
⽒名 孫崎 ⼤樹

基本情報

ニックネーム まごまご、まごちゃん 利き⼿／利き⾜（サイズ）  右利き／右利き（26.5㎝）

⽣年⽉⽇／出⾝地  1996年7⽉18⽇／⼤阪府 視⼒（左・右） 1.0・1.0

星座／⾎液型  かに座／A型 家族 妻、息⼦

⾝⻑／体重  170ｃｍ／63㎏ 兄弟構成 3⼈兄弟 （末っ⼦）

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 ポジションの⾒た⽬︖カッコよさ キナンレーシングチームと⾔えば  チーム⼒︕総合⼒︕

サイクルウエアのサイズ ＳorＭ キナンレーシングチームのファンの印象 熱狂的︕

サインの理由・内容 サッと書けてカッコいい感じになるように レース中に応援の声は聞こえる? めちゃくちゃ聞こえます︕

サイクルロードレースを始めたきっかけ  親⽗がトライアスロンをやっていた ゲン担ぎは?  いつも通り、特に変化をつけない

レース前に必ずすること コーヒーを⼀杯︕ プロサイクリストとして⼼がけていること  ⾒られているという意識

レース中に気をつけていること ポジショニング 引退したらやりたいこと アイアンマン挑戦︕

レース後に必ずすること プロテインでケア︕ 他チームで特に仲の良い選⼿ ⿊枝⼠揮・咲哉、住吉宏太、沢⽥桂太郎

レース前に必ず⼝にするもの みたらし団⼦ 他チームで仲良くなりたい選⼿ 渡邊涼⾺

レース後に必ず⼝にするもの プロテイン 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? ⼤⾦持ち、ディズニー貸し切り、⾃転⾞界に投資

監督ってどんな⼈? クールに⾒えてお茶⽬︖笑 あなたが監督だったら必ず呼びたい選⼿は? 柔軟に動ける選⼿

プロの選⼿を⽬指し始めた時期  中学⽣ 実際に同じレースを⾛ってみてすごいと感じた選⼿ あべたかさん

初レースの感想・思い出 ひたすらに楽しい ⼀緒にレースしてみたい選⼿は?

初めての給料の使い道 ⾞ キナンレーシングチームで敵にしたくない選⼿は? その理由は? 元喜さん、ひたすら攻撃されて⾟い、、、

影響を受けた⼈
中学⽣の時に所属していたトライアスロンチーム
の監督

キナンレーシングチームでスピードがある選⼿は? ライアン

憧れ・⽬標とする選⼿  アラフィリップ 昨シーズンのレースで1番印象に残った試合 ⼤分アーバンクラシック2連戦

⼈⽣で⼀番嬉しかったレースは︖  ツールドラヴィティヴィ、第7ステージ キナンレーシングチームに加⼊する前の、チームの印象 ひたすらにチーム⼒が凄い。笑



⼀番悔しかったレースは︖  2019年ツールド熊野第3ステージ キナンレーシングチームに決めた理由 誰でも勝ちを狙えるところ

プロサイクリストになるために⾃分が努⼒したこと プロへの道筋（⽬標設定・⼈⽣設計） キナンレーシングチームに加⼊が決まって最初に思ったこと チーム⼒の⼀端を担えるかな、、、

ここだけは絶対に譲れないことは? 朝のコーヒー︕ 遠征に必ず持っていくもの セルフケアグッズ

サイクルロードレースに関しての⾃分の武器 位置取り、パンチ⼒ あなたにとってサイクルロードレースとは  ⼈⽣の⼀部

これから伸ばしていきたい今の⾃分の課題 登坂⼒ もしプロサイクリストになってなければ 何かしらのスポーツ選⼿

⾃宅でしているトレーニング 体幹トレーニング

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 球技、体動かすこと 実は私○○なんです ⽢党︕

これから⾝につけたいこと 外国語 あなたのプチ⾃慢 ⽔泳でＪＯ⾏きました

資格  危険物⼄4種 尊敬する⼈ ⽗

朝、起きて最初にすること 洗顔 20年後の⾃分 現役選⼿︕︕

夜、寝る前に最後にすること ストレッチ 将来の夢 ⾃転⾞に関わっていけること︕

お⾵呂に⼊る時、どこから洗う? 頭 ホッとする瞬間 レース後

お⾵呂の⻑さ ⻑いです︕ 幸せだと感じる瞬間 息⼦の成⻑

洋服のサイズ Ｍ ⾃分へのご褒美 シュークリーム

私服のお気に⼊りのブランド ⾃分の性格をひと⾔で⾔うと 真⾯⽬

好みのパンツ チャームポイント まつ⽑の⻑さ

いつもつけている⾹⽔ Aesop 両親はどんな⼈? ⼦ども思いの最強家族

異性のドキッとする⾹り シャンプーとかの⾹り 両親と似ているところ アクティブでポジティブ︖

好きな芸能⼈（男性）  ⽟⽊宏 家族に何て呼ばれてる? ⼤樹

好きな芸能⼈（⼥性） 中条あやみ 家族にひと⾔ ありがとう

好きな⼥性のタイプ   芯がある⼈ うちの家族のプチ⾃慢 だいたいアスリート

異性のぐっとくるしぐさ ⽿に髪かき上げるやつ 最近、笑ったこと 合宿で皆でわちゃわちゃした夜



恋⼈、奥さんに求めるもの 競技への理解 最近、泣いたこと ⼦どもが⽴って歩きだしたとき

結婚の決め⼿ 奥さんの覚悟︖笑 最近、奮発して買ったもの ⾞

恋⼈、奥さんに作ってもらいたい料理 オムライス 近いうちに、奮発して買いたいもの コーヒー器具

⼥性の服装は、ズボン派?スカート派? どっちも マイブーム ランニング

⼥性の髪型は、ロング派?ショート派?具体的に? 短め︕ 休⽇の過ごし⽅  家族サービス

キレイめ、かわいい系、どっちの⼥性が好み? かわいい系 熊野地域のおすすめスポット  海岸や⼭岳地帯の景観の美しさ

初恋はいつ?誰? 地元の⾃慢 ⾷べ物のおいしさ

理想のデートプラン 地元のおすすめスポット 狭⼭池

会ってみたい⼈は? 中条あやみ 地元のおすすめグルメ ⼤野ぶどう

好きな⾷べ物  卵、⽶、シュークリーム 宝くじが当たったら 家買う

嫌いな⾷べ物  あんこ 無⼈島に持っていくとしたら（3つ） ナイフ、泥⽔でも飲めるやつ、⽕つけれるやつ

好きなお菓⼦ グミ、鈴かすてら もらって嬉しいプレゼント ドーナツ、コーヒー系

好きなフルーツ リンゴ ファンの皆さんへ、これだけはお願い! 名前を呼んで応援︕︕

好きな⾊  ⾚ 今気になっている⼈、もの デロンギ

好きな本 サスペンス系の⼩説 サイクルロードレース以外で仲の良い友⼈ 地元や学⽣時代の友達

好きな映画 トップガン あなたにとってのヒーロー ⽗

好きなテレビ番組 永遠のライバル 草場啓吾

好きな季節 秋 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? 猫、⾃由気ままに⽣活

好きな漫画 ナルト ストレス解消法  まったりして、⼼落ち着かせる時間を作る

好きな漫画のキャラクター 今やっているプロフィール。これ、どう思う? めちゃくちゃ細かくて恥ずかしい︕笑

好きな⾔葉・座右の銘  壁は⾃分 いつか⾏ってみたい場所 アフリカ

好きな⾳楽・アーティスト  清⽔翔太 いつか乗りたい⾞ ロータス 

最初に買ったCD いつか⾷べてみたいもの ⾄極のラーメン



カラオケで必ず歌う曲 清⽔翔太の曲どれか おすすめのアプリ coke on、BicyCalc

⽝派?猫派?理由は? ⽝ 今の待ち受け画⾯ 携帯のデフォルト画⾯

趣味  ランニング、カフェめぐり あなたのクセ ひげ触る

⼦どもの頃の夢 野球選⼿ コンビニでつい買ってしまうもの グミ

⼦どもの頃のあだ名 ⼤ちゃん ⾷事のこだわり おかずだけを⾷べれない︕笑 ⽶必須︕

⼦どもの頃の習い事 ⽔泳、空⼿ 得意料理 キッシュ、だし巻き、フレンチトースト

⼦どもの頃にやっておけば良かったと思うこと 英語の勉強 お袋の味 豚汁

過去の⾃分にひと⾔ 全⼒で遊べ お弁当に⼊れてほしいおかず 卵焼き

学⽣時代の得意な教科 体育、社会 ⼤事な⽇（記念⽇・お祝い等）に家族にリクエストするもの 特別なご飯

学⽣時代の苦⼿な教科 国語 朝⾷は、ご飯派?パン派? ご飯︕

この世で⼀番⼤切なもの 家族 最後の晩餐 卵かけご飯

この世で⼀番好きなもの  家族 お気に⼊りのLINEスタンプ まごちゃんスタンプ

この世で⼀番嫌いなもの  あんこ ⾃分の部屋のお気に⼊り コーヒー器具置いている棚

この世で⼀番怖いもの  サイクルロードレース以外で好きなスポーツ 球技系

ここだけは絶対に譲れないこと 朝のコーヒー︕ サイクルロードレース以外の2023年の⽬標 英語を話せるようにする︕

ここだけはチームでNo.1だと思うこと コーヒーの吟味

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 あべたかさん 無⼈島で1⼈になっても⽣き残れそう 雄⼤さん

同性だけどカワイイ ⽵村拓 ひとり⾔をよく⾔う 宮崎泰史

実はツンデレ 津⽥悠義 ⻑⽣きしそう 畑中さん

⼦どもの頃から変わってなさそう 宮崎泰史 ⾃分のことを気に⼊ってくれている トマさん

10年後も今と変わってなさそう ⽩川幸希


