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Num. 選手名 Rider Name Pref. TeamName
重原　優希 SHIGEHARA,Yuki 京　都 RingoRoad
長原　潤 NAGAHARA,Jun 岡　山 code 33
太田　翔 OTA,Sho 岡　山 Team Grandi Petit 
逸崎　瑞喜 ITSUZAKI,Mizuki 大　阪 法政大学
野崎　真優 NOZAKI,Mahiro 広　島 Team Kermis Cross
大山　航平 OYAMA,Kohei 愛　知 法政大学
梅本　聖也 UMEMOTO,Seiya 大　阪 大阪産業大学附属高等学校
辻川　涼兵 TSUJIKAWA,Ryohei 岡　山 サイファアスリートクラブ
中司　大輔 NAKATSUKASA,Daisuke 滋　賀 堀場製作所自転車倶楽部
池田　渓人 IKEDA,Keito 熊　本 熊本県自転車競技連盟
牧野　航大 MAKINO,Kodai 広　島
平尾　優斗 HIRAO,Yuto 大　阪 大阪経済大学
大原　陸 OHARA,Riku 大　阪 VC VELOCE
湯浅　博貴 YUASA,Hirotaka 埼　玉 ヴィクトワール広島
園田　大智 SONODA,Taichi 埼　玉 ヴィクトワール広島
林　伶音 HAYASHI,Reon 神奈川 ヴィクトワール広島
島野　翔汰 SHIMANO,Shota 北海道
平井　杏周 HIRAI,Anshu 京　都 関西大学
岡野　優斗 OKANO,Yuto 愛　媛 エキップUレーシング
村田　麻弦 MURATA,Maito 京　都 ZERO BIKE FACTORY
石田　智大 ISHIDA,Chihiro 大　阪 0
吉田　壮良 YOSHIDA,Sora 大　阪 大阪産業大学
楢山　結己 NARAYAMA,Yuuki 鹿児島 0
加藤　辰之介 KATO,Shinnosuke 三　重 0
天野　康輝 AMANO,Kouki 富　山 バルバクラブタカオカ
渡瀬　義雄 WATASE,Yoshio 静　岡 Yamanakako Cycling Team
石原　悠太 ISHIHARA,Yuta 鹿児島 松山学院高等学校
末本　歩夢 SUEMOTO,Amu 広　島 eNShare Cycling Team
西川　直輝 NISHIKAWA,Naoki 島　根 SUCC
金田　歩 KANEDA,Ayumu 大　阪 AXIS
藤田　黎明 FUJITA,Reimei 兵　庫 関西大学
山口　順也 YAMAGUCHI,Junya 大　阪
川内野　巧実 KAWACHINO,Takumi 大　阪 立命館大学
福永　和人 FUKUNAGA,Kazuto 広　島 広島市立広島工業高等学校
辻本　青矢 TSUJIMOTO,Seiya 静　岡 信州大学自転車競技部
伊藤　雄祐 ITO,Yusuke 大　阪 立命館大学
門井　大和 KADOI,Yamato 島　根 SUCC
宮﨑　健太 MIYAZAKI,Kenta 兵　庫 大阪経済大学
神谷　遥人 KAMIYA,Haruto 愛　知
渡真利　優介 TOMARI,Yusuke 沖　縄 チーム米須
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沖本　拓己 OKIMOTO,Takumi 大　阪 立命館大学
野々山　大我 NONOYAMA,Taiga 愛　知 イナーメ信濃山形EFT
瀬戸口　瑛 SETOGUCHI,Akira 鹿児島 Avenir Cycling Yamanashi
水上　隆助 MINAKAMI,Takasuke 熊　本 同志社大学
久保　陽大 KUBO,Yodai 大　阪 VC福岡エリート
若月　隆真 WAKATSUKI,Takuma 埼　玉 アブニールヤマナシヤマナカコ
吉田　晴登 YOSHIDA,Haruto 徳　島 徳島サイクルレーシング
楠本　善次 KUSUMOTO,Zenji 兵　庫 大阪経済大学
渡邊　諒馬 WATANABE,Ryoma 愛　媛 VC福岡
神村　泰輝 KAMIMURA,Taiki 東　京 AVENIR Cycling Yamanashi
サルマ　寛大 SHARMA,Kanta 大　分 津末レーシング
初川　弘浩 HATSUKAWA,Kohiro 愛　知 中京大学
谷口　翔太郎 TANIGUCHI,Shotaro 熊　本 同志社大学
中村　健人 NAKAMURA,Kento 京　都 京都大学
小林　快 KOBAYASHI,Kai 山　梨 Avenir Yamanashi Yamanakako
高橋　耀 TAKAHASHI,Akira 兵　庫 関西学院大学
岸本　宙斗 KISHIMOTO,Hiroto 兵　庫 中京大学
沢野　大地 SAWANO,Daichi 埼　玉 作新学院大学自転車競技部
小山田　亮 OYAMADA,Ryo 静　岡 TEAM YOU CAN
山本　拓海 YAMAMOTO,Takumi 京　都 龍谷大学
成田　眸 NARITA,Hitomi 愛　知
江越　大地 EGOSHI,Daichi 山　口 山口県自転車競技連盟
澤田　侑児 SAWADA,Yuni 東　京 山梨学院大学
高塚　清一 TAKATSUKA,Kiyokazu 奈　良 同志社大学
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