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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では、年間２８大会（ロード競技２４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「ＪＢＣＦ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「ＴＲ」、競技経験の豊かな中堅レベルである「ＢＲ１」、初めて登録した選手が所属す

る「ＥＲ」の３カテゴリー（男子に限る）となる。 

 

 

 

・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。 

 

 

 

 

 

・「 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

１５０～２００名程度の参加者がある。年間２～４大会（本年度は、４月、８月、１１月、２月の４回実

施）の開催で既に通算で１０回以上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

ンサーとしてクラブチームの運営に様々な援助を行っている。 



・２０１０年 ユニフォーム・デザイン 

 

①  『 Esperance Stage/WAVEONE（Ｊサイクルツアー） 』ロード・ジャージ上下 （製作：ＷＡＶＥ ＯＮＥ） 

 

 

 

 

② 『Esperance Stage 我逢人（Ｊグランプリ） 』ロード・ジャージ上下 （製作：ＷＡＶＥ ＯＮＥ） 

 

 



・チーム概要（２０１０年１１月１５日 現在） 

 

事務局 
〒754-0897 

山口県山口市嘉川４１８８番地 棟久明博方 

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・フランスなど 

ＧＭ 久保 信人 

監督 棟久 明博 

クラブ員 
８２名 

（ＴＲ：７名 ＢＲ１：６名 ＥＲ：２５名 サポーター：４４名） 

スポンサー １１団体 

パートナー ５団体 

サプライヤー ２団体 

 

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 

 

名  称 

・フランス遠征サポート エスぺランス・スタージュ 

・きらら浜サイクルミーティング 

・西日本自動車学校 

・株式会社ロワゾブルー 

・きらら★しまだ歯科 

・都濃自転車店 

・日出男商会 

・（有）アノサイクル 

・サイクリングサロン ヒロシゲ 

・オート・ケア・アームズ 

・サイクルピット２４０ 

パートナー 

名称 

・三井商会 

・サイクルセンターマツナガ 

・みさかサイクル 

・ル・モンド・ヴェロ 

・山口県自転車競技連盟 

サプライヤー 

名  称 

・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） 

・株式会社ウェイブワン   （ウェア） 

 



（２）２０１０年 Esperance Stage 所属選手名鑑 

 

カテゴリー 登録番号 氏名 フリガナ 

TR 35ME0801454 井上 無我 ｲﾉｳｴ ﾑｶﾞ 

TR 35ME0700607 金森 翔一 ｶﾅﾓﾘ ｼｮｳｲﾁ 

TR 35ME0800557 西川 昌宏 ﾆｼｶﾜ ﾏｻﾋﾛ 

TR 11ME0001698 福原  大 ﾌｸﾊﾗ ﾀﾞｲ 

TR 35ME9901803 棟久 明博 ﾑﾈﾋｻ ｱｷﾋﾛ 

TR 08ME0900175 山口 泰弘 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾔｽﾋﾛ 

TR 14ME0200167 山本  敬 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶｼ 

BR-1 40ME0800075 安東 航太 ｱﾝﾄﾞｳ ｺｳﾀ 

BR-1 08ME0300323 岩藤 司朗 ｲﾜﾌｼﾞ ｼﾛｳ 

BR-1 35ME9800848 河村 茂夫 ｶﾜﾑﾗ ｼｹﾞｵ 

BR-1 40ME0800072 壇  耕平 ﾀﾞﾝ ｺｳﾍｲ 

BR-1 34ME0500962 西本 浩史 ﾆｼﾓﾄ ﾋﾛｼ 

BR-1 35ME0100423 真鍋 英祐 ﾏﾅﾍﾞ ｴｲｽｹ 

ER 12MJ0900797 秋野 誉秀 ｱｷﾉ ﾀｶﾋﾃﾞ 

ER 40MJ0901136 安部 滉大 ｱﾍﾞ ｺｳﾀﾞｲ 

ER 40MJ0800078 荒牧 和敬 ｱﾗﾏｷ ｶｽﾞﾖｼ 

ER 35ME0700608 池本 幸男 ｲｹﾓﾄ ﾕｷｵ 

ER 35ME0301518 市村  彰 ｲﾁﾑﾗ ｱｷﾗ 

ER 35MU0301215 大久保 光次 ｵｵｸﾎﾞ ｺｳｼﾞ 

ER 40ME0601329 大槻 順朗 ｵｵﾂｷ ｶｽﾞｱｷ 

ER 35ME0800561 桑原 良治 ｸﾜﾊﾗ ﾖｼﾊﾙ 

ER 35ME0901761 後藤 勇人 ｺﾞﾄｳ ﾕｳﾄ 

ER 35ME0201128 金野 亮太 ｺﾝﾉ ﾘｮｳﾀ 

ER 40ME1001151 酒井 伸也 ｻｶｲ ｼﾝﾔ 

ER - 佐々木 貴之 ｻｻｷ ﾀｶﾕｷ 

ER 35ME0800555 白上 浩之 ｼﾗｶﾐ ﾋﾛﾕｷ 

ER 35MU0201140 白川  巧 ｼﾗｶﾜ ﾀｸﾐ 

ER 35MJ0900423 竹下 健太 ﾀｹｼﾀ ｹﾝﾀ 

ER 35ME0800560 田中 謙治 ﾀﾅｶ ｹﾝｼﾞ 

ER 18ME0500002 津田  桂 ﾂﾀﾞ ｹｲ 

ER 40MU1901409 西尾遼 ﾆｼｵ ﾘｮｳ 

ER 40MU1000954 西村 俊洋 ﾆｼﾑﾗ ﾄｼﾋﾛ 

ER 35ME0700437 西山 真史 ﾆｼﾔﾏ ﾏｻﾌﾐ 

ER 35ME0501302 波多野 正彦 ﾊﾀﾉ ﾏｻﾋｺ 

ER 14MJ0700382 菱沼 由季典 ﾋｼﾇﾏ ﾕｷﾉﾘ 

ER 35ME0901361 藤弘 雅則 ﾌｼﾞﾋﾛ ﾏｻﾉﾘ 

ER 35ME0700610 森岡 智之 ﾓﾘｵｶ ﾄﾓﾕｷ 

ER 35ME0700436 山本 直人 ﾔﾏﾓﾄ ﾅｵﾄ 

会員 サポーター 青野 浩巳 ｱｵﾉ 

会員 サポーター 安部 隆之 ｱﾍﾞ ﾀｶﾕｷ 

会員 サポーター 伊藤 康久 ｲﾄｳ ﾔｽﾋｻ 

会員 サポーター 岩藤 司朗 ｲﾜﾌｼﾞ ｼﾛｳ 

会員 サポーター 江下 健太郎 ｴｼﾀ ｹﾝﾀﾛｳ 

会員 サポーター 大塚 宏美 ｵｵﾂｶ ﾋﾛﾐ 

会員 サポーター 大槻 順朗 ｵｵﾂｷ ｶｽﾞｱｷ 



カテゴリー 登録番号 氏名 フリガナ 

会員 サポーター 小川 泰幸 ｵｶﾞﾜ ﾔｽﾕｷ 

会員 サポーター 小倉 英治 ｵｸﾞﾗ ｴｲｼﾞ 

会員 サポーター 小田 克己 ｵﾀﾞ ｶﾂﾐ 

会員 サポーター 尾寺 和代 ｵﾃﾞﾗ ｶｽﾞﾖ 

会員 サポーター 上村 義雄 ｶﾐﾑﾗ ﾖｼｵ 

会員 サポーター 河村 金満 ｶﾜﾑﾗ ｶﾈﾐﾂ 

会員 サポーター 河村 茂夫 ｶﾜﾑﾗ ｼｹﾞｵ 

会員 サポーター 川村  均 ｶﾜﾑﾗ ﾋﾄｼ 

会員 サポーター 木村 光浩 ｷﾑﾗ ﾐﾂﾋﾛ 

会員 サポーター 久津間 弘 ｸﾂﾏ ﾋﾛｼ 

会員 サポーター 小林  良 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳ 

会員 サポーター 志賀 孝治 ｼｶﾞ ｺｳｼﾞ 

会員 サポーター 鎮目 秀弘 ｼｽﾞﾒ ﾋﾃﾞﾋﾛ 

会員 サポーター 柴田 則幸 ｼﾊﾞﾀ ﾉﾘﾕｷ 

会員 サポーター 白井 雄生 ｼﾗｲ ﾕｳｷ 

会員 サポーター 
新南陽市民病院 

理学作業療法室 

ｼﾝﾅﾝﾖｳｼﾐﾝﾋﾞｮｳｲﾝ 

ﾘｶﾞｸｻｷﾞｮｳﾘｮｳﾎｳｼﾂ 

会員 サポーター 竹下 健太 ﾀｹｼﾀ ｹﾝﾀ 

会員 サポーター 田中 理花 ﾀﾅｶ ﾘｶ 

会員 サポーター 田辺 清治 ﾀﾅﾍﾞ ｾｲｼﾞ 

会員 サポーター 西川 敏之 ﾆｼｶﾜ ﾄｼﾕｷ 

会員 サポーター 西川 昌宏 ﾆｼｶﾜ ﾏｻﾋﾛ 

会員 サポーター 西川 麻里子 ﾆｼｶﾜ ﾏﾘｺ 

会員 サポーター 東  聖弥 ﾋｶﾞｼ ｾｲﾔ 

会員 サポーター 平野 政一 ﾋﾗﾉ ﾏｻｶｽﾞ 

会員 サポーター 福原 泰宏 ﾌｸﾊﾗ ﾔｽﾋﾛ 

会員 サポーター 藤井 勝博 ﾌｼﾞｲ ｶﾂﾋﾛ 

会員 サポーター 棟久 明博 ﾑﾈﾋｻ ｱｷﾋﾛ 

会員 サポーター 棟久 和佳 ﾑﾈﾋｻ ｶｽﾞﾖｼ 

会員 サポーター 棟久  早 ﾑﾈﾋｻ ｻｷ 

会員 サポーター 棟久 房枝 ﾑﾈﾋｻ ﾌｻｴ 

会員 サポーター 谷津 佳代 ﾔﾂ ｶﾖ 

会員 サポーター 山川  遼 ﾔﾏｶﾜ ﾘｮｳ 

会員 サポーター 山口 卓郎 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｸﾛｳ 

会員 サポーター 山田 達也 ﾔﾏﾀﾞ ﾀﾂﾔ 

会員 サポーター 山根 康之 ﾔﾏﾈﾔ ｽﾕｷ 

会員 サポーター 吉次 圭佑 ﾖｼﾂｸﾞ ｹｲｽｹ 

会員 サポーター 若杉 宗弘 ﾜｶｽｷﾞ ﾑﾈﾋﾛ 



 

 
２０１０実業団伊吹山ヒルクライム ＢＲ－１ 優勝 （池本幸男・山口県） 
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