
選抜クラス男子 氏名漢字 氏名カナ チーム名称

1 佐々木　遼 ｻｻｷ ﾘｮｳ Team GOCHI

2 加藤　大貴 ｶﾄｳ ﾀﾞｲｷ COW GUMMA

3 田中　裕士 ﾀﾅｶ ﾕｳｼﾞ

4 森本　誠 ﾓﾘﾓﾄ ﾏｺﾄ GOKISO

5 兼松　大和 ｶﾈﾏﾂ ﾔﾏﾄ Infinity Style

6 板子　佑士 ｲﾀｺ ﾕｳｼﾞ

7 高岡　亮寛 ﾀｶｵｶ ｱｷﾋﾛ 六本木エクスプレス

8 宿谷　英男 ｼｭｸﾔ ﾋﾃﾞｵ 竹芝サイクルレーシング

9 池田　隆人 ｲｹﾀﾞ ﾀｶﾄ TEAM  ZWC

10 村上　貴大 ﾑﾗｶﾐ ﾀｶﾋﾛ チーム柴田 自転車愛好会！

11 加藤　友泰 ｶﾄｳ ﾄﾓﾔｽ 天照

12 丸谷　知広 ﾏﾙﾀﾆ ﾄﾓﾋﾛ 多武峰朝練

13 水野　きょうへい ﾐｽﾞﾉ ｷｮｳﾍｲ Avenir YY

14 瀬戸口　瑛 ｾﾄｸﾞﾁ ｱｷﾗ Avenir YY

15 ぼしす　とむ ﾎﾞｼｽ ﾄﾑ Avenir YY

16 梅川　陸 ｳﾒｶﾜ ﾘｸ 大泉愛輪会

17 谷古宇　俊典 ﾔｺｳ ﾄｼﾉﾘ 天照CST

18 土肥　桂介 ﾄﾋ ｹｲｽｹ 天照cst

19 坂口　裕芳 ｻｶｸﾞﾁ ﾋﾛﾖｼ soleil de lest

20 星野　貴也 ﾎｼﾉ ﾀｶﾔ COW GUMMA

21 西村　育人 ﾆｼﾑﾗ ｲｸﾄ

22 大島　浩明 ｵｵｼﾏ ﾋﾛｱｷ グランペール

23 狩野　敦 ｶﾉｳ ｱﾂｼ 上毛レーシング

24 布留川　恒太朗 ﾌﾙｶﾜ ｺｳﾀﾛｳ 天照c.s.t

25 犬井　健太 ｲﾇｲ ｹﾝﾀ

26 渡邊　凜 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘﾝ

27 橋本　晴哉 ﾊｼﾓﾄ ｾｲﾔ

28 三上　倫生 ﾐｶﾐ ﾄﾓｷ TEAM ZWC

29 大野　拓也 ｵｵﾉ ﾀｸﾔ 天照CST

30 金子　宗平 ｶﾈｺ ｿｳﾍｲ COW GUMMA

31 長倉　慎之介 ﾅｶﾞｸﾗ ｼﾝﾉｽｹ β-endorphin

32 若松　達人 ﾜｶﾏﾂ ﾀﾂﾋﾄ ちばサイクル

33 齊藤　雅仁 ｻｲﾄｳ ﾏｻﾋﾄ 郡山サイクルフレンズ

34 篠崎　勇杜 ｼﾉｻﾞｷ ﾊﾔﾄ T-serv

35 中森　晃太郎 ﾅｶﾓﾘ ｺｳﾀﾛｳ MIVRO

36 荻野　仁志 ｵｷﾞﾉ ﾋﾄｼ

37 松木　雄介 ﾏﾂｷ ﾕｳｽｹ

38 荒瀧　隆公 ｱﾗﾀｷ ﾀｶﾋﾄ

39 齋藤　慶之 ｻｲﾄｳ ﾖｼﾕｷ

40 宮本　賢一 ﾐﾔﾓﾄ ｹﾝｲﾁ Mont et Lac

41 菊地　健一 ｷｸﾁ ｹﾝｲﾁ BREAK A LEG

42 倉垣　龍星 ｸﾗｶﾞｷ ﾘｭｳｾｲ ＭＩＶＲＯ

43 中島　卓二 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｸｼﾞ VIVA ZAPPEI

44 高橋　優一 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｲﾁ MGU

45 市川　正赳 ｲﾁｶﾜ ﾏｻﾀｹ

46 本田　竜介 ﾎﾝﾀﾞ ﾘｭｳｽｹ F(t)麒麟山Racing

47 松下　成章 ﾏﾂｼﾀ ﾅﾙｱｷ MIVRO

48 幕田　亮 ﾏｸﾀ ﾘｮｳ TEAM WANGUN

49 吉見　恒平 ﾖｼﾐ ｺｳﾍｲ

50 川勝　敦嗣 ｶﾜｶﾂ ｱﾂｼ MiNERVA-asahi

51 三原　圭太 ﾐﾊﾗ ｹｲﾀ
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52 佐藤　択海 ｻﾄｳ ﾀｸﾐ まいぺーす

53 落合　明 ｵﾁｱｲ ｱｷﾗ

54 清宮　洋幸 ｾｲﾐﾔ ﾋﾛﾕｷ 竹芝サイクルレーシング

55 松木　匡宏 ﾏﾂｷ ﾀﾀﾞﾋﾛ MIVRO

56 加賀谷　悟 ｶｶﾞﾔ ｻﾄﾙ

57 岸本　崇 ｷｼﾓﾄ ﾀｶｼ infinity style

58 堀口　大樹 ﾎﾘｸﾞﾁ ﾀﾞｲｼﾞｭ

59 鈴木　一肇 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾄｼ プロトン伊豆

60 加藤　辰之介 ｶﾄｳ ｼﾝﾉｽｹ

61 久保　敦 ｸﾎﾞ ｱﾂｼ SIMIZU RC/ZWC

62 牛尼　真冬 ｳｼｱﾏ ﾏﾌﾕ

63 椿　健一 ﾂﾊﾞｷ ｹﾝｲﾁ

64 蛭田　智啓 ﾋﾙﾀ ﾄｼﾋﾛ 風魔横浜

65 花田　俊太 ﾊﾅﾀﾞ ｼｭﾝﾀ Iris自転車部

66 宮城　嗣秀 ﾐﾔｷﾞ ﾂｸﾞﾋﾃﾞ 天照CST

67 大川　篤彦 ｵｵｶﾜ ｱﾂﾋｺ Team ZWC

68 川村　英樹 ｶﾜﾑﾗ ﾋﾃﾞｷ

69 村田　健 ﾑﾗﾀ ｹﾝ Team Tacke

70 佐藤　拓海 ｻﾄｳ ﾀｸﾐ team GOCHI

71 田中　健志 ﾀﾅｶ ｹﾝｼ MiNERVA-asahi

72 豊田　勝徳 ﾄﾖﾀﾞ ｶﾂﾉﾘ トレックジャパンレーシング

73 白岩　悠哉 ｼﾗｲﾜ ﾕｳﾔ

74 大倉　壮 ｵｵｸﾗ ｿｳ teamYOUCAN

75 クラットワーシー　フレッドｸﾗｯﾄﾜｰｼｰ ﾌﾚｯﾄﾞ

76 田平　岳史 ﾀﾋﾗ ﾀｹｼ ワンダーサイクリング OB会

77 高畑　巡 ﾀｶﾊﾀ ﾒｸﾞﾙ

78 田中　敏樹 ﾀﾅｶ ﾄｼｷ BEX ISOYA

79 平石　稜人 ﾋﾗｲｼ ﾔﾏﾄ VORTEX634

80 立花　典 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾂｶｻ Ｔｅａｍ　ＺＷＣ

81 小早川　克明 ｺﾊﾞﾔｶﾜ ｶﾂｱｷ 水ミー／NICO／EMU

82 青木　峻二 ｱｵｷ ｼｭﾝｼﾞ

83 小川　剛慶 ｵｶﾞﾜ ﾖｼﾉﾌﾞ 天照CST

84 米内　蒼馬 ﾖﾅｲ ｿｳﾏ TEAM YOU CAN

85 西野　喜文 ﾆｼﾉ ﾖｼﾌﾐ IS NET FUKUI

86 内田　晋平 ｳﾁﾀﾞ ｼﾝﾍﾟｲ

87 近江　竜之介 ｵｳﾐ ﾘｭｳﾉｽｹ TEAM SKY KYOTO

88 宇井　陽平 ｳｲ ﾖｳﾍｲ Team MAX41

89 中澤　孝介 ﾅｶｻﾞﾜ ｺｳｽｹ 峠のよろず屋

90 笹内　秀法 ｻｻｳﾁ ﾋﾃﾞﾉﾘ Team ZWC

91 蓬田　直生 ﾖﾓｷﾞﾀﾞ ﾅｵｷ 現場猫レーシングチーム2軍

92 水村　健大 ﾐｽﾞﾑﾗ ｹﾝﾀ team NOZAC

93 石井　祥平 ｲｼｲ ｼｮｳﾍｲ アーティファクトレーシング

94 荒井　隆之 ｱﾗｲ ﾘｭｳｼﾞ

選抜クラス女子

201 榎本　美帆 ｴﾉﾓﾄ ﾐﾎ MIVRO

202 望月　美和子 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾐﾜｺ SAGISAKA

203 樫木　祥子 ｶｼｷ ｼｮｳｺ 株式会社オーエンス

204 佐野　歩 ｻﾉ ｱﾕﾐ Infinity Style

205 宮下　朋子 ﾐﾔｼﾀ ﾄﾓｺ TWOCYCLE

206 三谷　優空 ﾐﾀﾆ ﾕﾗ TeamUKYO Reve

207 久米　さやか ｸﾒ ｻﾔｶ

208 谷川　真由子 ﾀﾆｶﾜ ﾏﾕｺ
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209 中島　深希 ﾅｶｼﾞﾏ ﾐｷ

210 大村　智子 ｵｵﾑﾗ ﾄﾓｺ

211 柴田　里美 ｼﾊﾞﾀ ｻﾄﾐ

212 石井　嘉子 ｲｼｲ ﾖｼｺ アーティファクトレーシング
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