
CAT 氏名 所属団体 チーム
ME 板子　　佑士 兵　庫 Life Ride
ME 河合　　宏樹 千　葉 オッティモ
ME 藤田　　勉 東　京 FIETS GROEN
ME 香西　　真介 神奈川 FIETS GROEN
ME 大堀　　雅行 熊　本 PURPLE MONKEY
ME 大東　　泰弘 愛　知 teamまるいちエヴァディオ
ME 綾部　　勇成 ＪＰＣＡ 愛三工業レーシングチーム
ME 中島　　康晴 福　井 愛三工業レーシングチーム
ME 宇田川　陽平 千　葉 ウォークライド・シクロアカデミア
ME 福田　　真平 愛　知 愛三工業レーシングチーム
ME 伊藤　　雅和 愛　知 愛三工業レーシングチーム
ME 小森　　亮平 愛　知 愛三工業レーシングチーム
ME 平塚　　吉光 静　岡 愛三工業レーシングチーム
ME 早川　　朋宏 愛　知 愛三工業レーシングチーム
ME 中根　　英登 愛　知 愛三工業レーシングチーム
ME 川又　　直 静　岡 Pinazou Test Team
ME 土井　　雪広 山　形 Team UKYO
ME 畑中　　勇介 東　京 Team UKYO
ME 窪木　　一茂 和歌山 Team UKYO
ME 平井　　栄一 神奈川 Team UKYO
ME 住吉　　宏太 熊　本 Team UKYO
ME 山本　　隼 山　梨 Team UKYO
ME 湊　　　諒 青　森 Team UKYO
ME 青木　　誠 東　京 ACQUATAMA EURO WORKS
ME 山本　　雅道 神奈川 KINAN Cycling Team
ME 伊丹　　健治 神奈川 KINAN Cycling Team
ME 野中　　竜馬 広　島 KINAN Cycling Team
ME 水野　　恭兵 山　梨 KINAN Cycling Team
ME 阿曽　　圭佑 三　重 KINAN Cycling Team
ME 中鶴　　友樹 沖　縄 Fiets GROEN
ME 合田　　正之 東　京 GRUPPO ACQUA TAMA EURO WORKS
ME 中村　　文武 東　京 フィッツグルーン　日本ロボティクス
ME 藤田　　晃三 岩　手 チームOLD NEW
ME 河合　　達朗 宮　崎 Y's Road
ME 星野　　将宏 愛　知 Y's Road
ME 小橋　　勇利 愛　媛 JP SPORTS TEST TEAM-MASSA-ANDEX
ME 佐藤　　利英 岩　手 エルドラードサムライ東北withのんのんびより
ME 鈴木　　真理 栃　木 宇都宮ブリッツェン
ME 増田　　成幸 栃　木 宇都宮ブリッツェン
ME 鈴木　　譲 栃　木 宇都宮ブリッツェン
ME 阿部　　嵩之 北海道 宇都宮ブリッツェン
ME 大久保　陣 鹿児島 宇都宮ブリッツェン
ME 青柳　　憲輝 栃　木 宇都宮ブリッツェン
ME 堀　　　孝明 栃　木 宇都宮ブリッツェン
ME 髙橋　　伸成 静　岡 FIETS GROEN
ME 武田　　祥典 山　形 エルドラードサムライ東北withのんのんびより
ME 山本　　聖吾 長　野 イナーメ信濃山形
ME 井上　　政貴 兵　庫 イナーメ信濃山形
ME 小林　　宏志 栃　木 Honda栃木
ME 遠藤　　績穂 千　葉 Champion System Japan
ME 清宮　　洋幸 千　葉 Champion System Japan
ME 松木　　健治 大　阪 クラブシルベスト
ME 川田　　優作 栃　木 Honda栃木
ME 向川　　尚樹 大　阪 マトリックスパワータグ
ME 安原　　大貴 大　阪 マトリックスパワータグ
ME 吉田　　隼人 奈　良 マトリックスパワータグ
ME 永良　　大誠 兵　庫 マトリックスパワータグ
ME 近谷　　涼 富　山 マトリックスパワータグ
ME 小野寺　和也 静　岡 エルドラードサムライ東北witのんのんびより
ME 松井　　大悟 石　川 トンデモクラブCSKAGA
ME 中村　　龍太郎 千　葉 イナーメ信濃山形
ME 井上　　和郎 福　井 ブリヂストンアンカーサイクリングチーム
ME 高橋　　義博 東　京 LinkTOHOKU
ME 内間　　康平 沖　縄 ブリヂストンアンカーサイクリングチーム
ME 寺崎　　武郎 福　井 ブリヂストンアンカーサイクリングチーム
ME 椿　　　大志 東　京 ブリヂストンアンカーサイクリングチーム



CAT 氏名 所属団体 チーム
ME 初山　　翔 神奈川 ブリヂストンアンカーサイクリングチーム
ME 西薗　　良太 鹿児島 ブリヂストンアンカーサイクリングチーム
ME 入部　　正太朗 奈　良 シマノレーシング
ME 秋丸　　湧哉 大　阪 シマノレーシング
ME 木村　　圭佑 滋　賀 シマノレーシング
ME 藤岡　　徹也 兵　庫 クラブシルベスト
ME 佐野　　千尋 北海道 サイクルフリーダム・レーシング
ME 風間　　博之 神奈川 サイクルフリーダム・レーシング
ME 佐藤　　秀和 埼　玉 サイクルフリーダム・レーシング
ME 山下　　裕大 千　葉 ニールプライド南信スバルサイクリングチーム
ME 矢口　　隆三 石　川 トンデモクラブ
ME 海藤　　稜馬 山　形 エルドラードサムライ東北Withのんのんびより
ME 才田　　直人 宮　城 Lemonade Bellmare Racing Team
ME 高岡　　亮寛 東　京 イナーメ信濃山形
ME 森本　　誠 愛　知 イナーメ信濃山形
ME 鶴岡　　慶太 愛　知 NEILPRYDE NANSIN-SUBARU Cycling Team
ME 清水　　太己 東　京 EQADS
ME 面手　　利輝 神奈川 EQADS
ME 内野　　直也 埼　玉 EQADS
ME 岡　　　篤志 茨　城 EQADS
ME 田中　　信行 奈　良 zippy cycle club
ME 米内　　蒼馬 東　京 東京VENTOS
ME 星野　　貴大 愛　知 JPST MASSA ANDEX
ME 木村　　太郎 福　岡 BLUE GRASS RACING
ME 近藤　　良亮 愛　知 KINAN AACA
ME 雨乞　　竜己 京　都 TEAM EURASIA-IRC tire
ME 佐々木　謙介 山　形 チバポンズ
ME 岡本　　康太郎 和歌山 TEAM SANREMO
ME 櫻井　　一輝 静　岡 なるしまフレンドレーシングチーム
ME 小畑　　郁 東　京 なるしまフレンドレーシングチーム
ME 水野　　貴行 愛　知 ニールプライド南信スバルサイクリングチームに
ME 佐野　　淳哉 栃　木 那須ブラーゼン
ME 岩井　　航太 栃　木 那須ブラーゼン
ME 吉岡　　直哉 京　都 那須ブラーゼン
ME 鈴木　　龍 栃　木 那須ブラーゼン
ME 松田　　究 北海道 北海道
ME 菅原　　勇人 北海道 イナーメ信濃山形
ME 石橋　　学 青　森 NIPPO - Vini Fantini

ME 畠山　　和也 宮　城 エルドラードサムライ東北　With　のんのんびより
ME 武井　　亨介 茨　城 FORZA・YONEX

ME 伊藤　　太平 茨　城 エクストリームつくば
ME 水間　　健 栃　木 Honda栃木
ME 河合　　貴明 栃　木 Honda栃木
ME 福本　　滝男 栃　木 Honda栃木
ME 狩野　　智也 群　馬 群馬グリフィン
ME 倉林　　巧和 群　馬 日本体育大学大学院
ME 中里　　仁 群　馬 Lemonade Bellmare Racing Team

ME 小室　　雅成 埼　玉 ウォークライドシクロアカデミア
ME 奈良　　浩 埼　玉 なるしまフレンドレーシングチーム
ME 武末　　真和 千　葉 MilepostRacing

ME 北野　　普識 千　葉 イナーメ信濃山形
ME 岩佐　　昭一 千　葉 ｻｲｸﾙﾌﾘｰﾀﾞﾑﾚｰｼﾝｸﾞ
ME 高田　　雄太 東　京 WALKRIDE

ME 西谷　　雅史 東　京 Champion System Japan

ME 中村　　潤 東　京 docomo RT

ME 渡邊　　聡 神奈川 なるしまフレンド
ME 菱沼　　由季典 神奈川 Amore & Vita - Selle SMP  

ME 鈴木　　快彰 神奈川 横須賀ウーノレーシング
ME 伊藤　　晋一 神奈川 G.S.POSITIVO

ME 岩波　　信二 山　梨 CORSA YAMANASHI

ME 小坂　　光 長　野 那須ブラーゼン
ME 酒井　　紀章 福　井 ﾊﾞﾙﾊﾞﾚｰｼﾝｸﾞ
ME 中西　　重智 滋　賀 KINAN Cycling Team
ME 大塚　　航 京　都 シエルヴォ奈良MIYATA-MERIDAレーシングチーム
ME 西沢　　倭義 京　都 シエルヴォ奈良MIYATA-MERIDAレーシングチーム
ME 豊田　　勝徳 大　阪 Coraggio Kawanishi Cycling Team



CAT 氏名 所属団体 チーム
ME 山本　　元喜 奈　良 NIPPO - Vini Fantini

ME 小渡　　健悟 奈　良 シエルヴォ奈良
ME 河内　　一晟 広　島 VICTOIREしまなみ
ME 河賀　　雄大 広　島 VICTOIRE広島
ME 杉山　　文崇 山　口 EsperanceStage我逢人・山口
ME 津村　　篤志 高　知 高知県
ME 佐藤　　信哉 福　岡 VC Fukuoka

ME 簑原　　大介 福　岡 VC Fukuoka

ME 一丸　　尚伍 大　分 ブリヂストンアンカーサイクリングチーム
ME 黒枝　　士揮 大　分 NIPPO - Vini Fantini

ME 藤村　　修平 宮　崎 チームヤーボー
ME 普久原　奨 沖　縄 群馬グリフィン
ME 元山　　高嶺 京　都 JP SPORTS TEST TEAM-MASSA-ANDEX
MU 桂　　　慶浩 福　岡 Pinazou Test Team
MU 林　　　大智 福　岡 Pinazou Test Team
MU 石井　　祥平 神奈川 アーティファクトレーシングチーム
MU 重田　　兼吾 千　葉 順天堂大学
MU 西尾　　勇人 北海道 順天堂大学
MU 伊藤　　宏人 岐　阜 順天堂大学
MU 雨宮　　耕基 山　梨 山梨学院大学
MU 山田　　大介 福　島 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ
MU 関谷　　聡 埼　玉 立教大学自転車競技部
MU 金子　　智哉 神奈川 早稲田大
MU 明石　　岳志 京　都 京都産業大学
MU 渡邊　　誉大 愛　知 京都産業大学
MU 中井　　路雅 滋　賀 京都産業大学
MU 間瀬　　勇毅 大　阪 京都産業大学
MU 須堯　　元春 京　都 京都産業大学
MU 樋口　　峻明 神奈川 京都産業大学
MU 安田　　京介 京　都 京都産業大学
MU 中井　　唯晶 滋　賀 京都産業大学
MU 柳瀬　　慶明 大　阪 Coraggio Kawanishi Cycling Team
MU 塩田　　航平 埼　玉 早稲田大学
MU 下島　　将輝 兵　庫 Coraggio Kawanishi Cycling Team
MU 米田　　彰 大　阪 Coraggio Kawanishi Cycling Team
MU 高木　　三千成 埼　玉 立教大 自転車競技部
MU 岩井　　和也 京　都 大阪産業大学
MU 孫崎　　大樹 京　都 早稲田大学
MU 岩田　　宗也 広　島 早稲田大学自転車部
MU 城田　　大和 沖　縄 宇都宮ブリッツェン
MU 科野　　大蔵 大　阪 Coraggio Kawanishi Cycling Team
MU 加藤　　智信 神奈川 慶應義塾大学
MU 杉野　　元基 愛　知 駒澤大学
MU 山川　　遼 埼　玉 日本体育大学
MU 岡部　　祐太 広　島 日本体育大学
MU 今田　　崇史 山　形 東北学院大学
MU 伊藤　　大地 岩　手 東北学院大学
MU 猿田　　匠 埼　玉 東北学院大学
MU 近　　　祐汰 埼　玉 流通経済大学
MU 田窪　　賢次 大　阪 マトリックスパワータグ
MU 北西　　佳輔 和歌山 マトリックスパワータグ
MU 菅沼　　秀征 大　分 津末レーシング
MU 齊藤　　瞭汰 群　馬 日本体育大学
MU 小山　　貴大 群　馬 シマノレーシング
MU 横山　　航太 長　野 シマノレーシング
MU 古賀　　智士 兵　庫 クラブシルベスト
MU 荒牧　　和敬 福　岡 なるしまフレンド　レーシングチーム
MU 西　　　寅太郎 福　岡 ボンシャンス
MU 広瀬　　樹 神奈川 中央大学
MU 中西　　健児 大　阪 同志社大体育会自転車競技部
MU 紺野　　元汰 神奈川 イナーメ信濃山形
MU 相本　　祥政 山　口 法政大学
MU 島袋　　大地 沖　縄 法政大学
MU 堀川　　裕輝 神奈川 法政大学
MU 浅井　　創 神奈川 法政大学
MU 北條　　顕登 奈　良 法政大学



CAT 氏名 所属団体 チーム
MU 須貝　　翔吾 茨　城 法政大学
MU 勝又　　高陽 福　岡 法政大学
MU 浦　　　佑樹 東　京 東京大学
MU 小林　　和希 福　岡 明治大学
MU 小林　　泰正 群　馬 日本体育大学
MU 川島　　綾太 神奈川 日本体育大学
MU 小林　　海 東　京 RIMO-Construcciones PAULINO CYCLING TEAM
MU 直井　　駿太 茨　城 中央大学
MU 新井　　優樹 神奈川 明星大学
MU 眞砂　　英作 香　川 明治大学
MU 松本　　祐典 京　都 明治大学
MU 河津　　賢人 熊　本 明治大学
MU 隈園　　郷史 埼　玉 明治大学
MU 野本　　空 愛　媛 明治大学
MU 徳田　　優 京　都 鹿屋体育大学
MU 山本　　大喜 奈　良 鹿屋体育大学
MU 馬渡　　伸弥 東　京 鹿屋体育大学
MU 成海　　大地 沖　縄 鹿屋体育大学
MU 松本　　憲斗 熊　本 鹿屋体育大学
MU 石橋　　健三朗 広　島 立命館大学
MU 中本　　優司 奈　良 立命館大学
MU 長南　　慶生 京　都 立命館大学
MU 北野　　龍人 富　山 立命館大学
MU 柴田　　雅之 京　都 龍谷大学
MU 石田　　紘章 神奈川 明星大学
MU 池邊　　聖 神奈川 慶應義塾大学自転車競技部
MU 岸　　　崇仁 東　京 群馬グリフィン
MU 雨澤　　毅明 栃　木 那須ブラーゼン
MU 小野寺　玲 栃　木 那須ブラーゼン
MU 新城　　雄大 沖　縄 那須ブラーゼン
MU 清水　　優 北海道 北海道大学自転車競技部
MU 片桐　　耕司 北海道 北海道大学自転車競技部
MU 木村　　裕己 北海道 なるしまレーシングチーム
MU 西尾　　憲人 北海道 明星大学
MU 花立　　優希 岩　手 日本大学
MU 安孫子　大介 岩　手 酪農学園大学
MU 佐々木　翔一 岩　手 富士大学
MU 澤口　　馨太 岩　手 富士大学
MU 小松　　定俊 宮　城 日本大学
MU 増子　　智大 福　島 日本大学
MU 河野　　竜太 福　島 日本大学
MU 大沼　　尋人 福　島 日本大学
MU 緑川　　達哉 福　島 日本大学
MU 吉田　　優樹 福　島 日本大学
MU 渡辺　　将太 福　島 日本大学
MU 小磯　　太一 福　島 日本大学
MU 長塚　　寿生 茨　城 山梨学院大学
MU 吉田　　悠人 栃　木 日本大学
MU 萩原　　慎也 栃　木 EQADS

MU 早川　　侑哉 埼　玉 中央大学
MU 椙田　　明仁 埼　玉 EQADS

MU 原　　　裕紀 千　葉 順天堂大学
MU 小林　　契 東　京 neilpryde-南信スバルサイクリング
MU 杉村　　貫太 東　京 日本大学
MU 井上　　尚大 東　京 日本大学
MU 岸　　　崇寛 東　京 日本大学
MU 古田　　潤 東　京 日本大学
MU 米谷　　隆志 東　京 WALKRIDE

MU 西村　　大輝 東　京 シマノレーシング
MU 橋詰　　丈 東　京 中央大学
MU 荒川　　貴都 神奈川 慶應義塾大学
MU 麻見　　雄介 神奈川 慶應義塾大学
MU 朝比奈　佑一 神奈川 慶應義塾大学
MU 片桐　　善也 新　潟 日本大学
MU 酒井　　幸一 新　潟 日本大学
MU 渡邉　　雄太 長　野 駒澤大学



CAT 氏名 所属団体 チーム
MU 大浦　　恭史 富　山 日本大学
MU 大浦　　尭 富　山 日本大学
MU 秋田　　拓磨 福　井 朝日大学
MU 吉岡　　優斗 福　井 立命館大学
MU 蠣崎　　藍道 静　岡 順天堂大学
MU 小玉　　凌 愛　知 中京大学
MU 森　　　聖貴 滋　賀 中京大学
MU 野島　　遊 大　阪 Coraggio Kawanishi Cycling Team

MU 窪　　　翼 奈　良 中京大学
MU 安原　　大生 奈　良 中央大学
MU 岡本　　隼 和歌山 和歌山県
MU 森口　　寛己 和歌山 和歌山県
MU 佐々木　眞也 和歌山 和歌山県
MU 原田　　裕成 岡　山 鹿屋体育大学
MU 海老本　拓也 広　島 順天堂大学
MU 大村　　恒平 山　口 日本大学
MU 宮内　　渉 愛　媛 JP　SPORTS TEST TEAM MASSA-ANDEX

MU 武智　　気吹 愛　媛 エキップユーレーシング
MU 二神　　誠一郎 愛　媛 明星大学
MU 武智　　大地 愛　媛 エキップユーレーシング
MU 河合　　智一 愛　媛 TEAM LUPPI

MU 谷岡　　尚輝 高　知 法政大学
MU 神開　　一輝 福　岡 中央大学
MU 井手口　将太 福　岡 日本大学
MU 廣田　　力也 福　岡 VC Fukuoka

MU 黒枝　　咲哉 大　分 鹿屋体育大学
MU 伊東　　泰輝 大　分 順天堂大学
MU 沼口　　竜馬 宮　崎 日本大学
MU 野崎　　祐一郎 宮　崎 日本大学
MU 入佐　　直希 鹿児島 鹿屋体育大学
MJ 中村　　紘基 静　岡 浜松学院高校
MJ 中村　　圭佑 東　京 昭和第一学園高校
MJ 納家　　一樹 東　京 八王子桑志高校
MJ 小野寺　望 東　京 昭和第一学園高校
MJ 小松　　正和 東　京 昭和第一学園高校
MJ 花田　　聖誠 東　京 昭和第一学園高校
MJ 小池　　悠介 静　岡 gruppo bici-okadaman
MJ 門田　　祐輔 東　京 美原高校
MJ 小野　　康太郎 東　京 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ
MJ 石原　　祐希 栃　木 真岡工高校
MJ 川上　　祐平 栃　木 真岡工高校
MJ 大屋　　正聡 岐　阜 岐阜第一高校
MJ 亀谷　　昌慈 岐　阜 岐阜第一高校
MJ 坂　　　五友 東　京 昭和第一学園高校
MJ 竹村　　拓 京　都 北桑田高校
MJ 湯浅　　健生 京　都 北桑田高校
MJ 徳田　　匠 京　都 北桑田高校
MJ 溝口　　智貴 京　都 北桑田高校
MJ 平田　　裕貴 熊　本 開新高校
MJ 藤田　　俊輔 岡　山 水島工校
MJ 稲葉　　壱休 静　岡 伊豆総合高校
MJ 源田　　真也 京　都 花園高校
MJ 黒川　　晴智 岡　山 東岡山工高校
MJ 水谷　　翔 鹿児島 シマノレーシング
MJ 安田　　開 京　都 日本体育大学
MJ 森原　　力 香　川 高松工芸高校
MJ 竹井　　彗 香　川 高松工芸高校
MJ 河野　　玄樹 香　川 高松工芸高校
MJ 中川　　拳 北海道 帯広三条高校
MJ 堀込　　統吾 青　森 八戸工業高校
MJ 福田　　泰之 青　森 八戸工業高校
MJ 及川　　一聡 岩　手 紫波総合高校
MJ 丹内　　朋紀 岩　手 紫波総合高校
MJ 今松　　僚也 岩　手 盛岡農業高校
MJ 沢田　　桂太郎 宮　城 東北高校
MJ 尾形　　尚彦 宮　城 東北高校



CAT 氏名 所属団体 チーム
MJ 室内　　瑞貴 宮　城 東北高校
MJ 後藤　　啓 宮　城 古川工業高校
MJ 三浦　　大輝 宮　城 古川工業高校
MJ 高橋　　春樹 宮　城 古川工業高校
MJ 小玉　　和寿 福　島 学校法人石川高校
MJ 渡邉　　祐希 福　島 学校法人石川高校
MJ 渡邉　　歩 福　島 学校法人石川高校
MJ 水野　　槙人 福　島 学校法人石川高校
MJ 根本　　雄眞 福　島 学校法人石川高校
MJ 鈴木　　涼介 福　島 白河実業高校
MJ 鵜沼　　利久 福　島 白河実業高校
MJ 吉田　　由一 福　島 平工業高校
MJ 鈴木　　雄太 福　島 平工業高校
MJ 鈴木　　涼 福　島 平工業高校
MJ 伊藤　　奎 福　島 平工業高校
MJ 小口　　達矢 栃　木 作新学院
MJ 小池　　千啓 栃　木 作新学院
MJ 秋本　　耀太郎 栃　木 作新学院
MJ 堀川　　拓海 栃　木 作新学院

中村　　魁斗 栃　木 日本体育大学

MJ 石井　　駿平 群　馬 群馬県立前橋工業高校
MJ 小池　　匠 群　馬 群馬県立前橋工業高校
MJ 栗原　　諒 群　馬 群馬県立前橋工業高校
MJ 青木　　武文 群　馬 群馬県立高崎工業高校
MJ 久保　　徹浩 群　馬 群馬県立高崎工業高校
MJ 川田　　竜也 埼　玉 埼玉県立浦和工業高校
MJ 渡辺　　慶太 埼　玉 埼玉県立浦和工業高校
MJ 中川　　涼 埼　玉 埼玉県立浦和工業高校
MJ 関口　　裕亮 埼　玉 埼玉県立浦和工業高校
MJ 野口　　俊輔 埼　玉 栄北高校
MJ 鴨澤　　滉人 埼　玉 栄北高校
MJ 堀口　　貴史 埼　玉 栄北高校
MJ 芝田　　京介 埼　玉 筑波大学付属坂戸高校
MJ 平崎　　雄也 東　京 日本大学豊山高校
MJ 太田　　翼 東　京 日大豊山高校
MJ 鳴海　　颯 東　京 成城高校
MJ 下田　　浩平 東　京 成城高校
MJ 熊田　　湧太 東　京 八王子桑志高校
MJ 清水　　覚 東　京 順天堂大学
MJ 越智　　崇裕 神奈川 日本大学藤沢高校
MJ 佐々木　勇人 神奈川 保土ヶ谷高校
MJ 真保　　雅俊 神奈川 保土ヶ谷高校
MJ 石上　　優大 神奈川 横浜高校
MJ 木曾　　裕貴 神奈川 横浜高校
MJ 藤田　　拓海 神奈川 横浜高校
MJ 小野　　寛斗 神奈川 横浜高校
MJ 藤田　　真也 神奈川 東京VENTOS

MJ 大前　　翔 神奈川
MJ 武山　　晃輔 山　梨 山梨県立甲府工業高校
MJ 清水　　貴梨 山　梨 山梨県立甲府工業高校
MJ 宮下　　拓朗 山　梨 山梨県立富士北稜高校
MJ 小嶋　　健太 石　川 金沢高校
MJ 橋爪　　文太 石　川 松任高校
MJ 吉岡　　拓也 福　井 福井県立科学技術高校
MJ 吉元　　大生 静　岡 静岡北高校
MJ 寺尾　　駿 静　岡 gruppo bici-okadaman

MJ 鈴木　　史竜 静　岡 県立静岡城北高校
MJ 佐藤　　大紀 愛　知 知立高校
MJ 加藤　　幹也 愛　知 愛知工業大学名電高校
MJ 木村　　光希 愛　知
MJ 武田　　悠佑 京　都 北桑田高校
MJ 早川　　裕紀 京　都 北桑田高校
MJ 植益　　和行 大　阪 興國高校
MJ 安川　　義道 奈　良 榛生昇陽高校
MJ 吉岡　　衛 奈　良 奈良北高校
MJ 永橋　　湧也 和歌山 和歌山県



CAT 氏名 所属団体 チーム
MJ 山本　　慧 和歌山 和歌山県
MJ 南　　　潤 和歌山 和歌山県
MJ 布居　　大地 和歌山 和歌山県
MJ 大橋　　孝幸 岡　山 水島工業高校
MJ 大町　　健斗 広　島 安芸府中高校
MJ 日野　　竜嘉 愛　媛 松山聖陵高校
MJ 近藤　　翔馬 愛　媛 松山聖陵高校
MJ 岡﨑　　陸登 愛　媛 松山聖陵高校
MJ 平林　　楓輝 愛　媛 松山聖陵高校
MJ 山下　　祥平 愛　媛 日本体育大学
MJ 今村　　駿介 福　岡 祐誠高校
MJ 貝原　　涼太 福　岡 祐誠高校
MJ 花田　　凱成 福　岡 祐誠高校
MJ 西冨　　昌輝 福　岡 祐誠高校
MJ 黒澤　　虎南 福　岡 VC Fukuoka

MJ 村田　　雄耶 福　岡 VC Fukuoka

MJ 小川　　智也 熊　本 千原台高校
MJ 栗原　　悠 熊　本 千原台高校
MJ 渡邉　　大悟 熊　本 九州学院高校
MJ 田村　　佳大 大　分 日出総合高校
MJ 長松　　大祐 大　分 別府商業高校
MJ 廣瀬　　玲介 大　分 別府商業高校
MJ 高橋　　優斗 大　分 中央大学
MJ 清家　　由宇 宮　崎 延岡工業高校
MJ 冨尾　　大地 鹿児島 鹿屋体育大学
MJ 宮園　　翼 鹿児島 南大隅高校
MJ 當原　　隼人 沖　縄 与勝高校
MJ 新城　　銀二 沖　縄 八重山高校
MJ 重満　　丈 沖　縄 北中城高校
MJ 久保田　寛栄 沖　縄 北中城高校

當銘　　沙恵美 静　岡 浜松学院高校
WJ 鈴木　　媛子 静　岡 浜松学院高校
WJ 岡本　　二菜 東　京 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ
WJ 古山　　稀絵 東　京 昭和第一学園高校
WJ 野寺　　楓 静　岡 伊豆総合高校
WJ 野島　　理紗子 神奈川 横浜創学館高校自転車競技部
WJ 根岸　　恵美 岡　山 興陽高校
MJ 渡久地　臣直 沖　縄 北中城高校
MY 中谷　　亮太 北海道 北海道尚志学園高校
MY 糸井　　隆次 岩　手 盛岡農業高校
MY 中野　　慎詞 岩　手 盛岡農業高校
MY 柳澤　　創 宮　城 チームオーベスト
MY 石井　　洋輝 福　島 白河実業高校
MY 林　　　慧悟 福　島 平工業高校
MY 會田　　陸人 福　島 学校法人石川高校
MY 多田　　れおん 茨　城 GROWING R/T

MY 小野寺　慶 栃　木 ブラウブリッツェン
MY 川口　　諒人 栃　木 ブラウブリッツェン
MY 菊地　　優斗 栃　木 ブラウブリッツェン
MY 金子　　祐大 栃　木 ブラウブリッツェン
MY 篠田　　幸希 群　馬 群馬県立前橋工業高校
MY 上原　　拓馬 群　馬 群馬県立高崎工業高校
MY 高井　　岳人 埼　玉 埼玉県立浦和工業高校
MY 梶原　　彪吾 埼　玉 埼玉県立浦和工業高校
MY 佐々木　洸太 埼　玉 埼玉県立浦和工業高校
MY 小沼　　良太郎 埼　玉 みさかRC
MY 蓮見　　康平 埼　玉 栄北高校
MY 松村　　恭輔 埼　玉 栄北高校
MY 今﨑　　勇希 埼　玉 栄北高校
MY 五十嵐　凌祐 埼　玉 栄北高校
MY 眞中　　俊哉 埼　玉 栄北高校
MY 芝田　　順之介 埼　玉 筑波大付属坂戸高校
MY 橋本　　海 埼　玉 栄北高校
MY 安彦　　統賀 埼　玉 川越工業高校
MY 石倉　　悠之介 千　葉 湾岸ｻｲｸﾘﾝｸﾞ･ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ
MY 木村　　皆斗 千　葉 セマス新松戸



CAT 氏名 所属団体 チーム
MY 横田　　円造 ITA G.S.BAREGGESE

MY 相川　　裕希 東　京 成城高校
MY 山崎　　徹 東　京 成城高校
MY 片桐　　東次郎 東　京 昭和第一学園高校
MY 海野　　晋作 東　京 バイクルプラザR・T

MY 田原　　一機 東　京 大泉高校
MY 檜村　　奏太 東　京 スミタエイダイパールイズミ
MY 相原　　士穏 神奈川 湘南ベルマーレサイクル
MY 福田　　圭晃 神奈川 Team BFY Racing

MY 白石　　光 神奈川 Team BFY Racing

MY 五十嵐　洸太 神奈川 Team BFY Racing

MY 山岸　　大地 神奈川 保土ケ谷高校自転車競技部
MY 江越　　海玖也 神奈川 横浜高校
MY 清水　　大樹 神奈川 横浜高校
MY 飯田　　千暁 神奈川 横浜高校
MY 依田　　翔大 山　梨 甲府工業高校
MY 矢光　　孝輔 山　梨 甲府工業高校
MY 山本　　哲央 山　梨 韮崎高校
MY 菅谷　　照生 山　梨 富士学苑高校
MY 杉渕　　優樹 山　梨 笛吹高校
MY 小島　　大輝 新　潟 W.V.OTA-twin

MY 勝呂　　真至 静　岡 伊豆総合高校
MY 蠣崎　　優仁 静　岡 伊豆総合高校
MY 髙梨　　万里王 静　岡 チームポテト
MY 寺田　　吉騎 静　岡 ＶＩＶＡＣＥ-掛川
MY 山内　　渓太 岐　阜 Team-DADDY

MY 三宅　　大春 京　都 北桑田高校
MY 谷　　　和也 大　阪 市立堺高校
MY 奥村　　十夢 奈　良 榛生昇陽高校
MY 三好　　憲士郎 奈　良 榛生昇陽高校
MY 岡本　　篤樹 奈　良 榛生昇陽高校
MY 松本　　佑太 広　島 bicinoko.com

MY 竹中　　勇登 広　島 Team BioGaiaBike

MY 日野　　泰静 愛　媛 チームグロシャ
MY 塩崎　　隼秀 愛　媛 チームグロシャ
MY 日野　　凌羽 愛　媛 チームグロシャ
MY 廣本　　凌也 愛　媛 松山聖陵高校
MY 平林　　飛都 愛　媛 松山聖陵高校
MY 佐藤　　健 熊　本 九州学院高校
MY 小林　　右京 大　分 日出総合高校
MY 長松　　空吾 大　分 別府翔青高校
MY 田仲　　駿太 大　分 別府翔青高校
MY 中山　　駿 大　分 日出総合高校
MY 吉武　　慶太 宮　崎 延岡学園
MY 前畠　　佑介 宮　崎 都城工業高校
MY 中井　　康太 宮　崎 日向高校
MY 井手口　滝吾 鹿児島 南大隅高校
MY 成海　　大聖 沖　縄 普天間中学校
WE 﨑本　　智子 大　阪 do-mo.triathlon@hotmail.co.jp
WE 伊藤　　圭菜子 神奈川 FIETS GROEN
WE 針谷　　千紗子 栃　木 Live GARDEN　Bici　Stelle
WE 合田　　祐美子 岡　山 BH ASTIFO
WE 番場　　しおり 千　葉 シャークアイランド
WE 島﨑　　典子 埼　玉 シャークアイランド
WE 大堀　　博美 神奈川 YOKOSUKA UNO RACNG
WE 渕上　　記理子 大　阪 クラブシルベスト
WE 二口　　早紀 福　井 バルバレーシングクラブ
WE 伊藤　　杏菜 愛　知 Champion System Japan
WE 齋藤　　望 宮　城 日本体育大学
WE 松田　　百合子 神奈川 竹芝サイクルレーシング
WE 智野　　真央 東　京 ニールプライド南信スバル
WE 樫木　　祥子 東　京 ニールプライド南信スバル
WE 須藤　　むつみ 東　京 Ready Go JAPAN
WE 髙橋　　由圭 埼　玉 Ready Go JAPAN
WE 米田　　和美 北海道 Ready Go JAPAN
WE 谷　　　伊央里 群　馬 日本体育大学



CAT 氏名 所属団体 チーム
WE 大谷　　梢 神奈川 湘南ベルマーレサイクル
WE 金子　　広美 三　重 イナーメ信濃山形
WE 古田　　佳美 神奈川 竹芝サイクルレーシング
WE 髙田　　由貴 大　阪 ZIPPY CYCLE CLUB
WE 中井　　彩子 宮　崎 鹿屋体育大学
WE 小島　　蓉子 千　葉 日本体育大学
WE 伊藤　　真生 宮　城 日本体育大学
WE 與那嶺　恵理 茨　城  サクソバンクFX証券
WE 島崎　　真美 茨　城 イマイ・スプロケッツ
WE 萩原　　麻由子 群　馬 Wiggele Honda

WE 西　　　加南子 千　葉 LUMINARIA

WE 前島　　律子 東　京 Team CUORE

WE 吉岡　　梨紗 東　京 学習院大学
WE 小菅　　華菜 神奈川 チェリージャパン
WE 佐藤　　咲子 神奈川 Team Project-K

WE 浅田　　愛理 愛　知 中京大学
WE 三浦　　涼香 愛　知 中京大学
WE 豊岡　　英子 大　阪 パナソニックレディース
WE 山下　　由起子 大　阪 Vitesse-Feminin

WE 吉川　　美穂 和歌山 ASAHI MUUR ZERO
WE 牧瀬　　翼 和歌山 ASAHI MUUR ZERO
WE 中原　　恭恵 広　島
WE 星川　　恵利奈 香　川 ASAHI MUUR ZERO
WE 江藤　　里佳子 大　分 鹿屋体育大学
WE 那須　　萌美 宮　崎 チームヤーボー
WJ 鈴木　　媛子 静　岡 浜松学院高校
WJ 岡本　　二菜 東　京 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ
WJ 古山　　稀絵 東　京 昭和第一学園高校
WJ 野寺　　楓 静　岡 伊豆総合高校
WJ 野島　　理紗子 神奈川 横浜創学館高校自転車競技部
WJ 根岸　　恵美 岡　山 興陽高校
WJ 齋藤　　莉星 岩　手 盛岡農業高校
WJ 髙金　　里沙 岩　手 盛岡農業高校
WJ 石井　　菜摘 栃　木 作新学院高校
WJ 小林　　彩乃 群　馬 前橋工業高校
WJ 細谷　　夢菜 埼　玉 浦和工業高校
WJ 藤田　　まりあ 埼　玉 浦和工業高校
WJ 梶原　　悠未 埼　玉 筑波大学附属坂戸高校
WJ 田上　　萌々子 埼　玉 筑波大学附属坂戸高校
WJ 松本　　詩乃 東　京 昭和第一学園高校
WJ 中村　　愛花 福　井 科学技術高校
WJ 髙橋　　智香 愛　知 桜丘高校
WJ 増渕　　綾乃 愛　知 桜丘高校
WJ 寺田　　早希 愛　知 KINAN AACA

WJ 平尾　　愛菜 岐　阜 MINOURA大垣レーシング
WJ 下山　　美寿々 大　阪 大阪教育大学附属天王寺高校
WJ 坂口　　楓華 兵　庫 播磨南高校
WJ 元砂　　水咲美 奈　良 榛生昇陽高校
WJ 吉田　　夢姫 大　分 日出総合高校
WJ 内村　　舞織 鹿児島 南大隅高校
WJ 儀間　　光希 沖　縄 北中城高校
WJ 成海　　綾香 沖　縄 普天間中学校･チームコメス


