
⽒名 鈴⽊ 宏幸

基本情報

ニックネーム ひろ 利き⼿／利き⾜（サイズ）  左／右（27.5cm）

⽣年⽉⽇／出⾝地  1983年8⽉17⽇／愛知県 視⼒（左・右） 0.8・0.5

星座／⾎液型  しし座／B型 家族 ⽗・⺟・姉2⼈

⾝⻑／体重  182cm／90kg 兄弟構成 姉2⼈

サイクルロードレースに関するコト

ロードバイクのこだわり 重⼼とバランス キナンサイクリングチームと⾔えば  チームワークを⼤切にする

サイクルウエアのサイズ M キナンサイクリングチームのファンの印象 あたたかい⼈が多い

サインの理由・内容 ⾃分らしく⽣きる（天然、⾃然体） レース中に応援の声は聞こえる? 聞こえる

サイクルロードレースを始めたきっかけ  ⾼校の同級⽣に誘われて ゲン担ぎは?  「楽しむこと」を意識する

レース前に必ずすること トレーニング量やレース時間を考える プロサイクリストとして⼼がけていること  
サプライヤー企業さまへの感謝の気持ち。プロと
して⾔動や⾏動

レース中に気をつけていること 
（ハンガーノックにならないよう）補給をしっか
り摂る

引退したらやりたいこと
選⼿育成、⾃転⾞普及活動、交通安全・乗り⽅教
室

レース後に必ずすること 翌⽇に疲れを残さないようにする（体のケア） 他チームで特に仲の良い選⼿
中根英登選⼿（⾃転⾞を始めたころから知ってい
る）

レース前に必ず⼝にするもの アスリチューン（⾚） 他チームで仲良くなりたい選⼿ 佐野淳哉選⼿

レース後に必ず⼝にするもの アスリチューン（⻘） 1⽇だけ誰かになれるとしたら誰になる?  理由 or なれたら何をしたい? トマ・ルバ。クライマーになりたい

監督ってどんな⼈? ⾼校の先輩、クール、頭が良い あなたが監督だったら必ず呼びたい選⼿は? 中根英登選⼿

プロの選⼿を⽬指し始めた時期  ⾼校卒業後に競輪選⼿→引退→復帰 実際に同じレースを⾛ってみてすごいと感じた選⼿ 別府史之さん（⾼校）

初レースの感想・思い出 AACAのレベルの⾼さにびっくりした ⼀緒にレースしてみたい選⼿は? 新城幸也選⼿

初めての給料の使い道 ⼦供が欲しいものに使う キナンサイクリングチームで敵にしたくない選⼿は? その理由は? 中島康晴選⼿。腰が低いから

影響を受けた⼈ 加藤康則さん キナンサイクリングチームでスピードがある選⼿は? ⼭本⼤喜

憧れ・⽬標とする選⼿  別府史之さん 昨シーズンのレースで1番印象に残った試合 TOJの富⼠⼭ステージのレースを観戦

⼈⽣で⼀番嬉しかったレースは︖  ツール・ド・東北（⾼校時代） キナンサイクリングチームに加⼊する前の、チームの印象 まとまりがあり、ユーモアのある選⼿が多い



⼀番悔しかったレースは︖  ⾼校選抜⼤会ロードレース（修善寺） キナンサイクリングチームに決めた理由 ⾃転⾞をメジャーにしたい

プロサイクリストになるために⾃分が努⼒したこと 知識と勉強 キナンサイクリングチームに加⼊が決まって最初に思ったこと やるしかないと思った

ここだけは絶対に譲れないことは? 仲間（⼈）を⼤切にする 遠征に必ず持っていくもの 充電器

サイクルロードレースに関しての⾃分の武器 スプリント あなたにとってサイクルロードレースとは  レースをいかに楽しんで⾛るか（感謝と敬意）

これから伸ばしていきたい今の⾃分の課題 体の使い⽅ もしプロサイクリストになってなければ タンクローリーのドライバー

⾃宅でしているトレーニング ヨガ ロードバイクのサイズ（YONEX）※不明の場合は未記⼊でOK M

プライベートや細かい好みのあれこれ

あなたの必殺技・特技 バスケットボール 実は私○○なんです 不器⽤

これから⾝につけたいこと バソコンのスキルアップ あなたのプチ⾃慢 ⾻折したことがない

資格  漢検3級 尊敬する⼈ 親（⺟）

朝、起きて最初にすること トイレ 20年後の⾃分 旅をしたい

夜、寝る前に最後にすること トイレ 将来の夢 ⾃転⾞を⽇本の⽂化にする

お⾵呂に⼊る時、どこから洗う? 頭（髪の⽑） ホッとする瞬間 家でのんびりする

お⾵呂の⻑さ 10〜20分＋サウナ 幸せだと感じる瞬間 ⾏きつけの居酒屋で酒と焼き⿃を⾷べるとき

洋服のサイズ L〜XL ⾃分へのご褒美 健康でいられる

私服のお気に⼊りのブランド ワークマン ⾃分の性格をひと⾔で⾔うと テキトー

好みのパンツ カーゴパンツ チャームポイント 天然

いつもつけている⾹⽔ なし 両親はどんな⼈? 超天然

異性のドキッとする⾹り サボン 両親と似ているところ ⾃由⼈

好きな芸能⼈（男性）  松⼭ケンイチ、⾼⽥純次 家族に何て呼ばれてる? ひろ

好きな芸能⼈（⼥性） 吉永⼩百合、⽯⽥ゆりこ、森尾由美 家族にひと⾔ ⻑⽣きしてね（健康）

好きな⼥性のタイプ   
⼀緒にいて楽しい⼈より、離れていて会いたくな
る⼈

うちの家族のプチ⾃慢 みんな健康

異性のぐっとくるしぐさ 笑顔 最近、笑ったこと 畑中さんの昔ばなし



恋⼈、奥さんに求めるもの 安定よりも常に変化を求める⼈ 最近、泣いたこと マウントを取られた話

結婚の決め⼿ お互いをリスペクトできるか 最近、奮発して買ったもの ⾞（ヴェルファイア）

恋⼈、奥さんに作ってもらいたい料理 ハンバーグ 近いうちに、奮発して買いたいもの ワットバイク

⼥性の服装は、ズボン派?スカート派? ズボン マイブーム サウナ

⼥性の髪型は、ロング派?ショート派?具体的に? ショートボブ（肩にかかるくらい） 休⽇の過ごし⽅  キャンプ

キレイめ、かわいい系、どっちの⼥性が好み? キレイ 熊野地域のおすすめスポット  さんま寿司

初恋はいつ?誰? ⼩学⽣ 地元の⾃慢 ⾃然と街中のバランスが良い

理想のデートプラン 島旅⾏ 地元のおすすめスポット 落合公園

会ってみたい⼈は? ⾼⽥純次 地元のおすすめグルメ にしむら（うどん）

好きな⾷べ物  せせり、⽜すじ丼 宝くじが当たったら 投資と旅⾏

嫌いな⾷べ物  ない 無⼈島に持っていくとしたら（3つ） テント、BBQコンロ、寝袋

好きなお菓⼦ うまい棒 もらって嬉しいプレゼント 酒（⽇本酒、焼酎）

好きなフルーツ ぶどう ファンの皆さんへ、これだけはお願い! 顔がコワイですが、そんなことないです（笑）

好きな⾊  ⿊ 今気になっている⼈、もの 娘

好きな本 アドラー⼼理学 サイクルロードレース以外で仲の良い友⼈ 同級⽣

好きな映画 バイオハザード あなたにとってのヒーロー お世話になった⼈々

好きなテレビ番組 ニュース 永遠のライバル ⾃分

好きな季節 夏 ⽣まれ変わるなら何になりたい? 理由 or なれたらどんなことをしたい? 透明⼈間

好きな漫画 スラムダンク ストレス解消法  サウナ

好きな漫画のキャラクター 弱⾍ペダルの坂道くん 今やっているプロフィール。これ、どう思う? ⾃分をあまり知らないなと思う

好きな⾔葉・座右の銘  ⾃分らしく⽣きる いつか⾏ってみたい場所 台湾

好きな⾳楽・アーティスト  ケツメイシ いつか乗りたい⾞ ベンツGクラス（ゲレンデ）

最初に買ったCD globe・DEPARTURES いつか⾷べてみたいもの 値段が書かれていない寿司屋



カラオケで必ず歌う曲 ff（フォルテッシモ） おすすめのアプリ スカウター

⽝派?猫派?理由は? 猫（⾃由だから） 今の待ち受け画⾯ ⾃分と彼⼥または娘

趣味  サウナ、アウトドア あなたのクセ ⿐をさわる

⼦どもの頃の夢 ⼤⼯ コンビニでつい買ってしまうもの コーヒー

⼦どもの頃のあだ名 ひろ ⾷事のこだわり ⼤盛

⼦どもの頃の習い事 剣道、⽔泳 得意料理 ピザトースト

⼦どもの頃にやっておけば良かったと思うこと パソコン、書道、読書 お袋の味 お好み焼き

過去の⾃分にひと⾔ ⼈⽣を楽しもう お弁当に⼊れてほしいおかず ⽟⼦焼き

学⽣時代の得意な教科 社会（地理） ⼤事な⽇（記念⽇・お祝い等）に家族にリクエストするもの ⾷事に⾏きたい

学⽣時代の苦⼿な教科 数学、理科 朝⾷は、ご飯派?パン派? ご飯

この世で⼀番⼤切なもの 睡眠 最後の晩餐 たまごかけご飯

この世で⼀番好きなもの  ご飯と酒 お気に⼊りのLINEスタンプ ⾃分のLINEスタンプ

この世で⼀番嫌いなもの  外道な⼈ ⾃分の部屋のお気に⼊り 畳

この世で⼀番怖いもの  ⼥性 サイクルロードレース以外で好きなスポーツ バスケットボール

ここだけは絶対に譲れないこと 経験と命 サイクルロードレース以外の2022年の⽬標 ⾜りないところを勉強で補う

ここだけはチームでNo.1だと思うこと 年齢（選⼿として）

あなたが考える○○な選⼿（キナンでも他のチームでもOK!）

いつもカッコいい トマさん 無⼈島で1⼈になっても⽣き残れそう トマさん

同性だけどカワイイ 荒井さん ひとり⾔をよく⾔う ⾃分

実はツンデレ ⼤喜さん ⻑⽣きしそう トマさん

⼦どもの頃から変わってなさそう 畑中さん ⾃分のことを気に⼊ってくれている 星野メカ

10年後も今と変わってなさそう 畑中さん


