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No. 選手ID 選手名 ｶﾅ 登録地 ﾁｰﾑ名

1 1300861 ホセ ビセンテ トリビオ ﾎｾ ﾋﾞｾﾝﾃ ﾄﾘﾋﾞｵ 大阪府 マトリックスパワータグ

2 1500367 アイラン フェルナンデス ｱｲﾗﾝ ﾌｪﾙﾅﾝﾃﾞｽ 大阪府 マトリックスパワータグ

3 0301347 佐野 淳哉 ｻﾉ ｼﾞｭﾝﾔ 静岡県 マトリックスパワータグ

4 9700347 土井 雪広 ﾄﾞｲ ﾕｷﾋﾛ 東京都 マトリックスパワータグ

5 9701956 向川 尚樹 ﾑｶｲｶﾞﾜ ﾅｵｷ 大阪府 マトリックスパワータグ

6 0700546 安原 大貴 ﾔｽﾊﾗ ﾀﾞｲｷ 大阪府 マトリックスパワータグ

21 0400861 増田 成幸 ﾏｽﾀﾞ ﾅﾘﾕｷ 栃木県 宇都宮ブリッツェン

22 1100355 小野寺 玲 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾚｲ 栃木県 宇都宮ブリッツェン

23 1001727 雨澤 毅明 ｱﾒｻﾞﾜ ﾀｹｱｷ 栃木県 宇都宮ブリッツェン

24 0400843 鈴木 譲 ｽｽﾞｷ ﾕｽﾞﾙ 栃木県 宇都宮ブリッツェン

25 1100488 岡 篤志 ｵｶ ｱﾂｼ 茨城県 宇都宮ブリッツェン

27 0600844 阿部 嵩之 ｱﾍﾞ ﾀｶﾕｷ 栃木県 宇都宮ブリッツェン

61 1201451 下島 将輝 ｼﾓｼﾞﾏ ﾏｻｷ 兵庫県 那須ブラーゼン

62 1700093 永吉 篤弥 ﾅｶﾞﾖｼ ｱﾂﾔ 愛知県 那須ブラーゼン

63 1000394 岸 崇仁 ｷｼ ﾀｶﾋﾄ 茨城県 那須ブラーゼン

64 1301587 柴田 雅之 ｼﾊﾞﾀ ﾏｻﾕｷ 京都府 那須ブラーゼン

65 1001560 吉田 悠人 ﾖｼﾀﾞ ﾕｳﾄ 栃木県 那須ブラーゼン

66 0900064 西尾 勇人 ﾆｼｵ ﾊﾔﾄ 北海道 那須ブラーゼン

81 1001902 米谷 隆志 ﾖﾈﾀﾆ ﾀｶｼ 東京都 LEOMO Bellmare Racing Team

82 0801747 才田 直人 ｻｲﾀ ﾅｵﾄ 宮城県 LEOMO Bellmare Racing Team

83 1601347 岩瀬 照 ｲﾜｾ ｼｮｳ 新潟県 LEOMO Bellmare Racing Team

85 1500184 小嶋 渓円 ｺｼﾞﾏ ｹｲｴﾝ 神奈川 LEOMO Bellmare Racing Team

86 0901780 加地 邦彦 ｶｼﾞ ｸﾆﾋｺ 東京都 LEOMO Bellmare Racing Team

87 9701240 宮澤 崇史 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾀｶｼ JPCA LEOMO Bellmare Racing Team

101 0900655 高木 三千成 ﾀｶｷﾞ ﾐﾁﾅﾘ 埼玉県 東京ヴェントス

103 0501593 内野 直也 ｳﾁﾉ ﾅｵﾔ 埼玉県 東京ヴェントス

104 0801515 伊藤 舜紀 ｲﾄｳ ｼｭﾝｷ 北海道 東京ヴェントス

108 1201250 古田 潤 ﾌﾙﾀ ｼﾞｭﾝ 東京都 東京ヴェントス

109 1301128 小野寺 望 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾉｿﾞﾑ 東京都 東京ヴェントス

110 1602211 永富 一騎 ﾅｶﾞﾄﾐ ｶｽﾞｷ 東京都 東京ヴェントス

141 0900955 中村 龍太郎 ﾅｶﾑﾗ ﾘｭｳﾀﾛｳ 千葉県 イナーメ信濃山形

142 1502527 小山 智也 ｺﾔﾏ ﾄﾓﾔ 大阪府 イナーメ信濃山形

144 1101679 佐野 千尋 ｻﾉ ﾁﾋﾛ 北海道 イナーメ信濃山形

146 0901542 北野 普識 ｷﾀﾉ ﾕｷﾉﾘ 千葉県 イナーメ信濃山形

155 1702239 河田 恭司郎 ｶﾜﾀﾞ ｷｮｳｼﾛｳ 愛知県 イナーメ信濃山形

156 9701178 筧 五郎 ｶｹｲ ｺﾞﾛｳ 愛知県 イナーメ信濃山形

161 0201014 大塚 航 ｵｵﾂｶ ﾜﾀﾙ 京都府 VICTOIRE 広島

162 1400374 谷 順成 ﾀﾆ ｼﾞｭﾝｾｲ 岐阜県 VICTOIRE 広島

163 0600791 藤岡 克磨 ﾌｼﾞｵｶ ｶﾂﾏ 徳島県 VICTOIRE 広島

164 1400034 白川 幸希 ｼﾗｶﾜ ｺｳｷ 岡山県 VICTOIRE 広島

165 1201456 中川 智 ﾅｶｶﾞﾜ ｻﾄｼ 奈良県 VICTOIRE 広島

169 1500381 藤川 淳 ﾌｼﾞｶﾜ ｼﾞｭﾝ 広島県 VICTOIRE 広島

181 9700539 狩野 智也 ｶﾉｳ ﾄﾓﾔ 群馬県 群馬グリフィン

182 1400279 宇田川 陽平 ｳﾀﾞｶﾞﾜ ﾖｳﾍｲ 千葉県 群馬グリフィン

183 1200062 川田 優作 ｶﾜﾀ ﾕｳｻｸ 栃木県 群馬グリフィン

184 1200884 村田 雄耶 ﾑﾗﾀ ﾕｳﾔ 福岡県 群馬グリフィン

185 1300540 松井 大悟 ﾏﾂｲ ﾀﾞｲｺﾞ 石川県 群馬グリフィン

186 0400882 加賀 龍治 ｶｶﾞ ﾘｭｳｼﾞ 広島県 群馬グリフィン

201 0901755 野口 悠真 ﾉｸﾞﾁ ﾕｳﾏ 東京都 FIETS GROEN 日本ロボティクス

202 9702834 中村 文武 ﾅｶﾑﾗ ﾌﾐﾀｹ 東京都 FIETS GROEN 日本ロボティクス

203 1200031 高橋 伸成 ﾀｶﾊｼ ﾉﾌﾞｼｹﾞ 静岡県 FIETS GROEN 日本ロボティクス

210 1100038 香西 真介 ｺｳｻﾞｲ ｼﾝｽｹ 神奈川 FIETS GROEN 日本ロボティクス

211 1100570 光山 英典 ﾐﾂﾔﾏ ﾋﾃﾞﾉﾘ 愛知県 FIETS GROEN 日本ロボティクス

213 0600619 安藤 光平 ｱﾝﾄﾞｳ ｺｳﾍｲ 東京都 FIETS GROEN 日本ロボティクス
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221 0601273 松木 健治 ﾏﾂｷ ｹﾝｼﾞ 京都府 VC FUKUOKA

222 1601992 前原 直幸 ﾏｴﾊﾗ ﾅｵﾕｷ 大阪府 VC FUKUOKA

223 1000423 佐藤 信哉 ｻﾄｳ ｼﾝﾔ 福岡県 VC FUKUOKA

228 1300024 佐藤 秀和 ｻﾄｳ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 埼玉県 VC FUKUOKA

229 1100350 加納 篤 ｶﾉｳ ｱﾂｼ 栃木県 VC FUKUOKA

232 1201348 江川 哲治 ｴｶﾞﾜ ﾃﾂｼﾞ 福岡県 VC FUKUOKA

241 9800459 小畑 郁 ｵﾊﾞﾀ ｶｵﾙ 東京都 なるしまフレンド　レーシングチーム

243 0900524 渡邊 聡 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾄﾙ 神奈川 なるしまフレンド　レーシングチーム

244 0900457 近藤 正紀 ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾉﾘ 東京都 なるしまフレンド　レーシングチーム

248 1500427 松井 敏文 ﾏﾂｲ ﾄｼﾌﾐ 栃木県 なるしまフレンド　レーシングチーム

249 1000395 岡部 健太郎 ｵｶﾍﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 東京都 なるしまフレンド　レーシングチーム

250 1600259 小川 恵佑 ｵｶﾞﾜ ｹｲｽｹ 東京都 なるしまフレンド　レーシングチーム

282 0210120 佐藤 利英 ｻﾄｳ ﾄｼﾋﾃﾞ 岩手県 eNShare-エルドラード

286 0901489 水野 恭兵 ﾐｽﾞﾉ ｷｮｳﾍｲ 山梨県 eNShare-エルドラード

287 0901773 豊田 勉 ﾄﾖﾀﾞ ﾂﾄﾑ 愛知県 eNShare-エルドラード

291 1301786 野上 太一 ﾉｶﾞﾐ ﾀｲﾁ 愛知県 eNShare-エルドラード

293 1600101 山根 真吾 ﾔﾏﾈ ｼﾝｺﾞ 広島県 eNShare-エルドラード

294 1700821 井上 文成 ｲﾉｳｴ ﾌﾐﾅﾘ 岡山県 eNShare-エルドラード

301 1201592 阿部 航大 ｱﾍﾞ ｺｳﾀﾞｲ 栃木県 Honda 栃木

303 0901551 水間 健 ﾐｽﾞﾏ ﾀｹｼ 栃木県 Honda 栃木

305 1300346 河合 貴明 ｶﾜｲ ﾀｶｱｷ 栃木県 Honda 栃木

306 1300075 佐川 祐太 ｻｶﾞﾜ ﾕｳﾀ 埼玉県 Honda 栃木

307 1600445 平塚 佑亮 ﾋﾗﾂｶ ﾕｳｽｹ 栃木県 Honda 栃木

308 1400265 野宮 一朗 ﾉﾐﾔ ｲﾁﾛｳ 栃木県 Honda 栃木

321 0100092 浜頭 恭 ﾊﾏｶﾞｼﾗ ﾔｽｼ 東京都 ACQUA TAMA EURO-WORKS

322 9900169 青木 誠 ｱｵｷ ﾏｺﾄ 東京都 ACQUA TAMA EURO-WORKS

325 0900461 秋山 悟郎 ｱｷﾔﾏ ｺﾞﾛｳ 東京都 ACQUA TAMA EURO-WORKS

326 0200172 平林 昌樹 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾏｻｷ 神奈川 ACQUA TAMA EURO-WORKS

327 1300766 茂越 龍哉 ﾓｺﾞｴ ﾀﾂﾔ 兵庫県 ACQUA TAMA EURO-WORKS

330 1502291 糸川 典往 ｲﾄｶﾞﾜ ﾉﾘﾕｷ 島根県 ACQUA TAMA EURO-WORKS

343 0100293 小渡 健悟 ｺﾜﾀﾘ ｹﾝｺﾞ 奈良県 シエルヴォ奈良MIYATA-MERIDAレーシングチーム

346 1100628 安田 京介 ﾔｽﾀﾞ ｷｮｳｽｹ 京都府 シエルヴォ奈良MIYATA-MERIDAレーシングチーム

347 0601561 大中 巧基 ｵｵﾅｶ ｺｳｷ 岩手県 シエルヴォ奈良MIYATA-MERIDAレーシングチーム

348 1000164 福岡 直樹 ﾌｸｵｶ ﾅｵｷ 神奈川 シエルヴォ奈良MIYATA-MERIDAレーシングチーム

349 1001504 小西 優大 ｺﾆｼ ﾕｳﾀﾞｲ 大阪府 シエルヴォ奈良MIYATA-MERIDAレーシングチーム

351 0800588 徳田 鍛造 ﾄｸﾀﾞ ﾀﾝｿﾞｳ 鹿児島 シエルヴォ奈良MIYATA-MERIDAレーシングチーム

361 0400470 大久保 陣 ｵｵｸﾎﾞ ｼﾞﾝ 鹿児島 チームブリヂストンサイクリング

362 0500798 窪木 一茂 ｸﾎﾞｷ ｶｽﾞｼｹﾞ 福島県 チームブリヂストンサイクリング

364 0900699 原田 裕成 ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾛｱｷ 岡山県 チームブリヂストンサイクリング

365 1001732 堀 孝明 ﾎﾘ ﾀｶｱｷ 栃木県 チームブリヂストンサイクリング

367 0801159 近谷 涼 ﾁｶﾀﾆ ﾘｮｳ 富山県 チームブリヂストンサイクリング

368 0900845 橋本 英也 ﾊｼﾓﾄ ｴｲﾔ 岐阜県 チームブリヂストンサイクリング

381 0800607 前田 公平 ﾏｴﾀﾞ ｺｳﾍｲ 東京都 弱虫ペダル サイクリングチーム

383 1001103 長塚 寿生 ﾅｶﾞﾂｶ ﾄｼｷ 茨城県 弱虫ペダル サイクリングチーム

384 0600054 大場 政登志 ｵｵﾊﾞ ﾏｻﾄｼ 茨城県 弱虫ペダル サイクリングチーム

385 1502178 赤荻 秀弥 ｱｶｵｷﾞ ｼｭｳﾔ 栃木県 弱虫ペダル サイクリングチーム

386 1402184 岩崎 晶雲 ｲﾜｻｷ ｼｮｳｳﾝ 福島県 弱虫ペダル サイクリングチーム

387 1400152 江越 海玖也 ｴｺﾞｼ ﾐｸﾔ 神奈川 弱虫ペダル サイクリングチーム
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