロード（BR-2） 8位 

05 実業団丸岡ロード（BR-2） 6位 

05 実業団滝野ロード（BR-2） 2位 

05 都道府県対抗大会 山口県代表 

05 国民体育大会 山口県代表 

ダイハツ・ 

ボンシャンス 

ＢＲ－３ 

 

ｶﾅﾓﾘ ｼｮｳｲﾁ 

金森 翔一 

山口 

07 中国地域大会 山口県代表 

07 全日本実業団対抗大会（BR-3) 8位 

07 都道府県対抗大会 山口県代表 

07 国民体育大会 山口県代表 
山口大学 

サイクリング部 

ＢＲ－３ 

 

ﾀﾊﾞﾀ ﾏｻﾄ 

田畑 政人 

埼玉 

 

 

 

CCM-ALLWAYS 

ＢＲ－３ 

 

ｲｹﾓﾄ ﾕｷｵ 

池本 幸男 

山口 

06 Mt．FUJIヒルクライム 総合優勝 

HIDEO商会 

ＢＲ－３ 

 

ｺﾐﾈ ﾂﾖｼ 

小峰 剛 

長野 

04 フランス遠征 

05 フランス遠征 

05 レジョナルカテゴリー 優勝 

06 フランス遠征 

06 UCI2.2 Tour de FASO 完走 

07 フランス遠征 

ダイハツ・ 

ボンシャンス 

ＢＲ－３ 

 

ｵｵﾊﾏ ﾏｻﾋﾛ 

大浜 雅宏 

埼玉 

 

 

 

CCM-ALLWAYS 



ＢＲ－３ 

 

ﾊﾗｷ ﾋﾃﾞﾉﾘ 

原木 秀典 

山口 

01 都道府県対抗大会 山口県代表 

01 国民体育大会 山口県代表 

bicinoko.com 

ＢＲ－３ 

 

ｸﾘｻｷ ﾔｽﾋｻ 

栗崎 靖久 

山口 

山口大学サイクリング部 元主将 

 

 
山口大学 

サイクリング部 

ＢＲ－３ 

 

ﾖｼﾂｸﾞ ﾕｳｼﾞ 

吉次 裕司 

山口 

02 国民体育大会 山口県代表 

03 国民体育大会 山口県代表 

04 国民体育大会 山口県代表 

05 国民体育大会 山口県代表 

06 国民体育大会 山口県代表 

早稲田大学 

自転車競技部 

ＢＲ－３ 

 

ﾊﾀﾉ ﾏｻﾋｺ 

波多野 正彦 

山口 

大分大学自転車競技部 出身 

SEPTCENTS 

ＢＲ－３ 

 

ﾓﾘｵｶ ﾄﾓﾕｷ 

森岡 智之 

山口 

 

 

 

 

未登録 

 

ｽｷﾞﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ 

杉本 大輔 

― 

（千葉） 

03 フランス遠征 

03 実業団いわきクリテ(BR－2） 優勝 

04 フランス遠征 

 
SERENO 

じてんしゃの杜 B&H 

未登録 

 

ﾋﾗﾉ ﾏｻｶｽﾞ 

平野 政一 

― 

（山口） 

 

 

 

ヒロシゲ Racing 



未登録 

 

ﾀﾅｶ ｹﾝｼﾞ 

田中 謙治 

― 

（山口） 

 

 

 

ヒロシゲ Racing 

未登録 

 

ｸﾜﾊﾗ ﾖｼﾊﾙ 

桑原 良治 

― 

（山口） 

 

 

 

ヒロシゲ Racing 

未登録 

 

ｱｽﾞﾏ ｸﾆｵ 

東 国男 

― 

（山口） 

 

 

 

ヒロシゲ Racing 

未登録 

 

ｶﾈﾀﾞ ﾐﾂﾙ 

金田 充 

― 

（山口） 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（３）活動実績 

 

１.実業団クラブチーム･エスペランス・スタージュ登録選手 出場大会一覧 

 

３月 

０３月１８日（日） 西日本チャレンジサイクルロードレース（広島県・中央森林公園） 

４月 

０４月０１日（日） きらら浜サイクルミーティング（山口県山口市阿知須） 

０４月０１日（日） チャレンジサイクルロードレース（静岡県・日本ＣＳＣ） 

０４月０８日（日） Tour du Japon第１戦兼 JCRC第２戦（静岡県・日本ＣＳＣ） 

０４月１５日（日） 南日本サイクルロードレース（鹿児島さつま市） 

０４月２２日（日） 実業団舞洲クリテリウム（大阪府・舞洲スポーツアイランド） 

０４月２２日（日） JCRC第３戦（群馬県・群馬ＣＳＣ） 

０４月２８日（土） 実業団カップ（群馬県・群馬ＣＳＣ） 

０４月３０日（月） オール九州 3時間耐久ロードレース（大分県日田市） 

５月 

０５月１１日（金） TOUR de 熊野 第１ステージ（和歌山県新宮市） 

０５月１２日（土） TOUR de 熊野 第２ステージ（三重県熊野市） 

０５月１３日（日） TOUR de 熊野 第３ステージ（和歌山県太地町） 

０５月２７日（日） 広島県サイクルロードレース（広島県・中央森林公園） 

６月 

０６月０３日（日） Mt.富士ヒルクライム（山梨県・富士山） 

０６月１０日（日） 全日本実業団個人タイムトライアル選手権（長野県・栂池高原） 

０６月１０日（日） 壱岐サイクルフェスティバル（長崎県壱岐市） 

０６月１７日（日） 全日本実業団西日本サイクルロードレース（広島県・中央森林公園） 

０６月１７日（日） 中国地域自転車道路競走大会（島根県・三瓶山周回コース） 

 ０６月２３日（土） 全日本アマチュア選手権ロードレース大会（大分県日田市） 

 ０６月２４日（日） 全日本選手権ロードレース大会（大分県日田市） 

７月 

 ０７月０１日（日） 全日本実業団東日本サイクルロードレース（岩手県紫波町） 

 ０７月１５日（日） 全日本実業団サイクルロードレースｉｎ石川（福島県石川町） 

 ０７月２９日（日） パナソニック・スポニチバイシクルフェスタ’０７（福井県勝山市） 

８月 

 ０８月０５日（日） 全日本実業団サイクルロードレースｉｎ丸岡（福井県丸岡町） 

 ０８月１９日（日） 全日本実業団サイクルロードレースｉｎ小川（長野県小川村） 

 ０８月２５日（日） 全国都道府県対抗自転車競技大会個人ロードレース（大分県日田市） 

９月 

 ０９月０２日（日） 経済産業大臣杯全日本実業団対抗サイクルロードレース（三重県熊野市） 

 ０９月１６日（日） 実業団舞洲クリテリウム（大阪府・舞洲スポーツアイランド） 

 ０９月３０日（日） 全日本実業団サイクルロードレースｉｎ飯田（長野県飯田市） 

１０月 

 １０月上旬     国民体育大会「わか杉秋田国体」自転車競技会（秋田県三郷町） 

 １０月０６日（土） 全日本実業団サイクルロードレースｉｎ富士スピードウェイ（静岡県小山町） 

 １０月０７日（日） 実業団富士山国際ヒルクライムレース（静岡県小山町） 

 １０月１４日（日） 全日本実業団サイクルロードレースｉｎ加東（兵庫県・播磨中央公園） 

 １０月２０日（土） 白浜エアポートクリテリウム（和歌山県白浜町） 

 １０月２１日（日） 全日本実業団クリテリウムｉｎ南紀（和歌山県白浜町） 

１０月２１日（日） 中国サイクルグランプリ‘０７（広島県・中央森林公園） 

 １０月２７日（土） ２００７ ＪＡＰＡＮ ＣＵＰ オープン男子（栃木県宇都宮市） 

 



２．実業団クラブチーム･エスペランス・スタージュ登録選手 大会戦績 

 

 

西日本チャレンジサイクルロードレース（広島県・中央森林公園） 

★カテゴリー：A-E（61.5km） 

優勝  向川       MATRIX 

19位  棟久（山口県）  Esperancestage 

32位  鳴谷（山口県）  Esperancestage 

56位  福原（埼玉県）  Esperancestage 

69位  河村（山口県）  Esperancestage 

【70名完走】 

 

 

きらら浜サイクルミーティング（山口県・きらら浜特設コース） 

★カテゴリー：ｴﾘｰﾄ（45ｋｍ） 

優勝  岸川       チームサイクルプラス 

２位  日隈（福岡県）  Esperancestage 

 ８位  鳴谷（山口県）  Esperancestage 

 12位  藤本（山口県）  Esperancestage 

【27名完走】 

 

 

チャレンジサイクルロードレース（静岡県） 

★カテゴリー：A-E（60ｋｍ） 

 優勝  田代       ﾌﾞﾘｼﾞｽﾄﾝｱﾝｶｰ 

DNF   福原（埼玉県）  Esperancestage 

【51名完走】 

★カテゴリー：A-U（40ｋｍ） 

 優勝  山下       ミヤタ 

 DNF  小峰（長野県）  Esperancestage 

【52名完走】 

 

 

Tour du Japon 第１戦兼 JCRC第２戦 

★カテゴリー：Sクラス 

 優勝  秋元       ﾌﾞﾘｼﾞｽﾄﾝｱﾝｶｰ 

 17位  福原（埼玉県）  Esperancestage 

【25名完走】 

 

 

南日本サイクルロードレース（鹿児島） 

★カテゴリー：男子総合 

 優勝  大村       法政大学 

 9位  棟久（山口県）  Esperancestage   ※ ｴﾘｰﾄの部 優勝 

【58名出走】 

 

 

 



実業団舞洲クリテリウム（大阪府） 

★カテゴリー：BR-2（30.8ｋｍ） 

 優勝  山口       チームサイクルプラス 

 ３位  鳴谷（山口県）  Esperancestage   ※ BR-1に昇格 

 23位  河村（山口県）  Esperancestage 

【30名完走】 

★カテゴリー：BR-3（26.4ｋｍ） 

優勝 井原 チームサイクルプラス 

27位  原木（山口県）  Esperancestage 

DNQ   金森（山口県）  Esperancestage 

【28名完走】 

 

 

 

JCRC第３戦（群馬県） 

★カテゴリー：Sクラス 

 優勝  増田       ミヤタ 

 13位  福原（埼玉県）  Esperancestage 

【35名完走】 

 

 

 

実業団カップ（群馬県） 

★カテゴリー：BR-1（108ｋｍ） 

 優勝  柿沼 ミヤタ 

 DNF  福原（埼玉県）  Esperancestage 

 DNF  日隈（福岡県）  Esperancestage   ※ 特別昇格規定の特例により BR-2に降格 

 DNF  棟久（山口県）  Esperancestage 

【63名完走】 

★カテゴリー：BR-2（72ｋｍ） 

 優勝  平塚       ｽﾐﾀﾗﾊﾞﾈﾛﾊﾟｰﾙｲｽﾞﾐ 

 ６位  河村（山口県）  Esperancestage 

 DNF   鳴谷（山口県）  Esperancestage 

【21名完走】 

★カテゴリー：BR-3（60ｋｍ） 

 優勝  大塚       CLUB viento 

 82位  田畑（埼玉県）  Esperancestage 

 128位  大浜（埼玉県）  Esperancestage 

【132名完走】 

 

 

 

オール九州 3時間耐久ロードレース（大分県） 

 優勝  山田      Team正屋 

 3位  日隈（福岡県）  Esperancestage 

 12位  池本（山口県）  Esperancestage 

【264名出走】 

 



TOUR de 熊野 第１ステージ（和歌山県） 

★カテゴリー：BR-1ステージレース（125.8ｋｍ） 

 優勝  鈴木 ミヤタ 

 30位  棟久（山口県）  Esperancestage 

 36位  福原（埼玉県）  Esperancestage 

 80位  日隈（福岡県）  Esperancestage 

 DNF   鳴谷（山口県）  Esperancestage   ※ 大会特別規定によりﾍﾟﾅﾙﾃｨﾀｲﾑ加算 

 DNF   藤本（山口県）  Esperancestage   ※ 第 1ステージ リタイヤ 

【83名完走】 

★カテゴリー：BR-2･3個人ロードレース（61.6ｋｍ） 

 優勝  松木       ｸﾗﾌﾞｼﾙﾍﾞｽﾄ 

 21位  河村（山口県）  Esperancestage 

【70名完走】 

 

 

TOUR de 熊野 第２ステージ（三重県） 

★カテゴリー：BR-1ステージレース（124.2ｋｍ） 

 優勝  鈴木       ミヤタ 

 56位  福原（埼玉県）  Esperancestage 

 58位  棟久（山口県）  Esperancestage 

 DNF   日隈（福岡県）  Esperancestage   ※ 大会特別規定によりﾍﾟﾅﾙﾃｨﾀｲﾑ加算 

 DNF   鳴谷（山口県）  Esperancestage   ※ 第２ステージ リタイヤ 

【77名完走】 

★カテゴリー：BR-2･3個人ロードレース（61.3ｋｍ） 

 優勝  平塚       ｽﾐﾀﾗﾊﾞﾈﾛﾊﾟｰﾙｲｽﾞﾐ 

 ７位  河村（山口県）  Esperancestage 

【94名完走】 

 

 

TOUR de 熊野 第３ステージ（和歌山県） 

★カテゴリー：BR-1ステージレース（105.6ｋｍ） 

 優勝  飯島       ﾌﾞﾘｼﾞｽﾄﾝｱﾝｶｰ 

 DNF  棟久（山口県）  Esperancestage   ※ 大会特別規定によりﾍﾟﾅﾙﾃｨﾀｲﾑ加算 

 DNF  日隈（福岡県）  Esperancestage   ※ 大会特別規定によりﾍﾟﾅﾙﾃｨﾀｲﾑ加算 

DNF  福原（埼玉県）  Esperancestage   ※ 第３ステージ リタイヤ 

【50名完走】 

★カテゴリー：BR-2･3個人ロードレース（57.6ｋｍ） 

 優勝  平塚       ｽﾐﾀﾗﾊﾞﾈﾛﾊﾟｰﾙｲｽﾞﾐ 

 24位  河村（山口県）  Esperancestage 

【66名完走】 

 

 

【BR-1ステージレース総合成績】 

優勝  盛        愛三工業 

63位  棟久（山口県）  Esperancestage  

76位  日隈（福岡県）  Esperancestage 

 

 



【BR-1 団体総合成績】 

優勝  愛三工業レーシングチーム 

15位  Esperancestage 

 

 

 【BR-2･3個人ロードレース総合成績】 

 優勝  松木       ｸﾗﾌﾞｼﾙﾍﾞｽﾄ 

 ７位  河村（山口県）  Esperancestage 

 

 

広島県サイクルロードレース（広島県） 

 優勝  末本       MIZUHOハイランド SBM 

 12位  鳴谷（山口県）  Esperancestage 

【19名完走】 

 

 

Mt.富士ヒルクライム（山梨県） 

★カテゴリー：アスリートクラス 

 優勝  藤田晃三 

 10位  池本（山口県）  Esperancestage 

【63名完走】 

 

 

全日本実業団個人タイムトライアル選手権（長野県） 

 優勝  田代       ﾌﾞﾘｼﾞｽﾄﾝｱﾝｶｰ 

 DNQ  福原（埼玉県）  Esperancestage （予選 138位） 

 DNS  池本（山口県）  Esperancestage 

【268名出走】 

 

 

壱岐サイクルフェスティバル（長崎県） 

★カテゴリー：登録者 50㎞ 

 優勝  江下       ﾓﾄｸﾛｽｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ 

 完走  日隈（福岡県）  Esperancestage 

 

 

中国地域自転車道路競走大会（島根県） 

 優勝  細井  広島県 A 

 ６位  棟久  山口県 A（Esperancestage） 

 ９位  藤本  山口県 A（Esperancestage） 

 10位  池本  山口県 A（Esperancestage） 

 13位  金森  山口県 B（Esperancestage） 

 DNF  波多野  山口県 B（Esperancestage） 

【18名完走】 

 

 



全日本実業団西日本サイクルロードレース（広島県） 

★カテゴリー：BR-1（110km） 

 優勝  西谷       愛三工業 

 DNF  福原（埼玉県）  Esperancestage 

 DNF  鳴谷（山口県）  Esperancestage 

【40名完走】 

★カテゴリー：BR-2（61.5ｋｍ） 

 優勝  中山      川口市自転車競技連盟 

 ９位  日隈（福岡県） Esperancestage 

 11位  河村（山口県） Esperancestage 

 29位  藤本（山口県） Esperancestage 

【79名完走】 

★カテゴリー：BR-3（36.9ｋｍ） 

 優勝  寺崎       BALBARACING 

 66位  金森（山口県）  Esperancestage 

 92位  池本（山口県）  Esperancestage 

 DNF   栗崎（山口県）  Esperancestage 

【133名完走】 

 

 

 

 

全日本アマチュア選手権ロードレース大会（大分県日田市） 

 優勝  村上      鹿屋体育大学 

 DNF  小峰（長野県）  Esperancestage 

【37名完走】 

 

 

 

 

全日本選手権ロードレース大会（大分県日田市） 

 優勝  新城      NIPPO梅丹ｴｷｯﾌﾟｱｻﾀﾞ 

 DNF  福原（埼玉県）  Esperancestage 

 DNF  棟久（山口県）  Esperancestage 

 DNF  日隈（福岡県）  Esperancestage 

【13名完走】 

 

 

 

 

全日本実業団東日本サイクルロードレース（岩手県紫波町） 

★カテゴリー：BR-1（92.3ｋｍ） 

 優勝  鈴木       ﾁｰﾑﾐﾔﾀ 

 DNF   棟久（山口県）  Esperancestage 

【60名完走】 

 

 

 



全日本実業団サイクルロードレースｉｎ石川（福島県石川町） 

★カテゴリー：BR-1（102.2ｋｍ） 

 優勝  田代       BS ｱﾝｶｰ 

 DNF   棟久（山口県）  Esperancestage 

 DNF   福原（埼玉県）  Esperancestage 

【34名完走】 

★カテゴリー：BR-2（68.0ｋｍ） 

 優勝   嶌田       BS ｱﾝｶｰ 

 10位  河村（山口県）  Esperancestage 

 25位  日隈（福岡県）  Esperancestage 

 【40名完走】 

★カテゴリー：BR-3（54.4ｋｍ） 

 優勝  伊藤       spacebikes.com 

 DNF   栗崎（山口県）  Esperancestage 

【53名完走】 

 

パナソニック・スポニチバイシクルフェスタ’０７（福井県勝山市） 

★カテゴリー：BR-2 

 優勝  北        ﾄﾝﾃﾞﾓｸﾗﾌﾞ 

 DNS  河村（山口県）  Esperancestage 

 【45名完走】 

 

全日本実業団サイクルロードレースｉｎ丸岡（福井県丸岡町） 

★カテゴリー：BR-1（139.3ｋｍ） 

 優勝 橋川 MATRIX 

 DNF 鳴谷（山口県） Esperancestage 

【54名完走】 

★カテゴリー：BR-2（76ｋｍ） 

 優勝 斉藤 川口市自転車競技連盟 

 73位 河村（山口県） Esperancestage 

 【83名完走】 

 

全日本実業団サイクルロードレースｉｎ小川（長野県小川村） 

★カテゴリー：BR-1（76.7ｋｍ） 

 優勝  西谷       ｵｰﾍﾞｽﾄ 

 DNF  棟久（山口県）  Esperancestage 

 DNF  福原（埼玉県）  Esperancestage 

【19名完走】 

★カテゴリー：BR-2（60.4ｋｍ） 

 優勝  島田       ｵｰﾍﾞｽﾄ 

 DNS  河村（山口県）  Esperancestage 

 【32名完走】 

★カテゴリー：BR-3（44.1ｋｍ） 

 優勝   小野口      なるしまﾌﾚﾝﾄﾞ 

 12位  金森（山口県）  Esperancestage 

 【50名完走】 

 

 



全国都道府県対抗自転車競技大会個人ロードレース（大分県日田市） 

 優勝  片山  岡山県（鹿屋体育大学） 

 10位  棟久  山口県（Esperancestage） 

 DNF   金森  山口県（Esperancestage） 

【22名完走】 

 

 

経済産業大臣杯全日本実業団対抗サイクルロードレース（三重県熊野市） 

★カテゴリー：BR-1（147ｋｍ） 

 優勝  別府       愛三工業 

 DNF   棟久（山口県）  Esperancestage 

 DNF   福原（山口県）  Esperancestage 

 DNF   鳴谷（山口県）  Esperancestage 

【28名完走】 

★カテゴリー：BR-2（62.5ｋｍ） 

 優勝   松木       ｸﾗﾌﾞｼﾙﾍﾞｽﾄ 

 10位  河村（山口県）  Esperancestage 

【73名完走】 

★カテゴリー：BR-3（62.5ｋｍ） 

 優勝  小野口      なるしまﾌﾚﾝﾄﾞ 

 ８位  金森（山口県）  Esperancestage 

 33位  田畑（埼玉県）  Esperancestage 

 DNF   大浜（埼玉県）  Esperancestage 

 DNS   栗崎（山口県）  Esperancestage 

 DNS   原木（山口県）  Esperancestage 

【86名完走】 

 

 

実業団舞洲クリテリウム（大阪府・舞洲スポーツアイランド） 

★カテゴリー：BR-2 

 優勝  佐野       FORZA 

 DNQ   河村（山口県）  Esperancestage 

【27名完走】 

 

 

全日本実業団サイクルロードレースｉｎ飯田（長野県飯田市） 

★カテゴリー：BR-1（115ｋｍ） 

 優勝  土井       ｼﾏﾉﾚｰｼﾝｸﾞ 

 DNF   福原（埼玉県）  Esperancestage 

【19名完走】 

★カテゴリー：BR-2（69ｋｍ） 

 優勝   伊丹       BS ｱﾝｶｰ 

 25位  河村（山口県）  Esperancestage 

【42名完走】 

★カテゴリー：BR-3（46ｋｍ） 

 優勝   清水       川口市自転車競技連盟 

 12位  小峰（長野県）  Esperancestage 

【80名完走】 

実業団富士山国際ヒルクライムレース（静岡県小山町） 



★カテゴリー：BR-1 

 優勝   狩野       ｼﾏﾉﾚｰｼﾝｸﾞ 

 88位  福原（埼玉県）  Esperancestage 

【113名完走】 

★カテゴリー：BR-3 

 優勝  河合        ﾘﾍﾞﾙﾀｽ 

 49位  池本（山口県）  Esperancestage 

【133名完走】 

 

 

全日本実業団サイクルロードレースｉｎ加東（兵庫県・播磨中央公園） 

★カテゴリー：BR-1（93.6ｋｍ） 

 優勝  西谷       愛三工業 

 DNF   棟久（山口県）  Esperancestage 

 DNS   鳴谷（山口県）  Esperancestage 

【70名完走】 

★カテゴリー：BR-2（62.4ｋｍ） 

 優勝  外勢       ﾀﾞｲﾊﾂ・ﾎﾞﾝｼｬﾝｽ飯田 

 20位  河村（山口県）  Esperancestage 

【72名完走】 

★カテゴリー：BR-3（46.8ｋｍ） 

 優勝   鍵本       ｻｲｸﾙﾌﾟﾗｽ 

 82位  金森（山口県）  Esperancestage 

 DNF   栗崎（山口県）  Esperancestage 

【112名完走】 

 

 

白浜エアポートクリテリウム（和歌山県白浜町） 

★カテゴリー：BR-2 

 優勝   村上       Zippy ﾀｹｳﾁ 

 16位  河村（山口県）  Esperancestage 

 【34名完走】 

 

全日本実業団クリテリウムｉｎ南紀（和歌山県白浜町） 

★カテゴリー：BR-1（90ｋｍ） 

 優勝   橋川       MATRIX 

 63位  棟久（山口県）  Esperancestage 

 65位  福原（埼玉県）  Esperancestage 

【109名完走】 

★カテゴリー：BR-2（70ｋｍ） 

 優勝   永山       大阪産業大学 

 35位  河村（山口県）  Esperancestage 

【50名完走】 

★カテゴリー：BR-3（60ｋｍ） 

 優勝   河野       ﾊﾟｰﾙｲｽﾞﾐｽﾐﾀﾗﾊﾞﾈﾛ 

 75位  金森（山口県）  Esperancestage 

【79名完走】 

 



中国サイクルグランプリ‘０７（広島県・中央森林公園） 

★カテゴリー：エキスパート 

 優勝   市川       明治大学 

 20位  池本（山口県）  Esperancestage 

【31名完走】 

★カテゴリー：ｲﾝﾀｰﾐﾃﾞｨｴｲﾄ 

 優勝   長谷       ﾁｰﾑｹﾝｽﾞ 

 ６位   桑原（山口県）  Esperancestage 

 ９位   田中（山口県）  Esperancestage 

【50名完走】 

★カテゴリー：ノービス 

 優勝   鍵本       崇徳学園 

 11位  平野（山口県）  Esperancestage 

 13位  東（山口県）   Esperancestage 

【56名完走】 

 

２００７ ＪＡＰＡＮ ＣＵＰ オープン男子（栃木県宇都宮市） 

 優勝   相川       BS ｱﾝｶｰ 

 41位  小峰（長野県）  Esperancestage 

 43位  棟久（山口県）  Esperancestage 

 47位  福原（埼玉県）  Esperancestage 

【59名完走】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３． 実業団クラブチーム･エスペランス・スタージュ登録選手 メディア露出  



 

 

日 時 媒 体 対 象 ・ 内 容 地 域 

３月１７日（土） 

発行 

サンデー山口 

（山口市近郊タウン情報紙） 

対象：棟久明博（EsperanceStage 所属） 

サイクルスポーツ普及活動、 

地域密着型クラブチームの結成 

 

山口市 

近郊 

 

４月１日（日） 
山口放送 

地方版ニュース 
きらら浜サイクルミーティング 

 

山口県 

全域 

 

４月２日（月） 

発行 
朝日新聞地方スポーツ面 

きらら浜サイクルミーティング 結果 

大会写真（EsperanceStage 鳴谷・河村） 

 

山口県 

全域 

 

４月２３日（月） 

山口放送 

「ＫＲＹさわやかモーニング」 

（5：20～6：30放送） 

対象：棟久明博（EsperanceStage 所属） 

地元密着チーム「EsperanceStage」 

山口国体に向けた普及と選手育成活動 

 

山口県 

全域 

 

４月２４日（火） 

山口放送 

「リアルタイムやまぐち」 

（18：16～18：54放送） 

対象：棟久明博（EsperanceStage 所属） 

地元密着チーム「EsperanceStage」 

山口国体に向けた普及と選手育成活動 

 

山口県 

全域 

 

６月９日（土） 

広島ホームテレビ 

瀬戸内海放送 

山口放送 

「中野浩一のＫファン」 

（深夜１時～放送） 

対象：棟久明博（EsperanceStage 所属） 

 

地元山口で「ツール・ド・フランス」を！ 

地元密着チームと大会運営の話 

中国地方 

全域 

６月１６日（土） 

広島ホームテレビ 

瀬戸内海放送 

山口放送 

「中野浩一のＫファン」 

（深夜１時～放送） 

対象：藤本弥之助（EsperanceStage所属） 

 

山口県のプロＸＣエリートライダー 

農家経営とプロライダーの両立 

中国地方 

全域 

９月１日（土） 

広島ホームテレビ 

瀬戸内海放送 

山口放送 

「中野浩一のＫファン」 

（深夜１時～放送） 

対象：池本幸男（EsperanceStage 所属） 

 

長門市在住のスーパーヒルクライマー 

「Mt．FUJIヒルクライム」チャンピオン 

中国地方 

全域 

１１月１９日（月） 

日本放送協会（ＮＨＫ） 

夕方の地方ニュース内特集 

※出演予定 

対象：棟久明博（EsperanceStage 所属） 

きらら浜サイクルミーティング大会 

山口国体に向けた競技普及・選手育成。 

地元密着クラブチームの運営 

 

山口県 

全域 

 

 

 

 

 

 

【参考１】 ３月１７日発行 サンデー山口 



 

 

【参考２】４月２日発行 朝日新聞スポーツ面 

 

【参考３】４月２３日 山口放送「ＫＲＹさわやかモーニング（5：20～6：30 放送）」 



４月２４日 山口放送「リアルタイムやまぐち（18：16～18：54放送）」 

 

  

 

（放送内容） 

  

 

  

 

  

 

 

【参考】６月９日（土） 広島ホームテレビ「中野浩一のＫファン（深夜１時～放送）」 



 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

【参考】９月１日（土） 広島ホームテレビ「中野浩一のＫファン（深夜１時～放送）」 



 

 
取材チームと中野浩一さんと記念撮影 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４） 平成１９年度 収支報告 



 

 

収 入 

支援金 ２団体 （濱本塗装店・きらら浜サイクルミーティング大会） \200,000 

自己負担金 実業団登録選手（１８名） \693,400 

合計（A） \893,400 

        

支 出 

登録費 

・JCF 新規登録 \3,500 × 3 名 

・JBCF 団体年会費  \15,000 

・JBCF 個人年会費  \5,000 × 16 名 

・JBCF 個人年会費※追加 \6,000 × 1 名 

・J ツアー２００７登録選手 \10,000 × 2 名 

\131,500 

大会参加費 

１８大会  （1 大会 1 名\5,000） 

  ・舞洲クリテ （4 名） 

  ・実業団カップ （6 名） 

  ・Tour de 熊野 （6 名） 

  ・全日本実業団個人 TT （2 名） 

  ・西日本ロード （8 名） 

  ・東日本ロード （1 名） 

  ・石川ロード （5 名） 

  ・バイシクルフェスタ （1 名） 

  ・丸岡ロード （2 名） 

  ・小川ロード （4 名） 

  ・経済産業大臣杯ロード （9 名） 

  ・舞洲クリテ （1 名） 

  ・飯田ロード （3 名） 

  ・富士ｽﾋﾟｰﾄﾞｳｪｲロード （1 名） 

  ・富士山国際 HC （2 名） 

  ・加東ロード （5 名） 

  ・白浜クリテ （1 名） 

  ・南紀クリテ （4 名） 

\572,000 

通信費 １８大会エントリー振込手数料など \3,280 

運搬費 郵便料金・宅配便運賃など \11,800 

補食費 「Tour de 熊野」水・補給食（選手 6 名+監督 1 名） \14,010 

選手支援費 
・エントリー費一括前納者補助（3 名） 

・事務局担当者全額補助（1 名） 
\41,600 

罰金等 Tour de FASO 2006（罰金：UCI 規則 第 12.1.029 条） \19,653 

返金 一括前納者差額など \60,000 

合計（B） \853,843 

    

（A） - （B) 次期繰越金 \39,557 
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