
申込団体名 氏名 チーム名 R-N

岩手県自転車競技連盟 藤田　晃三 チームOLD NEW 9700678

宮城県自転車競技連盟 才田　直人 POSITIVI PEUGEOT CYCLING TEAM 0801747

茨城県自転車競技連盟 武井　亨介 チーム・フォルツァ！ 0301645

栃木県自転車競技連盟 福本　滝男 HONDA　栃木 1001862

栃木県自転車競技連盟 福田　大二郎 シエルヴォ奈良MERIDAサイクリングチーム 0700987

栃木県自転車競技連盟 増田　成幸 キャノンデールプロサイクリング 0400861

埼玉県自転車競技連盟 佐々木　勇輔 早稲田大 0800795

東京都自転車競技連盟 西谷　雅史 チーム　オーベスト 9702838

東京都自転車競技連盟 中尾　峻 チーム　オーベスト 0601403

東京都自転車競技連盟 金井　誠人 シェルヴォ奈良MERIDA 0801061

東京都自転車競技連盟 青木　誠 シェルヴォ奈良MERIDA 9900169

東京都自転車競技連盟 浜頭　恭 シェルヴォ奈良MERIDA 0100092

東京都自転車競技連盟 田端　伸行 SPASE  ZEROPOINT 9900154

東京都自転車競技連盟 小畑　郁 なるしまフレンド 9800459

東京都自転車競技連盟 加地　邦彦 なるしまフレンド 0901780

神奈川県自転車競技連盟 頓所　哲郎 湘南ベルマーレ 0900135

神奈川県自転車競技連盟 箭内　優大 シエルヴォ奈良MERIDAサイクリングチーム 0700874

山梨県自転車競技連盟 岩波　信二 ＣＯＲＳＡ　ＹＡＭＡＮＡＳＨＩ 0600002

山梨県自転車競技連盟 雨宮　正樹 日本大 0700947

長野県自転車競技連盟 武久　弘太 信州大 1101124

長野県自転車競技連盟 小坂　光 那須　ブラーゼン 0400028

静岡県自転車競技連盟 髙橋　伸成 FIETS GROEN 1200031

静岡県自転車競技連盟 山下　博人 TEAM　YOUCAN 1101439

愛知県自転車競技連盟 広瀬　貴之 DENSO　RACING 1101634

愛知県自転車競技連盟 早川　朋宏 Team NIPPO-DE ROSA 0500741

愛知県自転車競技連盟 中根　英登 Team NIPPO-DE ROSA 0701679

愛知県自転車競技連盟 加藤　康則 KINAN　AACA 9800198

滋賀県自転車競技連盟 中西　重智 京都 岩井商会　GAN WELL RACING 0600869

滋賀県自転車競技連盟 木村　圭佑 京都産業大 0701113

京都府自転車競技連盟 西沢　倭義 CiervoNARA MERIDAcyclingteam 0700758

京都府自転車競技連盟 大塚　航 JPスポーツテスト・マッサ・アンデックス 0201014

京都府自転車競技連盟 道川　慧太 京都大 1201599

大阪府自転車競技連盟 山本　浩史 ペダル 0701445

大阪府自転車競技連盟 栂尾　大知 シエルヴォ奈良MERIDAサイクリングチーム 0200166

大阪府自転車競技連盟 井上　人志 シエルヴォ奈良MERIDAサイクリングチーム 0500349

兵庫県自転車競技連盟 日置　大介 --- 9702059

兵庫県自転車競技連盟 藤岡　徹也 マトリックスパワータグ 0500055

和歌山県自転車競技連盟 山本　貴洋 紀北工業高教員 0200919

和歌山県自転車競技連盟 窪木　一茂 和歌山県教育委員会 0500798

和歌山県自転車競技連盟 安達　康将 和歌山北高教員 0600667

和歌山県自転車競技連盟 和田　力 日本大 0700833

岡山県自転車競技連盟 青江　良治 チーム岡山 1200030

岡山県自転車競技連盟 藤井　伸昌 チーム岡山 1100103

岡山県自転車競技連盟 清水　良行 那須ブラーゼン 9801761

山口県自転車競技連盟 白石　真悟 シマノドリンキング 0000324

山口県自転車競技連盟 杉山　文崇 EsperanceStage/WAVEONE山口 1100616

山口県自転車競技連盟 西川　昌宏 EsperanceStage/WAVEONE山口 0800557

香川県自転車競技連盟 池内　達哉 Tyrell kagawa　Racing 0901782

徳島県自転車競技連盟 近藤　光明 ユニベール 1100556

徳島県自転車競技連盟 藤井　健司 徳島サイクルレーシング 0600363

福岡県自転車競技連盟 加藤　達也 イワイスポーツサイクル 1100373

福岡県自転車競技連盟 小松　一郎 イワイスポーツサイクル 1000424

福岡県自転車競技連盟 志方　健太郎 フリーライド 1201889

福岡県自転車競技連盟 西山　信広 Blue Grass 1200309

福岡県自転車競技連盟 荒牧　純平 東京大 1000421

長崎県自転車競技連盟 村出　真一朗 INTERPRO CYCLISM 0100369

長崎県自転車競技連盟 中村　邦男 アルカンシャル 1300697

大分県自転車競技連盟 津末　浩平 津末サイクル 9702601

大分県自転車競技連盟 越海　誠一 大分県車連 0401046

鹿児島県自転車競技連盟 西薗　良太 チャンピオンシステム 0700664

沖縄県自転車競技連盟　 内間　康平 ＴＥＡＭ ＮＩＰＰＯ ＤＥ ＲＯＳＡ 0400572

沖縄県自転車競技連盟　 中鶴　友樹 ＴＥＡＭ　ＪＢＣＦ 0901531

JPCA 福島　晋一 ニッポ・デローザ 9701228

JPCA 新城　幸也 Team　Europcar 0210358

ＪＣＦ選手強化部 佐野　淳哉 ＶＩＮＩ　ＦＡＮＴＩＮＩ 0301347

愛三工業レーシングチーム 西谷　泰治 愛三工業レーシングチーム 9702345

愛三工業レーシングチーム 綾部　勇成 愛三工業レーシングチーム 9700898

愛三工業レーシングチーム 盛　一大 愛三工業レーシングチーム 9801199

愛三工業レーシングチーム 中島　康晴 愛三工業レーシングチーム 0001063

愛三工業レーシングチーム 福田　真平 愛三工業レーシングチーム 0101293

愛三工業レーシングチーム 伊藤　雅和 愛三工業レーシングチーム 0400563

愛三工業レーシングチーム 平塚　吉光 愛三工業レーシングチーム 9900243

愛三工業レーシングチーム 木守　望 愛三工業レーシングチーム 0400808

ブリヂストンアンカーサイクリングチーム 井上　和郎 ブリヂストンアンカーサイクリングチーム 0100203

ブリヂストンアンカーサイクリングチーム 清水　都貴 ブリヂストンアンカーサイクリングチーム 9800051

ブリヂストンアンカーサイクリングチーム 伊丹　健治 ブリヂストンアンカーサイクリングチーム 0400735

ブリヂストンアンカーサイクリングチーム 初山　翔 ブリヂストンアンカーサイクリングチーム 0401561

ブリヂストンアンカーサイクリングチーム 平井　栄一 ブリヂストンアンカーサイクリングチーム 0501654

ブリヂストンアンカーサイクリングチーム 六峰　亘 ブリヂストンアンカーサイクリングチーム 0700891

宇都宮ブリッツェン 鈴木　真理 宇都宮ブリッツェン 9700980

宇都宮ブリッツェン 普久原　奨 宇都宮ブリッツェン 9702623

宇都宮ブリッツェン 中村　誠 宇都宮ブリッツェン 9801514

宇都宮ブリッツェン 飯野　智行 宇都宮ブリッツェン 0500716

宇都宮ブリッツェン 鈴木　近成 宇都宮ブリッツェン 0500669

宇都宮ブリッツェン 郡司　昌紀 宇都宮ブリッツェン 0601128

EQA U23 寺崎　武郎 EQA U23 0700340

EQA U23 秋丸　湧哉 EQA U23 0800036

EQA U23 清水　太己 EQA U23 0600061

EQA U23 椿　大志 EQA U23 0701585

EQA U23 面手　利輝 EQA U23 0800448

Honda 栃木 小林　宏志 Honda 栃木 1001863

HIRAKO.mode 種村　真悟 HIRAKO.mode 0200115

EURO-WORKS Racing（ユーロワークスレーシング） 今井　雄輝 EURO-WORKS Racing（ユーロワークスレーシング） 1001921

東海大 松崎　祥久 東海大 1001192

ZIPPY CYCLE CLUB 松元　剛 ZIPPY CYCLE CLUB 0901360

シマノレーシング 畑中　勇介 シマノレーシング 0100115

シマノレーシング 鈴木　譲 シマノレーシング 0400843
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シマノレーシング 青柳　憲輝 シマノレーシング 0400845

シマノレーシング 吉田　隼人 シマノレーシング 0301043

シマノレーシング 入部　正太朗 シマノレーシング 0500601

シマノレーシング 野中　竜馬 シマノレーシング 0501177

シマノレーシング 安井　雅彦 シマノレーシング 0901373

C PROJECT 森本　誠 C PROJECT 0700051

C PROJECT 遠藤　績穂 C PROJECT 0001389

C PROJECT 大場　政登志 C PROJECT 0600054

C PROJECT 澤田　賢匠 C PROJECT 0500778

C PROJECT 原川　浩介 C PROJECT 0601168

イナーメ信濃山形 高岡　亮寛 イナーメ信濃山形 9700988

イナーメ信濃山形 小室　雅成 イナーメ信濃山形 0210018

イナーメ信濃山形 山本　聖吾 イナーメ信濃山形 9900217

イナーメ信濃山形 二俣　雄哉 イナーメ信濃山形 1100431

イナーメ信濃山形 北野　普識 イナーメ信濃山形 0901542

チーム・Y 河合　達朗 チーム・Y 0700657

京都産業大 吉岡　直哉 京都産業大 0800942

明治大 末永　周平 明治大 0701036

VAX RACING witn SAITAMA 松尾　修作 VAX RACING witn SAITAMA 0601614

VAX RACING witn SAITAMA 菅野　正明 VAX RACING witn SAITAMA 0901123

VAX RACING witn SAITAMA 長沼　隆行 VAX RACING witn SAITAMA 0100734

チームユーラシア-IRCタイヤ 小森　亮平 チームユーラシア-IRCタイヤ 0500960

チーム・アヴェル 豊田　勝徳 チーム・アヴェル 1200215

Team　UKYO 狩野　智也 Team　UKYO 9700539

Team　UKYO 土井　雪広 Team　UKYO 9700347

Team　UKYO 山下　貴宏 Team　UKYO 0301382

Team　UKYO 阿部　嵩之 Team　UKYO 0600844

Team　UKYO 大久保　陣 Team　UKYO 0400470

Team　UKYO 嶌田　義明 Team　UKYO 0400538

Team　UKYO 谷口　正洋 Team　UKYO 1001892

Team　UKYO 米内　蒼馬 Team　UKYO 0800223

マトリックスパワータグ 真鍋　和幸 マトリックスパワータグ 9702430

マトリックスパワータグ 向川　尚樹 マトリックスパワータグ 9701956



申込団体名 氏名 チーム名 R-N

青森県自転車競技連盟 板橋　義浩 日本大 0700867

青森県自転車競技連盟 吉田　海李 日本大 0801013

青森県自転車競技連盟 石橋　学 鹿屋体育大 0801011

岩手県自転車競技連盟 鈴木　鳳隼 環太平洋大 0900991

宮城県自転車競技連盟 青山　高士 エルドラード･エスペランサ 1101882

宮城県自転車競技連盟 大田口　凌 東北学院大 0801115

宮城県自転車競技連盟 浅野　一輝 東北学院大 1001150

福島県自転車競技連盟 久保田　元気 日本大 0800904

福島県自転車競技連盟 我妻　優弥 日本大 0800902

福島県自転車競技連盟 大沼　尋人 日本大 0900825

福島県自転車競技連盟 増子　智大 日本大 0900821

茨城県自転車競技連盟 岡　泰誠 筑波大 0800592

茨城県自転車競技連盟 児玉　岳史 筑波大 1001435

栃木県自転車競技連盟 吉田　悠人 日本大 1001560

栃木県自転車競技連盟 萩原　慎也 エカーズ 0901045

群馬県自転車競技連盟 小林　泰正 日本体育大 1000642

群馬県自転車競技連盟 倉林　巧和 日本体育大 0700651

群馬県自転車競技連盟 中里　仁 AC OCTEVILLE 0600361

埼玉県自転車競技連盟 森田　雅士 立教大 0800820

埼玉県自転車競技連盟 市川　貴大 EQADS 0701735

埼玉県自転車競技連盟 山川　遼 日本体育大 1000853

埼玉県自転車競技連盟 長瀬　幸治 （一社）埼玉県自転車競技連盟 0801132

埼玉県自転車競技連盟 十時　隆櫻 日本大 0900965

千葉県自転車競技連盟 酒向　俊平 法政大 0801213

東京都自転車競技連盟 岸　崇仁 パールイズミ・スミタ・ラバネロ 1000394

東京都自転車競技連盟 鈴木　龍 明治学院大 1101581

東京都自転車競技連盟 井上　尚大 日本大 0901720

東京都自転車競技連盟 清水　啓佑 日本大 0801059

東京都自転車競技連盟 杉村　貫太 日本大 0900910

東京都自転車競技連盟 岩井　航太 INTERPRO CYCLISM 1000927

東京都自転車競技連盟 水田　宙 東京大 1001349

神奈川県自転車競技連盟 林　航平 HAMMER!!BROS． 0900951

神奈川県自転車競技連盟 坂本　悟史 東海大 1000122

神奈川県自転車競技連盟 佐々木　眞也 日本大 1000076

神奈川県自転車競技連盟 広瀬　樹 中央大 1000587

神奈川県自転車競技連盟 石井　祥平 湘南工科大 1000463

神奈川県自転車競技連盟 浅井　創 法政大 1000977

山梨県自転車競技連盟 山本　隼 中央大 0800983

長野県自転車競技連盟 今野　大輔 ボンシャンス 1100411

長野県自転車競技連盟 内藤　風真 ボンシャンス 0900143

富山県自転車競技連盟 大浦　恭史 日本大 0900658

愛知県自転車競技連盟 長尾　康平 中京大 0801190

愛知県自転車競技連盟 小玉　凌 中京大 1000875

愛知県自転車競技連盟 榊原　健一 中京大 0800738

三重県自転車競技連盟 高士　拓也 中央大 0901070

滋賀県自転車競技連盟 中井　路雅 京都産業大 1000861

滋賀県自転車競技連盟 森　聖貴 中京大 1000862

滋賀県自転車競技連盟 大菅　順弥 同志社大 1000965

京都府自転車競技連盟 福島　健太 京都大 1101231

兵庫県自転車競技連盟 松本　耀介 日本体育大 0800661

兵庫県自転車競技連盟 清水　孝将 朝日大 0700632

奈良県自転車競技連盟 安原　大生 中央大 1000603

奈良県自転車競技連盟 谷　尚樹 朝日大 0700591

和歌山県自転車競技連盟 狹間　大地 日本大 1000431

鳥取県自転車競技連盟 金田　聡士 朝日大 1001114

岡山県自転車競技連盟 三上　勇輝 FREE SPEED 1200035

岡山県自転車競技連盟 原田　裕成 鹿屋体育大 0900699

広島県自転車競技連盟 河内　一晟 日本体育大 0800871

広島県自転車競技連盟 鍵本　大地 京都産業大 0700522

山口県自転車競技連盟 大村　恒平 日本大 0901191

香川県自転車競技連盟 内原　隼人 環太平洋大 0801338

徳島県自転車競技連盟 藤岡　克磨 パールイズミ・スミタ・ラバネロ 0600791

愛媛県自転車競技連盟 小橋　勇利 ボンシャンス 0801875

愛媛県自転車競技連盟 河合　智一 ボンシャンス 1101864

愛媛県自転車競技連盟 宮内　渉 環太平洋大 0900550

愛媛県自転車競技連盟 日野林　雄大 JP SPORTS TEST TEAM-MASSA-ANDEX 0800091

愛媛県自転車競技連盟 前園　浩平 立命館大 0800577

福岡県自転車競技連盟 馬場　博之 日本大 0801524

福岡県自転車競技連盟 神開　一輝 中央大 0900100

福岡県自転車競技連盟 井手口　将太 日本大 1000633

福岡県自転車競技連盟 木村　太郎 Blue Grass 1300224

熊本県自転車競技連盟 住吉　宏太 日本大 0701211

熊本県自転車競技連盟 田　典幸 Espoir Asia 1101917

熊本県自転車競技連盟 西村　和樹 Espoir Asia 1200386

熊本県自転車競技連盟 坂本　東司雄 日本体育大 0901279

大分県自転車競技連盟 黒枝　士揮 鹿屋体育大 0700889

宮崎県自転車競技連盟 沼口　竜馬 日本大 1000665

鹿児島県自転車競技連盟 徳田　鍛造 鹿屋体育大 0800588

鹿児島県自転車競技連盟 入佐　直希 鹿屋体育大 0900498

沖縄県自転車競技連盟　 古川　卓也 日本大 0800774

宇都宮ブリッツェン 堀　孝明 宇都宮ブリッツェン 1001732

宇都宮ブリッツェン 城田　大和 宇都宮ブリッツェン 0901287

EQA U23 一丸　尚伍 EQA U23 0600749

EQA U23 代　凌介 EQA U23 1100209

EQA U23 内野　直也 EQA U23 0501593

東海大 小清水　拓也 東海大 1001190

シマノレーシング 西村　大輝 シマノレーシング 1000721

立命館大 河賀　雄大 立命館大 0800639

立命館大 橋本　英人 立命館大 1101480

立命館大 廣瀬　元輝 立命館大 0901268

立命館大 長南　慶生 立命館大 1001133

駒澤大 永松　翼 駒澤大 1201137

明治大 小林　和希 明治大 1000607

VAX RACING witn SAITAMA 入倉　健 VAX RACING witn SAITAMA 1100444

VAX RACING witn SAITAMA 小林　海 VAX RACING witn SAITAMA 1101873

VAX RACING witn SAITAMA 川田　優作 VAX RACING witn SAITAMA 1200062

チームユーラシア-IRCタイヤ 菱沼　由季典 チームユーラシア-IRCタイヤ 0700382

男子U23
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チームユーラシア-IRCタイヤ 雨乞　竜己 チームユーラシア-IRCタイヤ 0900444

チームユーラシア-IRCタイヤ 小石　祐馬 チームユーラシア-IRCタイヤ 1000264

大阪経済大 下島　将輝 大阪経済大 1201451

チーム・アヴェル 柳瀬　慶明 チーム・アヴェル 1200683

大阪産業大 大倉　隆慈 大阪産業大 1101041

鹿屋体育大 山本　元喜 鹿屋体育大 0700705

鹿屋体育大 早川　悠樹 鹿屋体育大 1200589

鹿屋体育大 徳田　優 鹿屋体育大 1000513

鹿屋体育大 馬渡　伸弥 鹿屋体育大 1000720

福岡工業大 和田　竜治 福岡工業大 1201279

同志社大 志野　安樹 同志社大 1101312

順天堂大 辻本　尚希 順天堂大 0700592

順天堂大 布施　光 順天堂大 0700594

順天堂大 石原　裕也 順天堂大 0900406

順天堂大 穂積　昂佑 順天堂大 0801677

順天堂大 西尾　勇人 順天堂大 0900064

順天堂大 重田　兼吾 順天堂大 1001877

マトリックスパワータグ 小牧　祐也 マトリックスパワータグ 0700618

マトリックスパワータグ 安原　大貴 マトリックスパワータグ 0700546

マトリックスパワータグ 池部　壮太 マトリックスパワータグ 0800647



申込団体名 氏名 チーム名 R-N

福島県自転車競技連盟 吉田　優樹 日本大 1000991

福島県自転車競技連盟 緑川　達哉 日本大 1000988

福島県自転車競技連盟 鈴木　貴之 学法石川高　 1101032

福島県自転車競技連盟 近藤　雄一郎 学法石川高　 1201016

福島県自転車競技連盟 水野　一喜 学法石川高　 1201013

福島県自転車競技連盟 山口　大吾 平工業高 1101029

福島県自転車競技連盟 鈴木　天 修明高 1101025

福島県自転車競技連盟 河野　竜太 白河実業高 1101034

福島県自転車競技連盟 渡辺　将太 白河実業高 1201019

群馬県自転車競技連盟 阿久津　幹 前橋工業高 1100741

群馬県自転車競技連盟 齊藤　瞭汰 前橋工業高 1200890

群馬県自転車競技連盟 高橋　拓己 高崎工業高 1100738

群馬県自転車競技連盟 小山　貴大 前橋育英高 1000442

埼玉県自転車競技連盟 塩田　航平 栄北高 1100938

埼玉県自転車競技連盟 早川　侑哉 栄北高 1100936

埼玉県自転車競技連盟 猿田　匠 栄北高 1001524

埼玉県自転車競技連盟 池西　拓海 栄北高 1201436

埼玉県自転車競技連盟 西内　秀明 小松原高 1200449

東京都自転車競技連盟 高橋　裕司 八王子桑志高 1101049

東京都自転車競技連盟 谷口　光輝 小平西高 1101051

東京都自転車競技連盟 古田　潤 昭和第一学園高 1201250

東京都自転車競技連盟 橋詰　丈 昭和第一学園高 1001185

東京都自転車競技連盟 新村　拓也 日本大学豊山高 1101042

東京都自転車競技連盟 鈴木　誠人 日本大学豊山高 1101043

東京都自転車競技連盟 岸　崇寛 日本大学豊山高 1200921

神奈川県自転車競技連盟 樋口　峻明 横浜高 1100580

神奈川県自転車競技連盟 川島　綾太 氷取沢高 1200183

神奈川県自転車競技連盟 冨樫　尚稀 横浜創学館高 1101275

山梨県自転車競技連盟 仲沢　優祐 朝日大 1001033

山梨県自転車競技連盟 雨宮　耕基 笛吹高 1101155

山梨県自転車競技連盟 原　威世樹 笛吹高 1101750

山梨県自転車競技連盟 竹下　祥生 笛吹高 1201265

山梨県自転車競技連盟 入倉　慧太 峡南高 1201225

山梨県自転車競技連盟 石田　大貴 甲府工業高 1200960

山梨県自転車競技連盟 星野　哲海 甲府工業高 1200963

長野県自転車競技連盟 横山　航太 篠ノ井高 0900212

長野県自転車競技連盟 伊藤　舜紀 ボンシャンス 0801515

富山県自転車競技連盟 北野　龍人 水橋高 1100996

富山県自転車競技連盟 大浦　尭 水橋高 1101000

愛知県自転車競技連盟 齋藤　剣 愛知工業大名電高 1101008

愛知県自転車競技連盟 杉野　元基 愛知工業大名電高 1101009

滋賀県自転車競技連盟 中井　唯晶 瀬田工業高 1201132

奈良県自転車競技連盟 山本　大喜 榛生昇陽高 1001773

奈良県自転車競技連盟 仲村　顕登 奈良北高 1100991

奈良県自転車競技連盟 中本　優司 奈良北高 1200970

奈良県自転車競技連盟 堀口　裕介 奈良北高 1200976

奈良県自転車競技連盟 長谷部　大和 朝日大 1000605

和歌山県自転車競技連盟 岡本　隼 和歌山北高 0901309

和歌山県自転車競技連盟 森口　寛己 和歌山北高 1100396

和歌山県自転車競技連盟 中野尻　祥 和歌山北高 1100394

和歌山県自転車競技連盟 松本　尚平 和歌山北高 1001270

和歌山県自転車競技連盟 平松　真一 和歌山北高 1200850

和歌山県自転車競技連盟 山村　勇気 和歌山北高 1200848

和歌山県自転車競技連盟 吉川　要 和歌山北高 1200846

和歌山県自転車競技連盟 澤田　昌也 和歌山北高 1200844

和歌山県自転車競技連盟 井谷　幸輔 和歌山北高 1201333

和歌山県自転車競技連盟 住田　塁 和歌山北高 1100395

鳥取県自転車競技連盟 清涼　琢己 倉吉総合産業高 1101195

鳥取県自転車競技連盟 小泉　優太 倉吉西高 1101191

岡山県自転車競技連盟 浅尾　銀二 ボンシャンス 1000819

広島県自転車競技連盟 岡部　祐太 広島城北高 1200698

山口県自転車競技連盟 久保田　泰弘 誠英高 0900422

香川県自転車競技連盟 吉原　貴幸 石田高 1101301

香川県自転車競技連盟 森　成良 石田高 1101299

香川県自転車競技連盟 槙野　俊介 石田高 1201081

愛媛県自転車競技連盟 武智　気吹 松山中央高 1101532

愛媛県自転車競技連盟 野本　空 松山工業高 1200782

高知県自転車競技連盟　　 今村　麟太郎 高知東工業高 1100653

高知県自転車競技連盟　　 谷岡　尚輝 高知東工業高 1100951

高知県自転車競技連盟　　 川口　孔太 高知東工業高 1100825

長崎県自転車競技連盟 古賀　友康 鹿町工高 1001687

長崎県自転車競技連盟 松井　航平 鹿町工高 1200574

長崎県自転車競技連盟 澤池　陵二 ボンシャンス 1001221

熊本県自転車競技連盟 上野　耀平 千原台高 1101185

熊本県自転車競技連盟 白垣　良祐 千原台高 1101188

大分県自転車競技連盟 黒枝　咲哉 日出暘谷高 1001692

大分県自転車競技連盟 阿部　将大 日出暘谷高 1200807

大分県自転車競技連盟 伊東　泰輝 別府商業高 0901156

大分県自転車競技連盟 江口　彰志 別府商業高 1100830

大分県自転車競技連盟 加藤　樹 別府商業高 1100831

宮崎県自転車競技連盟 野崎　祐一郎 都城工業高 1101361

宮崎県自転車競技連盟 吉川　朝也 都城工業高 1201387

沖縄県自転車競技連盟　 新城　雄大 八重山農林高 1100960

沖縄県自転車競技連盟　 成海　大地 普天間高 1200766

大和青藍高 桂　慶浩 大和青藍高 1200307

北桑田高 安田　京介 北桑田高 1100628

北桑田高 松本　祐典 北桑田高 0901297

北桑田高 草場　啓吾 北桑田高 1000299

北桑田高 孫崎　大樹 北桑田高 0800444

C PROJECT 岡　篤志 C PROJECT 1100488

鴨沂高 大坪　史典 鴨沂高 1200965

九州学院高 河津　賢人 九州学院高 1001768

伊豆総合高 蠣崎　藍道 伊豆総合高 1100767

NASPO株式会社 雨澤　毅明 那須ブラーゼン 1001727

南大隅高 中釜　優作 南大隅高 1100682

南大隅高 水谷　翼 南大隅高 1100681

南大隅高 宮ヶ原　槙二 南大隅高 1100683

男子ジュニア
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申込団体名 氏名 チーム名 R-N

福島県自転車競技連盟 渡辺　歩 学法石川高　 1101375

埼玉県自転車競技連盟 倉田　俊宏 栄北高 1201165

埼玉県自転車競技連盟 藤本　晃汰 栄北高 1201164

埼玉県自転車競技連盟 岡本　涼 立教新座中･高 1000758

東京都自転車競技連盟 小野　康太郎 パールイズミ・スミタ・ラバネロ 1101337

東京都自転車競技連盟 藤田　健太郎 日本大学豊山高 1200923

東京都自転車競技連盟 中村　圭佑 昭和第一学園高 1301130

東京都自転車競技連盟 加賀美　泰 スミタ・ラバネロ 1300894

神奈川県自転車競技連盟 古谷田　貴斗 希望が丘中 1300689

神奈川県自転車競技連盟 石上　優大 横浜高 1100358

神奈川県自転車競技連盟 槌田　拓海 横浜高 1200489

神奈川県自転車競技連盟 花田　聖誠 TEAM YOU CAN 1101876

山梨県自転車競技連盟 大久保　賢人 甲府工業高 1200957

静岡県自転車競技連盟 小池　悠介 gruppo bici-okadaman 1300009

静岡県自転車競技連盟 鈴木　史竜 gruppo bici-okadaman 1300010

静岡県自転車競技連盟 蠣崎　優仁 EQADS 1201640

愛知県自転車競技連盟 鈴木　雅大 愛知工業大名電高 1201560

愛知県自転車競技連盟 木村　光希 愛知工業大名電高 1201561

和歌山県自転車競技連盟 奥田　弘矩 紀北工高 1200851

和歌山県自転車競技連盟 曽我部　蘭丸 紀北工高 1201334

鳥取県自転車競技連盟 秋山　光太郎 倉吉総合産業高 1201270

鳥取県自転車競技連盟 金田　優作 倉吉総合産業高 1301195

広島県自転車競技連盟 大町　健斗 チームサイクルプラス 1100567

愛媛県自転車競技連盟 日野　竜嘉 松山聖陵高 1100857

愛媛県自転車競技連盟 日野　泰静 ボンシャンス 1100858

愛媛県自転車競技連盟 山下　祥平 松山工業高 1200785

愛媛県自転車競技連盟 岡﨑　陸登 松山聖陵高 1101503

愛媛県自転車競技連盟 平林　楓輝 松山聖陵高 1200122

愛媛県自転車競技連盟 今野　有樹 松山聖陵高 1100417

高知県自転車競技連盟　　 徳弘　高志 高知東工業高 1201904

福岡県自転車競技連盟 茨木　博成 福岡県自転車競技連盟 1300212

福岡県自転車競技連盟 黒澤　虎南 VC Fukuoka 1100969

福岡県自転車競技連盟 村田　雄耶 祐誠高 1200884

福岡県自転車競技連盟 吉岡　康達 祐誠高 1200885

長崎県自転車競技連盟 岩見　勇希 鹿町工高 1301032

大分県自転車競技連盟 高橋　優斗 日出暘谷高 1200804

北桑田高 安田　開 北桑田高 1200630

北桑田高 竹村　拓 北桑田高 1100242

北桑田高 徳田　匠 北桑田高 1301047

南大隅高 冨尾　大地 南大隅高 1200621

南大隅高 水谷　翔 南大隅高 1200626

申込団体名 氏名 チーム名 R-N

青森県自転車競技連盟 上野　みなみ 鹿屋体育大 0700863

宮城県自転車競技連盟 齋藤　望 日本体育大 1001099

茨城県自転車競技連盟 與那嶺　恵理 チーム・フォルツァ！ 1101795

群馬県自転車競技連盟 萩原　麻由子 Wiggle Honda 0200055

埼玉県自転車競技連盟 前田　路枝 シクロクラブ 1101926

埼玉県自転車競技連盟 岡田　香織 DU BOSN TEMP 0600277

埼玉県自転車競技連盟 武田　和佳 ARAI・MURCA 0700601

千葉県自転車競技連盟 西　加南子 LUMINARIA 9700733

千葉県自転車競技連盟 小島　蓉子 日本体育大 0701316

千葉県自転車競技連盟 中村　妃智 日本体育大 0801246

東京都自転車競技連盟 智野　真央 MUUR ZERO 0401441

神奈川県自転車競技連盟 坂口　優子 ＴＥＡＭ　ＹＯＵ　ＣＡＮ 1000161

神奈川県自転車競技連盟 佐藤　咲子 project-OPUS 0900052

神奈川県自転車競技連盟 鈴木　梢 湘南ベルマーレクラブ 1101621

長野県自転車競技連盟 大鹿　美穂子 SFIDA　Cycling　Team 0801514

愛知県自転車競技連盟 浅田　聖奈 中京大 0900379

大阪府自転車競技連盟 山下　由起子 Vitesse Serotta Feminin 0900190

大阪府自転車競技連盟 福本　千佳 同志社大 0800184

兵庫県自転車競技連盟 奥山　理恵 ＦＬＡＭＩＮＧＯ自転車部 1201716

兵庫県自転車競技連盟 小寺　潤 ＦＬＡＭＩＮＧＯ自転車部 1201715

和歌山県自転車競技連盟 吉川　美穂 サイクルベースあさひ 1000589

鳥取県自転車競技連盟 森本　朱美 パールイズミ・スミタ・ラバネロ 9702177

香川県自転車競技連盟 星川　恵利奈 サイクルベースあさひレーシング 0600818

愛媛県自転車競技連盟 﨑本　智子 ナカガワｋ’ｓＡデザイン 0900279

福岡県自転車競技連盟 樋口　啓 ボンシャンス 1200306

Ready Go JAPAN 米田　和美 Ready Go JAPAN 0401474

BLITZSCHＬＡＧＥ 針谷　千紗子 BLITZSCHＬＡＧＥ 0500243

パナソニック　レディース　チーム 豊岡　英子 パナソニック　レディース　チーム 0301044

イナーメ信濃山形 金子　広美 イナーメ信濃山形 0900483

team anterior 下澤　千亜紀 team anterior 1001755

鹿屋体育大 中村　友香 鹿屋体育大 0900754

竹芝サイクルレーシング 高山　真由子 竹芝サイクルレーシング 1200518

申込団体名 氏名 チーム名 R-N

群馬県自転車競技連盟 谷　伊央里 前橋育英高 1100743

東京都自転車競技連盟 古山　稀絵 昭和第一学園高 1200503

東京都自転車競技連盟 岡本　二菜 スミタ・ラバネロ 1300276

愛知県自転車競技連盟 大谷　杏奈 桜丘高 1200293

愛知県自転車競技連盟 三浦　涼香 桜花学園高 1201710

奈良県自転車競技連盟 元砂　七夕美 榛生昇陽高 0900119

奈良県自転車競技連盟 元砂　水咲美 榛生昇陽高 1301177

大分県自転車競技連盟 江藤　里佳子 鹿屋体育大 1000807

浜松学院高 伊東　小紅 浜松学院高 1100039

Ready Go JAPAN 伊藤　杏菜 Ready Go JAPAN 1101522

パナソニック　レディース　チーム 坂口　聖香 パナソニック　レディース 1000825

パナソニック　レディース　チーム 坂口　楓華 パナソニック　レディース 1200191

女子エリーﾄ

女子ジュニア　U17

男子U17・15

user
ハイライト

user
ハイライト


