
No. 氏名 申込 チーム UCIコード KT SP IP PR SH KE MA TP TS

1 中川　　誠一郎 強化 JPCU熊本 JPN19790607 ○

2 渡邉　　一成 強化 JPCU福島 JPN19830812 ○

3 新田　　祐大 強化 JPCU福島 JPN19860125 ○ ○

4 早坂　　秀悟 強化 JPCU宮城 JPN19860122 ○ ○

5 河端　　朋之 強化 JPCU岡山 JPN19850207 ○ ○

6 脇本　　雄太 強化 JPCU福井 JPN19890321 ○

7 雨谷　　一樹 強化 JPCU栃木 JPN19900114 ○ ○

8 和田　　真久留 強化 JPCU神奈川 JPN19910302 ○ ○

9 藤根　　俊貴 岩手 岩手県 JPN19950211 ○ 岩手

10 後藤　　悠 岩手 岩手県 JPN19950408 ○ 岩手

11 三浦　　元緋 岩手 岩手県 JPN19950912 ○ 岩手

12 澤口　　馨太 岩手 岩手県 JPN19960911 ○

13 安倍　　大成 岩手 岩手県 JPN19981030 ○

14 荒井　　佑太 宮城 法政大学 JPN19950719 ○ 法大

15 新村　　穣 茨城 茨城CS JPN19931016 ○ ○ 実業団

16 渡辺　　慶太 埼玉 浦和工業高校 JPN19981206 ○ ○

17 野村　　直史 埼玉 栄北高校 JPN19981109 ○

18 桑名　　僚也 埼玉 日本体育大学 JPN19970930 ○

19 小泉　　智也 埼玉 法政大学 JPN19970403 ○ ○

20 板倉　　玄京 千葉 明治大学 JPN19960308 ○ 明大

21 小林　　清仁 東京 航空電子 JPN19850617 ○

22 大村　　慶二 神奈川 Team Logisty Jack JPN19780225 ○ TLGJ

23 大前　　翔 神奈川 慶応義塾大学 JPN19970803 ○

24 善波　　昭 愛知 Team Logisty Jack JPN19730627 ○ TLGJ

25 清水　　勇人 愛知 日本大学 JPN19960910 ○

26 皿屋　　豊 三重 ｲﾅｰﾒ信濃山形 JPN19821227 ○

27 相馬　　義宗 岐阜 岐阜県 JPN19940710 ○ 岐阜

28 渡邊　　翔太郎 岐阜 岐阜県 JPN19940829 ○ ○ 岐阜

29 浦田　　真成 岐阜 岐阜県 JPN19960310 ○ ○ 岐阜

30 栗山　　和樹 岐阜 岐阜県 JPN19970618 岐阜

31 永田　　吏玖 岐阜 岐阜県 JPN19971201 ○ 岐阜

32 梅寶　　勇作 大阪 ベロチスタ　アヴェル JPN19850808 ○

33 南　　　潤 和歌山 和歌山県 JPN19971113 ○ ○

34 佐伯　　亮輔 鳥取 中央大学 JPN19940714 ○ ○ 中大

35 山根　　将太 鳥取 中央大学 JPN19970709 ○ ○ 中大

36 金田　　優作 鳥取 中央大学 JPN19970809 ○ ○ 中大

37 金田　　聡士 鳥取 朝日大学 JPN19941224 ○ ○ 朝日大

38 宮本　　隼輔 山口 中央大学 JPN19940731 ○ ○

39 青野　　将大 香川 法政大学 JPN19940628 ○ 法大

40 眞砂　　英作 香川 明治大学 JPN19950526 ○ 学連

41 真鍋　　智寛 愛媛 松山聖陵高校 JPN19981127 ○ ○

42 近藤　　翔馬 愛媛 法政大学 JPN19980304 ○

43 野本　　空 愛媛 明治大学 JPN19960720 ○

44 森本　　尊也 高知 明治大学 JPN19940620 ○ ○

45 梶原　　大地 福岡 中央大学 JPN19970530 ○ 中大

46 今村　　駿介 福岡 中央大学 JPN19980214 ○ ○ 中大 中大

47 橋本　　陸 福岡 中央大学 JPN19970520 ○ 中大

48 上野　　恭哉 福岡 法政大学 JPN19980313 ○

49 原井　　博斗 福岡 中央大学 JPN19951209 ○ 中大 中大

50 小林　　和希 福岡 明治大学 JPN19940608 ○ 明大

51 橋本　　瑠偉 佐賀 明治大学 JPN19950316 ○ 明大

52 田川　　翔琉 熊本 明治大学 JPN19980203 ○

53 谷口　　力也 熊本 明治大学 JPN19970902 ○
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54 高橋　　優斗 大分 中央大学 JPN19970319 ○ ○ 中大

55 高橋　　綜一郎 大分 法政大学 JPN19960727 ○ 法大 法大

56 阿部　　将大 大分 鹿屋体育大学 JPN19960614 ○ ○

57 池邊　　聖 学連 慶應義塾大学 JPN19941109 ○ 学連

58 伊藤　　和輝 学連 早稲田大学 JPN19940724 学連

59 廣瀬　　元輝 学連 立命館大学 JPN19941210 学連

60 川元　　優佑 学連 同志社大学 JPN19940515 ○ 学連

61 西田　　雅志 JPCA JPCA JPN19780220 ○

62 三谷　　竜生 JPCA JPCA JPN19870905 ○

63 浅井　　康太 JPCA JPCA JPN19840622 ○

64 下沖　　功児 JPCA JPCA JPN19830821 ○

65 加賀山　淳 JPCA JPCA JPN19840126 ○

66 柴﨑　　淳 JPCA JPCA JPN19860919 ○ JPCA

67 伊藤　　裕貴 JPCA JPCA JPN19920202 ○ JPCA

68 谷口　　遼平 JPCA JPCA JPN19940203 ○ JPCA

69 原田　　裕成 AIS 愛三工業ﾚｰｼﾝｸﾞﾁｰﾑ JPN19930811 ○ ○ 岡山

70 一丸　　尚伍 BGT ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝｱﾝｶｰｻｲｸﾘﾝｸﾞﾁｰﾑ JPN19920104 ○ ○ 大分

71 寺崎　　浩平 バルバR バルバレーシングクラブ JPN19940104 ○ ○ 実業団

72 和田　　樹 朝日大 朝日大学 JPN19971108 ○ 朝日大

73 小原　　佑太 朝日大 朝日大学 JPN19960229 ○ ○ 朝日大

74 佐々木　真吾 朝日大 朝日大学 JPN19951125 ○ 朝日大

75 中村　　友哉 朝日大 朝日大学 JPN19960803 ○ 朝日大

76 長谷部　龍一 朝日大 朝日大学 JPN19960625 ○ 朝日大

77 岡本　　大成 朝日大 朝日大学 JPN19971128 朝日大

78 木下　　怜也 朝日大 朝日大学 JPN19950226 朝日大

79 成貞　　琳平 朝日大 朝日大学 JPN19960711 朝日大

80 中村　　賢人 朝日大 朝日大学 JPN19950425 朝日大

81 松本　　尚平 朝日大 朝日大学 JPN19960126 朝日大

82 安田　　京介 京産大 京都産業大学 JPN19950729 ○ 京産大

83 樋口　　峻明 京産大 京都産業大学 JPN19950929 京産大

84 斉藤　　慶尚 TLGJ Team Logisrty  Jack JPN19710713 TLGJ

85 山崎　　潤 TLGJ Team Logisrty  Jack JPN19760917 TLGJ

86 小野　　武 TLGJ Team Logisrty  Jack JPN19920507 TLGJ

87 曽我　　圭佑 明大 明治大学 JPN19940403 ○ ○ 明大

88 隈園　　郷史 明大 明治大学 JPN19960810 明大

89 小林　　泰正 日体大 日本体育大学 JPN19940812 ○ ○ 群馬

90 安田　　開 日体大 日本体育大学 JPN19970211 ○

91 山下　　祥平 日体大 日本体育大学 JPN19970313 ○

92 倉林　　巧和 日体大 日本体育大学 JPN19920201 ○ ○ 群馬

93 直井　　駿太 中大 中央大学 JPN19960628 中大

94 橋本　　壮史 中大 中央大学 JPN19950414 中大

95 鈴木　　康平 法大 法政大学 JPN19950302 法大 法大

96 菊山　　将志 法大 法政大学 JPN19940725 法大

97 白垣　　良祐 法大 法政大学 JPN19951225 法大

98 鈴木　　陸来 法大 法政大学 JPN19961026 法大

99 渡部　　将太 法大 法政大学 JPN19960519 岡山 法大

100 上野　　恭哉 法大 法政大学 JPN19980313 法大 法大

101 木原　　孝明 法大 法政大学 JPN19960625 ○

102 近谷　　涼 MTR マトリックスパワータグ JPN19920417 ○ ○

103 橋本　　直 鹿屋体大 鹿屋体育大学 JPN19920602 鹿屋体大 鹿屋体大

104 黒枝　　咲哉 鹿屋体大 鹿屋体育大学 JPN19950928 ○ 大分 鹿屋体大

105 堀　　　航輝 鹿屋体大 鹿屋体育大学 JPN19950526 ○ ○ 鹿屋体大

106 野上　　竜太 鹿屋体大 鹿屋体育大学 JPN19960225 ○ ○ 鹿屋体大



No. 氏名 申込 チーム UCIコード KT SP IP PR SH KE MA TP TS

107 阿部　　将大 鹿屋体大 鹿屋体育大学 JPN19960614 鹿屋体大 鹿屋体大

108 松本　　憲斗 鹿屋体大 鹿屋体育大学 JPN19961012 ○ 鹿屋体大

109 徳田　　匠 鹿屋体大 鹿屋体育大学 JPN19970422 ○ ○ 鹿屋体大

110 内山　　雅貴 PITT Pinazou Test Team JPN19950403 ○ ○

111 伊藤　　宏人 順大 順天堂大学 JPN19940925 順大

112 海老本　拓也 順大 順天堂大学 JPN19950306 ○ 順大

113 蠣崎　　藍道 順大 順天堂大学 JPN19950825 順大

114 清水　　覚 順大 順天堂大学 JPN19970125 順大

115 松山　　達人 順大 順天堂大学 JPN19970822 順大

116 佐藤　　啓斗 早大 早稲田大学 JPN19961018 ○ ○

117 吉田　　悠人 日大 日本大学 JPN19941218 日大

118 緑川　　裕也 日大 日本大学 JPN19940922 ○

119 森口　　寛己 日大 日本大学 JPN19950817 ○ ○ 日大

120 山本　　修平 日大 日本大学 JPN19951226 ○ ○ 日大

121 坂井　　洋 日大 日本大学 TPE19941025 ○ ○ 日大

122 照井　　拓成 日大 日本大学 JPN19960108 岩手

123 兼本　　将太 日大 日本大学 JPN19961124 ○ 日大

124 坂本　　紘規 日大 日本大学 JPN19960808 日大

125 草場　　啓吾 日大 日本大学 JPN19960908 ○ 日大 日大

126 佐々木　眞也 日大 日本大学 JPN19940809 ○ ○ 日大

127 沼口　　竜馬 日大 日本大学 JPN19940627 ○

128 中島　　詩音 日大 日本大学 JPN19980120 ○ ○ 日大

129 山本　　英弘 日大 日本大学 JPN19970913 ○ ○

130 沢田　　桂太郎 日大 日本大学 JPN19980121 ○ ○ 日大 日大

131 小玉　　和寿 日大 日本大学 JPN19970628 ○ ○

132 竹井　　彗 日大 日本大学 JPN19971214 ○

133 早川　　裕紀 日大 日本大学 JPN19970407 ○

134 渡口　　勝成 日大 日本大学 JPN19970709 ○

135 小嶋　　健太 日大 日本大学 JPN19970919 ○

136 大澤　　勇騎 日大 日本大学 JPN19970403 ○

137 貝原　　涼太 日大 日本大学 JPN19970816 ○

138 野崎　　祐一郎 日大 日本大学 JPN19951113 ○

139 平林　　楓輝 明星大 明星大学 JPN19970930 ○

140 小清水　拓也 LBRT LEOMO Bellmare Racing Team JPN19920124 ○
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201 加瀬　　加奈子 強化 JPCU新潟 JPN19800531 ○ ○

202 石井　　寛子 強化 JPCU東京 JPN19860109 ○ ○

203 石井　　貴子 強化 JPCU千葉 JPN19900217 ○ ○

204 梶田　　舞 強化 JPCU栃木 JPN19870126 ○ ○

205 清水　　知美 青森 八戸学院大学 JPN19780412 ○ ○

206 梶原　　悠未 埼玉 筑波大C JPN19970410 ○ ○

207 鈴木　　奈央 静岡 静岡県自転車競技連盟 JPN19970209 ○ ○

208 宮田　　菜摘 岐阜 岐阜県 JPN19941211 ○

209 前田　　佳代乃 京都 京都府自転車競技連盟 JPN19910113 ○ ○

210 伊藤　　花歩 鳥取 鳥取短期大学 JPN19960702 ○ ○ 鳥取

211 菅原　　朱音 鳥取 倉吉総合産業高校 JPN19981221 ○ ○ 鳥取

212 平井　　杏奈 福岡 順天堂大学 JPN19970630 ○ ○

213 大久保　花梨 福岡 福岡県自転車競技連盟 JPN19971222 ○ ○

214 江藤　　里佳子 大分 鹿屋体育大学 JPN19950203 ○ ○ CBK

215 内村　　舞織 鹿児島 鹿児島県自転車競技連盟 JPN19980220 ○

216 小坂　　知子 JBCF 岩井商会レーシング JPN19851013 ○ 岩井商会

217 中川　　諒子 JBCF 岩井商会レーシング JPN19840529 ○ 岩井商会

218 吉川　　美穂 JBCF LiveGARDENBiciStelle JPN19930115 ○ ○

219 小林　　優香 JPCA JPCA JPN19940118 ○

220 土屋　　珠里 JPCA JPCA JPN19960927 ○

221 塚越　　さくら CBK CIEL BLEU KANOYA JPN19910413 ○ ○ CBK

222 上野　　みなみ CBK CIEL BLEU KANOYA JPN19910518 ○ ○ CBK

223 齋藤　　望 日体大 日本体育大学 JPN19940918 ○ ○

224 伊藤　　真生 日体大 日本体育大学 JPN19960926 ○ ○

225 岡本　　二菜 日体大 日本体育大学 JPN19970815 ○ ○

226 谷　　　伊央里 日体大 日本体育大学 JPN19960116 ○ ○

227 中村　　妃智 日体大 日本体育大学 JPN19930107 ○ ○

228 古山　　稀絵 日体大 日本体育大学 JPN19970721 ○ ○

229 西島　　叶子 鹿屋体大 鹿屋体育大学 JPN19950103 ○ ○

230 橋本　　優弥 鹿屋体大 鹿屋体育大学 JPN19970616 ○ ○ CBK
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301 相園　健太郎 JPCF 福岡大学 JPN19950227 ○ ○

302 川本　　翔大 JPCF 大和産業 JPN19960819 ○ ○

303 小林　　泰理 JPCF 厚木商業高校 JPN19981123 ○ ○

304 藤田　　征樹 JPCF チームチェブロ JPN19850117 ○ ○

305 石井　　雅史 JPCF イﾅｰﾒｱｲﾗﾝﾄﾞ信濃山形 JPN19721223 ○ ○

306 小池　　岳太 JPCF JTBｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ JPN19820802 ○ ○

307 阿部　　学宏 JPCF 鈴与 JPN19770122 ○ ○

308 大城　　竜之 JPCF チームチェブロ JPN19711026 ○

122 照井　　拓成 JPCF 日本大学 JPN19960108 P

309 飛田　　功平 JPCF 富山競輪場 JPN19860531 ○

310 宮越　　孝治 JPCF JPCU富山 JPN19790118 P

401 藤井美穂 JPCF 楽天ｿｼｵﾋﾞｼﾞﾈｽ JPN19941031 ○ ○

402 鹿沼由理恵 JPCF 楽天ｿｼｵﾋﾞｼﾞﾈｽ JPN19810520 ○ ○

403 田中まい JPCF JPCU千葉 JPN19891225 P P
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