
名前 チーム 連盟 登録No

阿部　嵩之 宇都宮ブリッツェン 栃　木 09ME0600844

岡　篤志 宇都宮ブリッツェン 茨　城 08ME1100488

小野寺　玲 宇都宮ブリッツェン 栃　木 09ME1100355

増田　成幸 宇都宮ブリッツェン 栃　木 09ME0400861

鈴木　譲 宇都宮ブリッツェン 栃　木 09ME0400843

山本　元喜 KINAN Cycling Team 奈　良 29ME0700705

椿　大志 KINAN Cycling Team 東　京 13ME0701585

佐野　淳哉 MATRIX POWERTAG 静　岡 21ME0301347

近谷　涼 TEAM BRIDGESTONE Cycling 富　山 18ME0801159

窪木　一茂 TEAM BRIDGESTONE Cycling 福　島 07ME0500798

石橋　学 TEAM BRIDGESTONE Cycling 青　森 02ME0801011

沢田　桂太郎* TEAM BRIDGESTONE Cycling 宮　城 04MU1301042

橋本　英也 TEAM BRIDGESTONE Cycling 岐　阜 24ME0900845

岡本　隼 愛三工業レーシングチーム 和歌山 30ME0901309

渡邊　翔太郎 愛三工業レーシングチーム 岐　阜 24ME1000950

小石　祐馬 TeamUKYO 京　都 26ME1000264

吉田　悠人 那須ブラーゼン 栃　木 09ME1001560

柴田　雅之 那須ブラーゼン 京　都 26ME1301587

大塚　航 VICTOIRE広島 京　都 26ME0201014

谷　順成 VICTOIRE広島 岐　阜 24ME1400374

中川　智 VICTOIRE広島 奈　良 29ME1201456

松田　祥位* EQADS 岐　阜 24MU1500848

中村　龍太郎 イナーメ信濃山形 千　葉 12ME0900955

才田　直人 LEOMO Bellmare Racing Team 宮　城 04ME0801747

熊田　哲也 CAMEL MEN'S GEAR 秋　田 05ME1300584

星野　貴也 COW GUMMA 群　馬 10ME1500362

香西　真介 FIETS GROEN 日本ロボティクス 神奈川 14MM1100038

佐川　祐太 Honda栃木 埼　玉 11ME1300075

加藤　達也 PARABOLA イワイ シーガル 福　岡 40ME1100373

中川　直樹 SPADE・ACE 愛　知 22ME1600068

武田　祥典 天童市役所 山　形 06ME1300438

伊藤　舜紀 東京ヴェントス 北海道 01ME0801515

西尾　憲人 明星大学 北海道 01ME0900066
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小山　貴大 シマノレーシング 群　馬 10MU1000442

中田　拓也 シマノレーシング 長　野 17MU1600138

佐藤　健 日本大学 熊　本 43MU1501061

清水　大樹 京都産業大学 神奈川 14MU1201870

中井　唯晶 京都産業大学 滋　賀 25MU1201132

岡部　祐太 日本体育大学 広　島 34MU1200698

齊藤　瞭汰 日本体育大学 群　馬 10MU1200890

井上　功一朗 東京大学 東　京 13MU1502044

新谷　佳史 東京大学 東　京 13MU1601778

渡邉　慶太 明治大学 埼　玉 11MU1100641

鈴木　浩太 明星大学 千　葉 12MU1600476

山本　大喜 KINAN Cycling Team 奈　良 29MU1001773

石上　優大 AVC AIX EN PROVENCE 神奈川 14MU1100358

渡邉　歩 GSC Blagnac Velo Sport 31 福　島 07MU1101375

小山　智也 Igname信濃山形 大　阪 27MU1502527

大町　健斗 Team Eurasia - IRC TIRE 広　島 34MU1100567

中村　圭佑 USSA Pavilly Barentin 神奈川 34MU1500383

白川　幸希 VICTOIRE広島 岡　山 33MU1400034

藤田　涼平 サイタマサイクルプロジェクト 埼　玉 11MU1101875

二宮　誉仁 関西大学 大　阪 27MU1300703

石原　悠希 順天堂大学 栃　木 09MU1301663

中川　拳 早稲田大学 北海道 01MU1301253

男子U23  (MU23) 
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阿蘇　暖 浦和北高校 埼　玉 11MJ1600862

今井　希 浦和北高校 埼　玉 11MJ1600867

氏原　真之介 浦和北高校 埼　玉 11MJ1600863

伊澤　将也 横浜高校 神奈川 14MJ1702431

香山　飛龍 横浜高校 神奈川 14MJ1601996

福田　圭晃 横浜高校 神奈川 14MJ1400148

小川　陽大 日本大学豊山高等学校　自転車部 東　京 13MJ1600250

髙橋　佳大 日本大学豊山高等学校　自転車部 東　京 13MJ1701938

戸村　正純 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ 東　京 13MJ1502781

檜村　奏太 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ 東　京 13MJ1401674

森崎　健臣 ブラウブリッツェン 東　京 13MJ1502782

小野寺　慶 ブラウブリッツェン 栃　木 09MJ1300365

青木　拓穂 明治大学 群　馬 10MJ1501037

山本　哲央 中央大学 山　梨 15MJ1501423

島田　柊生 明星大学 栃　木 09MJ1501668

椎貝　竜哉 那須ブラーゼン 栃　木 09MJ1501669

小笠原　匠海 EQADS 東　京 13MJ1501112

入部　宏樹 シエルヴォ奈良レーシングチーム 奈　良 29MJ1501364

藤野　竜弥 Team Kermis Cross 広　島 36MJ1301690

平井　光介 TEAM YOU CAN 山　梨 15MJ1700059

鳥倉　必勝 SBC  vertex  racing team 神奈川 14MJ1700413

新開　隆人 Coraggio Kawanishi Cycling Team Junior Youth 兵　庫 28MJ1602287

宇佐美　颯基 横浜創学館高校 神奈川 14MJ1602271

鴨下　拓弥 堀越高校 東　京 13MJ1600292

男子ジュニア  (MJ) 
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犬伏　　輝斗 チームスクアドラ 大　阪 27MY1700533

加藤　大智 京都向陽サイクルスポーツ（ヴィアトール学園 洛星高校） 京　都 26MY1701156

津田　悠義 三好高校 愛　知 22MY1500398

茂呂　佳名人 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ　（蓮田中学校） 東　京 13MY1600749

中村　誠 SSPC-アスリート良山中学校 福　岡 40MY1703244

佐藤　伊織 葛西工業高校 東　京 13MY1602079

細川　翔汰 石川県自転車競技連盟 石　川 19MY1802257

寺田　吉騎 Vivaceー掛川磐田北 静　岡 21MY1501710

田中　天拳 浦和北高校 埼　玉 11MY1801832

滝沢　悠人 浦和北高校 埼　玉 11MY1801833

福田　晃司 浦和北高校 埼　玉 11MY1801835

寺島　京那 長野県自転車競技連盟 長　野 17MY1802272

中村　翼 日本大学豊山高等学校　自転車部 東　京 13MY1701936

佐藤　光 日本大学豊山高等学校　自転車部 東　京 13MY1801625

男子アンダー17＋男子アンダー15 （ MU17＋MU15）
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合田　祐美子 CORRIDORE BIORACER 岡　山 33FE0900635

福田　咲絵 Elles Pays de la Loire 神奈川 14FE1600652

伊藤　杏菜 Live GARDEN Bici Stelle 栃　木 09FE1101522

林口　幸恵 Live GARDEN Bici Stelle 栃　木 09FE1301646

米田　和美 MOPS 北海道 01FE0401474

與那嶺　恵理 Wiggle High5 茨　城 08FE1101795

平野　弓子 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ 東　京 13FM1700461

菊池　香 なるしまフレンド 神奈川 14FE0801083

唐見　実世子 弱虫ペダルサイクリングチーム 茨　城 08FP9701485

梶原　悠未 筑波大学 茨　城 08FU1301061

松田　理帆 東京大学 東　京 13FE1703102

簑原　由加利 日本ろう自転車競技協会 東　京 13FE1200505

早瀨　久美 日本ろう自転車競技協会 神奈川 14FE1301628

女子U23  (WU23) 

名前 チーム 連盟 登録No

田上　萌々子 ブラウブリッツェン 埼　玉 11FU1401255

下山　美寿々 早稲田大学 大　阪 27FU1501176

名前 チーム 連盟 登録No

石上　夢乃 横浜創学館高校自転車競技部 神奈川 14FJ1600404

増田　たま 筑波大学附属坂戸高校 埼　玉 11FJ1702035

阿部　セラ スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ 東　京 13FJ1701127

船橋　星来 日本体育大学桜華高等学校 東　京 13FY1501886

渡部　春雅 駒沢大学高等学校 神奈川 14FY1500249

女子ジュニア＋女子アンダー17（ WJ＋WU17）

女子エリート  (WE)


