
CAT 氏名 所属団体 チーム名
ME 香西　　真介 神奈川 チバポンズ
ME 綾部　　勇成 ＪＰＣＡ 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 土井　　雪広 山　形 Team UKYO

ME 窪木　　一茂 和歌山 Team UKYO

ME 野中　　竜馬 広　島 KINAN Cycling Team

ME 大場　　政登志 茨　城 チャンピオンシステムジャパン
ME 藤田　　晃三 岩　手 チームOLD NEW

ME 河合　　達朗 宮　崎 Ｙ’ｓ Ｒｏａｄ
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 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 阿部　　嵩之 北海道 宇都宮ブリッツェン
ME 加藤　　達也 福　岡 0

ME 増田　　成幸 栃　木 宇都宮ブリッツェン
ME 川田　　優作 栃　木 Honda栃木
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
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 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 中村　　龍太郎 千　葉 イナーメ信濃山形
ME 岡　　　篤志 茨　城 EQADS

ME 内野　　直也 埼　玉 EQADS

ME 高岡　　亮寛 東　京 イナーメ信濃山形
ME 岩島　　啓太 東　京 0

ME 小畑　　郁 東　京 なるしまフレンドレーシングチーム
ME 佐野　　淳哉 栃　木 那須ブラーゼン
ME 石橋　　学 青　森 NIPPO - Vini Fantini

ME 武井　　亨介 茨　城 FORZA・YONEX

ME 倉林　　巧和 群　馬 群馬グリフィン
ME 小室　　雅成 埼　玉 ウォークライドシクロアカデミア
ME 武末　　真和 千　葉 MilepostRacing

ME 大塚　　航 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

ME 山本　　元喜 奈　良 NIPPO - Vini Fantini

ME 普久原　奨 沖　縄 群馬グリフィン
MU 伊藤　　宏人 岐　阜 順天堂大学
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 樋口　　峻明 神奈川 京都産業大学
MU 高木　　三千成 埼　玉 立教大 自転車競技部
MU 池邊　　聖 神奈川 慶應義塾大学自転車競技部
MU 加藤　　智信 神奈川 慶應義塾大学
MU 小山　　貴大 群　馬 シマノレーシング
MU 齊藤　　瞭汰 群　馬 日本体育大学
MU 山川　　遼 埼　玉 日本体育大学
MU 浦　　　佑樹 東　京 東京大学
MU 眞砂　　英作 香　川 明治大学
MU 河津　　賢人 熊　本 明治大学
MU 小林　　泰正 群　馬 日本体育大学
MU 小林　　海 東　京 RIMO-Construcciones PAULINO CYCLING TEAM

MU 新井　　優樹 神奈川 明星大学
MU 橋本　　英也 岐　阜 鹿屋体育大学
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 孫崎　　大樹 京　都 早稲田大学
MU 椙田　　明仁 埼　玉 EQADS

MU 岸　　　崇仁 東　京 群馬グリフィン
MU 新城　　雄大 沖　縄 那須ブラーゼン
MU 小野寺　玲 栃　木 那須ブラーゼン
MU 雨澤　　毅明 栃　木 那須ブラーゼン
MU 小林　　契 東　京 neilpryde-南信スバルサイクリング
MU 橋詰　　丈 東　京 中央大学
MU 渡邉　　雄太 長　野 駒澤大学
MU 小玉　　凌 愛　知 中京大学
MU 窪　　　翼 奈　良 中京大学
MU 岡本　　隼 和歌山 和歌山県



CAT 氏名 所属団体 チーム名
MU 森口　　寛己 和歌山 和歌山県
MU 原田　　裕成 岡　山 鹿屋体育大学
MU 廣田　　力也 福　岡 VC Fukuoka

MJ 中村　　圭佑 東　京 昭和第一学園高
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 納家　　一樹 東　京 八王子桑志高校
MJ 徳田　　匠 京　都 北桑田高校
MJ 源田　　真也 京　都 花園高校
MJ 松本　　梧 埼　玉 ＳＡＴＯＲＵ
MJ 水谷　　翔 鹿児島 シマノレーシング
MJ 中村　　魁斗 栃　木 日本体育大学
MJ 安田　　開 京　都 日本体育大学
MJ 川田　　竜也 埼　玉 浦和工業高等学校
MJ 渡辺　　慶太 埼　玉 浦和工業高等学校
MJ 中川　　涼 埼　玉 浦和工業高等学校
MJ 関口　　裕亮 埼　玉 浦和工業高等学校
MJ 秋山　　慶樹 東　京 日本大学豊山高等学校
MJ 平崎　　雄也 東　京 日本大学豊山高等学校
MJ 太田　　翼 東　京 日本大学豊山高等学校
MJ 鳴海　　颯 東　京 成城高校
MJ 石上　　優大 神奈川 横浜高校
MJ 野田　　龍聖 神奈川 横浜高校
MJ 鈴木　　史竜 静　岡 静岡城北高等学校
MJ 木村　　光希 愛　知
MJ 安川　　義道 奈　良 榛生昇陽高等学校
MJ 大町　　健斗 広　島 安芸府中高等学校
MJ 冨尾　　大地 鹿児島 鹿屋体育大学
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 高井　　岳人 埼　玉 浦和工業高等学校
MY 佐々木　洸太 埼　玉 浦和工業高等学校
MY 小沼　　良太郎 埼　玉 みさかRC
MY 横田　　円造 ITA G.S.BAREGGESE

MY 檜村　　奏太 東　京 スミタエイダイパールイズミ
MY 山内　　渓太 岐　阜 Team-DADDY

MY 三宅　　大春 京　都 北桑田高等学校
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

WE 合田　　祐美子 岡　山 BH ASTIFO

WE 針谷　　千紗子 栃　木 Live GARDEN Bici Stelle

WE 渕上　　記理子 大　阪 クラブシルベスト
WE 伊藤　　杏菜 愛　知 Champion System Japan

WE 髙橋　　由圭 埼　玉 Ready Go JAPAN

WE 須藤　　むつみ 東　京 Ready Go JAPAN

WE 伊藤　　千紘 埼　玉 Ready Go JAPAN

WE 米田　　和美 北海道 Ready Go JAPAN

WE 金子　　広美 三　重 イナーメ信濃山形
WE 齋藤　　望 宮　城 日本体育大学
WE 中村　　妃智 千　葉 日本体育大学
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 谷　　　伊央里 群　馬 日本体育大学
WE 與那嶺　恵理 茨　城  サクソバンクFX証券
WE 萩原　　麻由子 群　馬 Wiggele Honda

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

WY 岡本　　二菜 東　京 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ
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 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


