
№ 氏名 ふりがな 所属チーム № 氏名 ふりがな 所属チーム

1 阿曽圭佑 あそ 三重 KINAN Cycling Team 61 豊田 勝徳 ﾄﾖﾀﾞ ｶﾂﾉﾘ 大阪 Coraggio Kawanishi Cycling Team

2 大塚 航 おおつかわたる 京都 CIERVO NARA CYCLINGTeam 62 鳥居 新也 ﾄﾘｲ ｼﾝﾔ 大阪 竹芝サイクルレーシング

3 小森 亮平 こもりりょうへい 愛三工業レーシングチーム 63 長野 耕治 ﾅｶﾞﾉ ｺｳｼﾞ 愛媛 ACQUATAMA EURO-WORKS

4 下島 将輝 しもじままさき 兵庫 Coraggio Kawanishi Cycling Team 64 南條 太郎 ﾅﾝｼﾞｮｳ ﾀﾛｳ 大阪 エキップリオン

5 白石真悟 しらいししんご 山口 シマノドリンキング 65 西脇 圭亮 ﾆｼﾜｷ ｹｲｽｹ 大阪 Cloud 9ers

6 武井きょうすけ たけいきょうすけ 茨城 チーム フォルツァ! 66 野口 翔太 ﾉｸﾞﾁ ｼｮｳﾀ 奈良 チームシルクロード

7 辻善光 つじよしみつ 奈良 Team Zenko 67 野口 岳志 ﾉｸﾞﾁ ﾀｹｼ 長野 VeloClub Minamishinshu

8 永良大誠 ながらたいせい 兵庫 マトリックスパワータグ 68 野原 弘貴 ﾉﾊﾗ ﾋﾛｷ 岐阜 名岐ベンド

9 北西 佳輔 きたにしけいすけ 和歌山 マトリックスパワータグ 69 長谷川 将 ﾊｾｶﾞﾜ ﾏｻﾙ 京都 PCG JAPAN

10 元山高嶺 もとやまたかね 京都 JP SPORTS TEAM MASSA 70 馬場 智和 ﾊﾞﾊﾞ ﾄﾓｶｽﾞ 石川 バルバクラブカナザワ

11 山本雅道 やまもとまさみち 神奈川 KINAN Cycling Team 71 浜田 健志 ﾊﾏﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 大阪 ステラシルベスト

12 與那嶺恵理 よなみねえり 茨城 チーム フォルツァ! 72 濱野 克悠 ﾊﾏﾉ ｶﾂﾕｷ 富山 バルバクラブ　トヤマ

13 ロイック・デリアッろいっく 愛知 KINAN Cycling Team 73 濵野 慎仁朗 ﾊﾏﾉ ｼﾝｼﾞﾛｳ 福岡 サイクルプラス・福岡

14 若杉 佳祐 わかすぎ 愛知 CIERVO NARA CYCLINGTeam 74 早瀬 憲太郎 ﾊﾔｾ ｹﾝﾀﾛｳ 神奈川 日本ろう自転車競技協会

15 秋本 光隆 ｱｷﾓﾄ ﾐﾂﾀｶ 愛知 Team Rueda Nagoya 75 広瀬 竜太 ﾋﾛｾ ﾘｭｳﾀ 京都 CLOUD 9ers

16 畦地 利哉 ｱｾﾞﾁ ﾄｼﾔ 岐阜 名岐ベンド 76 藤枝 三央 ﾌｼﾞｴﾀﾞ ﾐﾂｵ 兵庫

17 阿部 良之 ｱﾍﾞ ﾖｼﾕｷ 大阪 チーム・アヴェル 77 藤岡 徹也 ﾌｼﾞｵｶ ﾃﾂﾔ 兵庫

18 池田 慎治 ｲｹﾀﾞ ｼﾝｼﾞ 大阪 JP SPORTS TEST TEAM-MASSA-ANDEX 78 藤田 耕志 ﾌｼﾞﾀ ﾀｶｼ 大阪 クラブシルベスト

19 石井 智 ｲｼｲ ﾄﾓ 大阪 クラブシルベスト 79 本間 智樹 ﾎﾝﾏ ﾄﾓｷ 石川 TONDEMOクラブCSKAGA

20 石川 貴英 ｲｼｶﾜ ﾀｶﾃﾙ 新潟 SEKIYA 80 前田 光亮 ﾏｴﾀﾞ ﾐﾂｱｷ 福井 バルバクラブ　フクイ

21 一色 寛之 ｲｯｼｷ ﾋﾛﾕｷ 京都 CIERVO JOVENES NARA 81 松井 大悟 ﾏﾂｲ ﾀﾞｲｺﾞ 石川 トンデモクラブＣＳＫＡＧＡ

22 伊藤 高明 ｲﾄｳ ﾀｶｱｷ 大阪 Sakatani　Racing 82 松木 健治 ﾏﾂｷ ｹﾝｼﾞ 大阪 クラブシルベスト

23 稲垣 怜 ｲﾅｶﾞｷ ｻﾄｼ 愛知 Teamまるいち 83 松村 孝一 ﾏﾂﾑﾗ ｺｳｲﾁ 京都

24 稲津 祐哉 ｲﾅﾂﾞ ﾕｳﾔ 兵庫 HEART BEART Racing 但馬 84 松本 貞行 ﾏﾂﾓﾄ ｻﾀﾞﾕｷ 京都 Sakatani Racing

25 井上 政貴 ｲﾉｳｴ ﾏｻｷ 兵庫 イナーメ信濃山形 85 溝原 誠 ﾐｿﾞﾊﾗ ﾏｺﾄ 岡山 チーム岡山

26 井上 亮 ｲﾉｳｴ ﾘｮｳ 京都 VC Fukuoka 86 三田 雅之 ﾐﾀ ﾏｻﾕｷ 大阪 チームルパン

27 今井 雄輝 ｲﾏｲ ﾕｳｷ 兵庫 AQUA TAMA EURO-WORKS 87 村田 憲治 ﾑﾗﾀ ｹﾝｼﾞ 京都

28 今西 尚志 ｲﾏﾆｼ ﾋｻﾌﾐ 大阪 ペダル 88 森田 大理 ﾓﾘﾀ ﾀﾞｲﾘ 三重 TSU RACING

29 大内 薫 ｵｵｳﾁ ｶｵﾙ 大阪 ペダル 89 柳田 博樹 ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ﾋﾛｷ 兵庫 Cycle Racing Team ALLEZ

30 大倉 隆慈 ｵｵｸﾗ ﾘｭｳｼﾞ 奈良 EURO-WORKS Racing 90 山下 貴宏 やました たかひろ 奈良 シエルヴォ奈良MIYATA-MERIDA

31 大中 巧基 おおなかこうき 埼玉 シエルヴォ奈良 91 山本 浩史 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛﾌﾐ 大阪 ペダル

32 大濱 篤史 ｵｵﾊﾏ ｱﾂｼ 大阪 チバポンズ川口農園 92 山本 恵大 ﾔﾏﾓﾄ ﾔｽﾄﾓ 兵庫 グランデパール播磨

33 岡崎 陽介 おかざき ようすけ 兵庫 JP　SPORTS　TEST TEAM・MASSA・ANDEX 93 中川 智 奈良 シエルヴォ奈良

34 岡村 英紀 ｵｶﾑﾗ ﾋﾃﾞﾉﾘ 三重 TSU RACING

35 岡本 康太郎 ｵｶﾓﾄ ｺｳﾀﾛｳ 和歌山 TEAM SANREMO

36 小川 修 ｵｶﾞﾜ ｵｻﾑ 三重 TSU RACING

37 荻野 貴之 ｵｷﾞﾉ ﾀｶﾕｷ 大阪 Team Avel

38 尾崎 辰也 ｵｻﾞｷ ﾀﾂﾔ 大阪 Team-RSO Racing

39 海藤 稜馬 ｶｲﾄﾞｳ ﾘｮｳﾏ 山形 エルドラードサムライ東北withのんのんびより

40 兼松 大和 ｶﾈﾏﾂ ﾔﾏﾄ 大阪 Team Green Road

41 亀井 隆広 ｶﾒｲ ﾀｶﾋﾛ 大阪 Sakatani Racing

42 岸本 勝寛 ｷｼﾓﾄ ｶﾂﾋﾛ 兵庫 Nasu Fan Club

43 熊本 大五郎 ｸﾏﾓﾄ ﾀﾞｲｺﾞﾛｳ 兵庫 八ヶ岳CYCLING CLUB

44 小嶋 元 ｺｼﾞﾏ ﾊｼﾞﾒ 愛知 イナーメ信濃山形

45 児玉 誠治 ｺﾀﾞﾏ ｾｲｼﾞ 兵庫 Lumiere KOBE

46 児玉 岳史 ｺﾀﾞﾏ ﾀｹｼ 茨城 筑波大学RacingTeam+OB

47 小西 優大 ｺﾆｼ ﾕｳﾀﾞｲ 大阪 シエルヴォ奈良MIYATA-MERIDA

48 小渡 健吾 こわたりけんご 奈良 シエルヴォ奈良MIYATA-MERIDA

49 酒井 一真 ｻｶｲ ｶｽﾞﾏ 大阪 チームアヴェル

50 酒井 孝典 ｻｶｲ ｺｳｽｹ 大阪 八ヶ岳　CYCLING CLUB

51 酒井 紀章 ｻｶｲ ﾉﾘｱｷ 福井 バルバクラブ　フクイ

52 酒井 義輝 ｻｶｲ ﾖｼﾃﾙ 大阪 PCG Japan

53 高堰 竜馬 ﾀｶｾｷ ﾘｮｳﾏ 兵庫 NASU FAN CLUB

54 田中 修一 ﾀﾅｶ ｼｭｳｲﾁ 兵庫 Lumiere KOBE

55 田中 力 ﾀﾅｶ ﾘｷ 京都 PCG Japan

56 多端 亮 ﾀﾊﾞﾀ ﾘｮｳ 奈良

57 中馬 聡司 ﾁｭｳﾏ ｻﾄｼ 兵庫 soleil de lest

58 辻  俊行 つじ としゆき 大阪

59 栂尾 大知 ﾄｶﾞｵ ﾀｲﾁ 兵庫 Coraggio　Kawanishi　Cycling　Team

60 徳永 宏高 ﾄｸﾅｶﾞ ﾋﾛﾀｶ 大阪
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94 岩崎 晶雲 ｲﾜｻｷ ｼｮｳｳﾝ 福島 Team ヨシノ 148 福田 俊太郎 ﾌｸﾀﾞ ｼｭﾝﾀﾛｳ 大阪 coraggio kawanishi cycling team Jr.

95 木村 吉秀 ｷﾑﾗ ﾖｼﾋﾃﾞ 滋賀 大阪工業大学 149 清水 大樹 ｼﾐｽﾞ ﾀｲｷ 神奈川 横浜高校

96 草場 啓吾 くさば けいご 京都 日本大学 150 林 茂樹 ﾊﾔｼ ｼｹﾞｷ 滋賀 京都廣学館高等学校

97 郷原 輝久 ｺﾞｳﾊﾗ ﾃﾙﾋｻ 京都 masahikomifune.com 151 植益 和行 ｳｴﾏｽ ｶｽﾞﾕｷ 大阪 興國高等学校

98 科野 大蔵 ｼﾅﾉ ﾀﾞｲｿﾞｳ 大阪 Coraggio Kawanishi Cycling Team 152 上羽虎之介 ｳｴﾊﾞﾄﾗﾉｽｹ 京都 向陽高校

99 中植 啓介 ﾅｶｳｴ ｹｲｽｹ 大阪 MasahikoMifune.com cycling team 153 金田慎二郎 ｶﾈﾀﾞｼﾝｼﾞﾛｳ 京都 向陽高校

100 村田 瑞季 むらた みずき 京都 中央大学 154 間瀬 勝義 ﾏｾ ｶﾂﾖｼ 大阪 佐野工科

101 柳瀬 慶明 ﾔﾅｾ ﾐﾁｱｷ 大阪 Coraggio Kawanishi Cycling Team 155 福永 大智 ﾌｸﾅｶﾞ ﾀﾞｲﾁ 大阪 城東工科

102 米田 彰 ﾖﾈﾀﾞ ｱｷﾗ 大阪 Coraggio Kawanishi Cycling Team 156 山﨑 一 ﾔﾏｻｷ ﾊｼﾞﾒ 大阪 城東工科

103 朝比奈 佑一 ASAHINA, Yuichi 神奈川 慶應義塾大学 157 曽我部 厚誠 ｿｶﾞﾍﾞ ｱﾂﾉﾘ 大阪 城東工科高校

158 古川 智也 ﾌﾙｶﾜ ﾄﾓﾔ 大阪 城東工科高校

159 町田 龍士 ﾏﾁﾀﾞ ﾘｭｳｼﾞ 大阪 城東工科高校

№ 氏名 ふりがな 所属チーム 160 徳田 匠 ﾄｸﾀﾞ ﾀｸﾐ 京都府 北桑田高等学校

104 柴田 雅之 SHIBATA, Masayuki 京都 龍谷大学 161 田中 久敦 ﾀﾅｶ ﾋｻﾉﾌﾞ 京都 北稜高校

105 秋山　真一 AKIYAMA　SHINICHI 立命館大学 3年 162 西村 豊紀 ﾆｼﾑﾗ ﾄﾖｷ 京都 北稜高校

106 長南　慶生 CHONAN　KEIKI 立命館大学 3年 163 藤木 大嗣 ﾌｼﾞｷ ﾀﾞｲｼﾞ 京都 北稜高校

107 石橋　健三朗 ISHIBASHI 　KENZABURO 立命館大学 2年

108 川鍋　元暉 KAWANABE　GENKI 立命館大学 2年

109 北野　龍人 KITANO　RYUTO 立命館大学 2年

110 高木　三千成 TAKAGI　MICHINARI 立教大学 4年

111 関谷　聡 SEKIYA　SATOSHI 立教大学 2年

112 中西　健児 NAKANISHI　KENJI 同志社大学 3年

113 秋田　拓磨 AKITA　TAKUMA 朝日大学 4年

114 木田　久仁弥 KIDA　KUNIYA 朝日大学 4年

115 金野　冬星 KONNNO　TOUSEI 朝日大学 4年

116 有山　誠昌 ARIYAMA　TAKAMASA 朝日大学 3年

117 金田　聡士 KANEDA　SATOSHI 朝日大学 3年

118 仲沢　優祐 NAKAZAWA　YUUSUKE 朝日大学 3年

119 新城　雄一朗 SHINNJYOU　YUUICHIROU 朝日大学 3年

120 鎌足　拓弥 KAMATARI　TAKUYA 朝日大学 2年

121 鈴木　天 SUZUKI　TAKASHI 朝日大学 2年

122 高橋　拓己 TAKAHASAHI　TAKUMI 朝日大学 2年

123 高橋　弘樹 TAKAHASHI　HIROKI 朝日大学 2年

124 谷口　光輝 TANIGUCHI　KOUKI 朝日大学 2年

125 成貞　琳平 NARISADA　RINNPEI 朝日大学 1年

126 寺崎　源 TERASAKI　GENN 朝日大学 1年

127 窪　翼 kubo　tubasa 中京大学 4年

128 小玉　凌 kodama　ryo 中京大学 3年

129 森　聖貴 m　kiyotaka 中京大学 3年

130 西原　祐太 nisihara　yuta 中京大学 2年

131 岩井　和也 IWAI　KAZUYA 大阪産業大学 3年

132 山崎　翼 YAMAZAKI　TSUBASA 大阪産業大学 2年

133 井上　渓太 INOUE　KEITA 早稲田大学 4年

134 塩田　航平 SHIODA　KOHEI 早稲田大学 2年

135 孫崎　大樹 MAGOSAKI　DAIKI 早稲田大学 1年

136 加藤　智信 k　TOMONOBU 慶應義塾大学 4年

137 麻見 雄介 OMI, Yusuke 神奈川 慶應義塾大学

138 松清　秀雄 MATSUKIYO　HIDEO 京都大学 4年

139 明石　岳志 AKASHI　TAKESHI 京都産業大学 4年

140 間瀬　勇毅 MASE　YUUKI 京都産業大学 3年

141 中井　路雅 NAKAI　MICHIMASA 京都産業大学 3年

142 須堯　元春 SUGYOU　MOTOHARU 京都産業大学 3年

143 中井　唯晶 NAKAI　TADAAKI 京都産業大学 1年

144 安田　京介 YASUDA　KYOUSUKE 京都産業大学 1年

145 谷　順成 TANI　JUNSEI 関西大学 3年

146 松兼　輝明 MATSUKANE　TERUAKI 関西大学 2年

147 前田 充貴 MAEDA, Mitsutaka 京都 関西学院大学
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