
『J ProTour』2018年 選手リスト 　　

1 TORIBIO Jose Vicente 6 安原 大貴

2 AIRAN Fernandez 7 田窪 賢次

3 佐野 淳哉 8 間瀬 勇毅

4 土井 雪広 9 橋本 凌甫

5 向川 尚樹

21 増田 成幸 26 馬渡 伸弥

22 小野寺 玲 27 阿部 嵩之

23 雨澤 毅明 28 鈴木 龍

24 鈴木 譲 29 飯野 智行

25 岡 篤志

41 入部 正太朗 46 黒枝 咲哉

42 木村 圭佑 47 小山 貴大

43 湊 諒 48 中田 拓也

44 秋田 拓磨

45 横山 航太

61 下島 将輝 66 西尾 勇人

62 永吉 篤弥 67 樋口 峻明

63 岸 崇仁 68 椎貝 竜哉

64 柴田 雅之

65 吉田 悠人

81 米谷 隆志 86 加地 邦彦

82 才田 直人 87 宮澤 崇史

83 岩瀬 照

84 林 祐作

85 小嶋 渓円

101 高木 三千成 106 今田 崇史

102 BOSSIS Tom 107 増田 弘誠

103 内野 直也 108 古田 潤

104 伊藤 舜紀

105 BALLET Alexandre

東京ヴェントス

マトリックスパワータグ

宇都宮ブリッツェン

シマノレーシング

那須ブラーゼン

LEOMO Bellmare

1/4



『J ProTour』2018年 選手リスト 　　

121 中島 康晴 126 新城 雄大 131 GUARDIOLA Salvador

122 山本 元喜 127 山本 大喜

123 椿 大志 128 LEBAS Thomas

124 雨乞 竜己 129 CRAWFORD Jai

125 中西 健児 130 GARCIA Marcos

141 中村 龍太郎 146 北野 普識 151 大東 泰弘

142 小山 智也 147 遠藤 績穂 152 岩佐 昭一

143 豊田 勝徳 148 岩月 伸夫 153 小室 雅成

144 佐野 千尋 149 田渕 君幸 154 高杉 知彰

145 兼松 大和 150 SALISBURY Paul 155 河田 恭司郎

156 筧 五郎

161 大塚 航 166 杉山 文崇

162 谷 順成 167 桂 慶浩

163 藤岡 克磨 168 西川 昌宏

164 白川 幸希 169 藤川 淳

165 中川 智 170 下島 海人

181 狩野 智也 186 加賀 龍治

182 宇田川 陽平

183 川田 優作

184 村田 雄耶

185 松井 大悟

201 野口 悠真 206 藤田 勉 211 光山 英典

202 中村 文武 207 萩原 啓 212 高野 翔太

203 高橋 伸成 208 山口 雄大 213 安藤 光平

204 水野 貴行 209 奈良 浩

205 元山 高嶺 210 香西 真介

221 松木 健治 226 森下 遼太

222 前原 直幸 227 井戸川 真一

223 佐藤 信哉 228 佐藤 秀和

224 早川 祐司 229 加納 篤

225 中森 大樹 230 山科 竜一郎

KINAN Cycling Team

VICTOIRE広島

群馬グリフィン

FIETS GROEN 日本ロボティクス

VC FUKUOKA

イナーメ信濃山形
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241 小畑 郁 246 櫻井 一輝

242 松島 拓人 247 栗栖 嵩

243 渡邊 聡 248 松井 敏文

244 近藤 正紀 249 岡部 健太郎

245 伊藤 卓馬 250 小川 恵佑

261 菊地 悠介 266 頓所 哲郎

262 高田 雄太

263 山根 理史

264 幡司 勝

265 公文 拓真

281 宮口 直之 286 水野 恭兵 291 野上 太一

282 佐藤 利英 287 豊田 勉 292 小関 寛

283 日隈 優輔 288 三次 匠 293 山根 真吾

284 河賀 雄大 289 北野 龍人 294 井上 文成

285 河内 一晟 290 森 正存 295 梶木 恒介

296 金子 彰

301 阿部 航大 306 佐川 祐太

302 小林 宏志 307 平塚 佑亮

303 水間 健 308 野宮 一朗

304 小泉 亮一

305 河合 貴明

321 浜頭 恭 326 平林 昌樹

322 青木 誠 327 茂越 龍哉

323 山口 博久 328 須崎 尚樹

324 中田 真琴 329 野間 貴裕

325 秋山 悟郎 330 糸川 典往

341 西沢 倭義 346 安田 京介

342 山本 雅道 347 大中 巧基

343 小渡 健悟 348 福岡 直樹

344 重田 兼吾 349 小西 優大

345 若杉 圭祐 350 高山 恭彰

なるしまフレンド レーシングチーム

ウォークライド・バイク

eNShare-エルドラード

Honda 栃木

ACQUA TAMA EURO-WORKS

シエルヴォ奈良MIYATA-MERIDAレーシングチーム
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361 大久保 陣 366 一丸 尚伍

362 窪木 一茂 367 近谷 涼

363 石橋 学 368 橋本 英也

364 原田 裕成

365 堀 孝明

381 前田 公平 386 岩崎 晶雲

382 織田 聖 387 江越 海玖也

383 長塚 寿生

384 大場 政登志

385 赤荻 秀弥

401 新城 銀二 406 小笠原 匠海

402 浜田 大雅 407 宇賀 隆貴

403 石上 優大 408 渡邉 歩

404 蠣崎 優仁

405 松田 祥位

チーム ブリヂストン サイクリング

弱虫ペダル サイクリングチーム

E Q A D S
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