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No. 選手ID 選手名 ｶﾅ 登録地 ﾁｰﾑ名
301 9701178 筧 五郎 ｶｹｲ ｺﾞﾛｳ 愛知県 イナーメ信濃山形-EFT
302 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-EFT
303 1400051 佐藤 耕司 ｻﾄｳ ｺｳｼﾞ 大阪府 イナーメ信濃山形-EFT
304 0500349 井上 人志 ｲﾉｳｴ ﾋﾄｼ 大阪府 VC VELOCE（1）
305 1100274 藤⽥ 耕志 ﾌｼﾞﾀ ﾀｶｼ 大阪府 VC VELOCE（1）
307 0900162 苗村 徹 ﾅｴﾑﾗ ﾄｵﾙ 大阪府 VC VELOCE（1）
402 0500351 鎌谷 哲也 ｶﾏﾀﾆ ﾃﾂﾔ 大阪府 VC VELOCE（1）
306 9701872 近藤 智彦 ｺﾝﾄﾞｳ ﾄﾓﾋｺ 大阪府 VC VELOCE（2）
308 1301620 浜⽥ 健志 ﾊﾏﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 大阪府 VC VELOCE（2）
309 0800652 辻 邦浩 ﾂｼﾞ ｸﾆﾋﾛ 京都府 VC VELOCE（2）
507 1500049 末冨 拓 ｽｴﾄﾐ ﾀｸ 静岡県 VC VELOCE（2）
310 1100702 三次 匠 ﾐﾖｼ ﾀｸﾐ 広島県 eNShare Cycling Team
311 0401579 伊藤 翔吾 ｲﾄｳ ｼｮｳｺﾞ 広島県 eNShare Cycling Team
312 9901368 清水 英樹 ｼﾐｽﾞ ﾋﾃﾞｷ 鳥取県 eNShare Cycling Team
313 1600101 山根 真吾 ﾔﾏﾈ ｼﾝｺﾞ 広島県 eNShare Cycling Team
314 0800871 河内 一晟 ｺｳﾁ ｲｯｾｲ 広島県 eNShare Cycling Team
404 1402325 小関 寛 ｺｾｷ ﾋﾛｼ 広島県 eNShare Cycling Team
315 1400079 島⽥ 英樹 ｼﾏﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ 大阪府 Ｓａｋａｔａｎｉ Ｒａｃｉｎｇ
316 1000051 武平 純一 ﾀｹﾋﾗ ｼﾞｭﾝｲﾁ 大阪府 Ｓａｋａｔａｎｉ Ｒａｃｉｎｇ
405 1200430 上⽥ 泰正 ｳｴﾀﾞ ﾋﾛﾏｻ 大阪府 Ｓａｋａｔａｎｉ Ｒａｃｉｎｇ
317 1301407 山崎 昌宣 ﾔﾏｻﾞｷ ｱｷﾉﾘ 大阪府 CWASPアタリ前⽥
406 1602598 玉⽥ 旭 ﾀﾏﾀﾞ ｱｷﾗ 東京都 CWASPアタリ前⽥
407 1300266 本⽥ 博 ﾎﾝﾀﾞ ﾋﾛｼ 大阪府 CWASPアタリ前⽥
408 1200585 ⽥川 寛明 ﾀｶﾞﾜ ﾋﾛｱｷ 大阪府 CWASPアタリ前⽥
409 1400073 水⽥ 昌宏 ﾐｽﾞﾀ ﾏｻﾋﾛ 大阪府 CWASPアタリ前⽥
410 1400043 ⼾梶 創 ﾄｶｼﾞ ﾊｼﾞﾒ 大阪府 CWASPアタリ前⽥
318 1500114 ⽥口 紀昭 ﾀｸﾞﾁ ﾉﾘｱｷ 埼玉県 シャークアイランド
414 1500311 番場 慶太郎 ﾊﾞﾝﾊﾞ ｹｲﾀﾛｳ 千葉県 シャークアイランド
519 1602478 東條 俊⼆郎 ﾄｳｼﾞｮｳ ｼｭﾝｼﾞﾛｳ 東京都 シャークアイランド
319 1502291 糸川 典往 ｲﾄｶﾞﾜ ﾉﾘﾕｷ 島根県 soleil de lest
524 1400271 柿原 和貴 ｶｷﾊﾗ ｶｽﾞｷ 大阪府 soleil de lest
525 1300234 阿部 哲也 ｱﾍﾞ ﾃﾂﾔ 兵庫県 soleil de lest
320 1100018 石井 基朗 ｲｼｲ ﾓﾄｱｷ 静岡県 竹芝サイクルレーシング
416 1001161 大瀬⼾ 芳和 ｵｵｾﾄ ﾖｼｶｽﾞ 東京都 竹芝サイクルレーシング
526 1601957 猶原 聡 ﾅｵﾊﾗ ｻﾄｼ 東京都 竹芝サイクルレーシング
321 1501770 岩本 克也 ｲﾜﾓﾄ ｶﾂﾔ 山口県 Team UKYO Reve
322 1600606 ⻑谷川 彰浩 ﾊｾｶﾞﾜ ｱｷﾋﾛ 広島県 Team UKYO Reve
323 1301908 山口 和来 ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｽﾞｷ 東京都 Team UKYO Reve
417 1500211 高橋 叶平 ﾀｶﾊｼ ｷｮｳﾍｲ 広島県 Team UKYO Reve
527 1301678 早稲⽥ 亮太 ﾜｾﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 広島県 Team UKYO Reve
528 1700001 村岡 耕吉 ﾑﾗｵｶ ｺｳｷﾁ 広島県 Team UKYO Reve
324 1200030 ⻘江 良治 ｱｵｴ ﾖｼﾊﾙ 岡山県 ﾁｰﾑ 岡山
418 0000382 三村 尚 ﾐﾑﾗ ﾀｶｼ 岡山県 ﾁｰﾑ 岡山
419 1100103 藤井 伸昌 ﾌｼﾞｲ ﾉﾌﾞﾏｻ 岡山県 ﾁｰﾑ 岡山
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529 1201661 梶谷 明直 ｶｼﾞﾀﾆ ｱｷﾅｵ 岡山県 ﾁｰﾑ 岡山
325 1502466 井上 健志 ｲﾉｳｴ ﾀｹｼ 熊本県 チームGINRIN熊本
326 1400499 左迫間 昭一 ｻｺﾏ ｼｮｳｲﾁ 熊本県 チームGINRIN熊本
327 0300992 ⽥仲 康矢 ﾀﾅｶ ｺｳﾔ 沖縄県 チームGINRIN熊本
420 1602669 武富 正芳 ﾀｹﾄﾐ ﾏｻﾖｼ 熊本県 チームGINRIN熊本
530 1400501 蓑⽥ 幸作 ﾐﾉﾀﾞ ｺｳｻｸ 熊本県 チームGINRIN熊本
328 1600829 下島 海人 ｼﾓｼﾞﾏ ｶｲﾄ 兵庫県 Team Kermis Cross(1)
421 1600071 柳楽 諭 ﾅｷﾞﾗ ｻﾄｼ 広島県 Team Kermis Cross(1)
531 1600345 重本 明彦 ｼｹﾞﾓﾄ ｱｷﾋｺ 山口県 Team Kermis Cross(1)
534 1401175 北尾 海⽃ ｷﾀｵ ｶｲﾄ 広島県 Team Kermis Cross(1)
532 1400290 坂井 誠臣 ｻｶｲ ﾏｻｵﾐ 広島県 Team Kermis Cross(2)
533 1500484 小口 瞳史 ｵｸﾞﾁ ﾋﾄｼ 北海道 Team Kermis Cross(2)
422 1400292 富永 将宇 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾏｻﾀｶ 広島県 Team Kermis Cross(2)
329 1101885 鶴⽥ 和弘 ﾂﾙﾀ ｶｽﾞﾋﾛ 神奈川 チーム大永山
424 0900283 徳永 易丈 ﾄｸﾅｶﾞ ﾔｽﾀｹ 愛媛県 チーム大永山
425 1201903 杉村 敏章 ｽｷﾞﾑﾗ ﾄｼｱｷ 愛媛県 チーム大永山
537 1000248 佐崎 拓郎 ｻｻﾞｷ ﾀｸﾛｳ 愛媛県 チーム大永山
538 0900954 ⽥内 康裕 ﾀｳﾁ ﾔｽﾋﾛ 愛媛県 チーム大永山
330 1100638 山岡 健人 ﾔﾏｵｶ ｹﾝﾄ 愛媛県 TEAM LUPPI
331 1100700 松本 秀一 ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 愛媛県 TEAM LUPPI
332 1300762 森 正存 ﾓﾘ ﾏｻﾉﾌﾞ 愛媛県 TEAM LUPPI
539 1702977 大岡 佑誠 ｵｵｵｶ ﾕｳｾｲ 愛媛県 TEAM LUPPI
333 9702601 津末 浩平 ﾂｽｴ ｺｳﾍｲ 大分県 津末レーシング
540 1700734 畑 洋介 ﾊﾀ ﾖｳｽｹ 大分県 津末レーシング
541 1700736 江藤 潤 ｴﾄｳ ｼﾞｭﾝ 大分県 津末レーシング
542 1501416 宮本 賢一 ﾐﾔﾓﾄ ｹﾝｲﾁ 大分県 津末レーシング
334 1201705 中屋 貴義 ﾅｶﾔ ﾀｶﾖｼ 高知県 徳島サイクルレーシング
543 1600561 ⻄野 雅⽂ ﾆｼﾉ ﾏｻﾌﾐ 徳島県 徳島サイクルレーシング
544 1700578 一丸 裕介 ｲﾁﾏﾙ ﾕｳｽｹ 徳島県 徳島サイクルレーシング
335 1402369 上原 嗣則 ｳｴﾊﾗ ﾂｸﾞﾉﾘ 東京都 なるしまフレンド
426 1500265 阿島 哲夫 ｱｼﾞﾏ ﾃﾂｵ 神奈川 なるしまフレンド
427 1400410 赤塚 宏 ｱｶﾂｶ ﾋﾛｼ 東京都 なるしまフレンド
428 1602205 鈴⽊ 大 ｽｽﾞｷ ﾀﾞｲ 広島県 なるしまフレンド
336 1700086 井手 道康 ｲﾃﾞ ﾐﾁﾔｽ 愛知県 ネクストリーム・うどん虹や
337 1500015 竹内 和城 ﾀｹｳﾁ ｶｽﾞｷ 大阪府 ネクストリーム・うどん虹や
429 1600007 橋本 陽介 ﾊｼﾓﾄ ﾖｳｽｹ 大阪府 ネクストリーム・うどん虹や
338 1300170 山科 ⻯一郎 ﾔﾏｼﾅ ﾘｭｳｲﾁﾛｳ 兵庫県 VC AVANZARE
339 1300044 野間 貴裕 ﾉﾏ ﾀｶﾋﾛ 大阪府 VC AVANZARE
549 1300542 大友 皓平 ｵｵﾄﾓ ｺｳﾍｲ 滋賀県 VC AVANZARE
340 1300249 今倉 慎司 ｲﾏｸﾗ ｼﾝｼﾞ 福岡県 VC Fukuoka（1）
432 1502196 中森 大樹 ﾅｶﾓﾘ ﾀｲｷ 福岡県 VC Fukuoka（1）
434 1700201 満上 亘 ﾐﾂｶﾐ ﾜﾀﾙ 福岡県 VC Fukuoka（1）
550 1700207 森下 遼太 ﾓﾘｼﾀ ﾘｮｳﾀ 福岡県 VC Fukuoka（1）
341 1500775 中村 やすし ﾅｶﾑﾗ ﾔｽｼ 福岡県 VC Fukuoka（2）
433 1600137 宮本 健太郎 ﾐﾔﾓﾄ ｹﾝﾀﾛｳ 福岡県 VC Fukuoka（2）
551 JB17291 山⽥ 悠⽃ ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾄ 福岡県 VC Fukuoka（2）
342 1500271 石渡 誠一 ｲｼﾜﾀﾘ ｾｲｲﾁ 神奈川 フィッツ
343 1502783 宇賀 隆貴 ｳｶﾞ ﾘｭｳｷ 東京都 フィッツ



435 9800367 吉川 勝 ﾖｼｶﾜ ﾏｻﾙ 茨城県 フィッツ
436 1600276 香川 宏太 ｶｶﾞﾜ ｺｳﾀ 東京都 フィッツ
437 0600028 大場 聖司 ｵｵﾊﾞ ｾｲｼﾞ 静岡県 フィッツ
552 1500164 吉⽥ 泰大 ﾖｼﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ 東京都 フィッツ
344 1500505 築山 元樹 ﾂｷﾔﾏ ｹﾞﾝｷ 岡山県 ＦＲＥＥＳＰＥＥＤ
438 1401377 夛⽥ 裕樹 ﾀﾀﾞ ﾕｳｷ 岡山県 ＦＲＥＥＳＰＥＥＤ
439 1100171 恒次 真 ﾂﾈﾂｸﾞ ﾏｺﾄ 岡山県 ＦＲＥＥＳＰＥＥＤ
440 1200036 山根 功 ﾔﾏﾈ ｲｻｵ 岡山県 ＦＲＥＥＳＰＥＥＤ
553 1500741 安原 功 ﾔｽﾊﾗ ｲｻｵ 岡山県 ＦＲＥＥＳＰＥＥＤ
345 1400291 渡部 譲⼆ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｮｳｼﾞ 広島県 voyAge cycling team
441 1502247 横手 徳広 ﾖｺﾃ ﾄｸﾋﾛ 福岡県 voyAge cycling team
554 1700046 藤井 翼 ﾌｼﾞｲ ﾂﾊﾞｻ 広島県 voyAge cycling team
346 1602190 竹内 成 ﾀｹｳﾁ ﾅﾙ 香川県 ボンシャンス
555 1700368 高⽥ 玲 ﾀｶﾀ ﾚｲ 岡山県 ボンシャンス
556 1700477 福家 拓 ﾌｹ ﾋﾗｸ 香川県 ボンシャンス
347 1200445 岡本 順 ｵｶﾓﾄ ｼﾞｭﾝ 山口県 山口県⾃転⾞競技連盟
348 1401791 本⽥ 峻大 ﾎﾝﾀﾞ ｼｭﾝﾀ 東京都 山口県⾃転⾞競技連盟
349 0801454 井上 無我 ｲﾉｳｴ ﾑｶﾞ 山口県 山口県⾃転⾞競技連盟
442 0100423 真鍋 英祐 ﾏﾅﾍﾞ ｴｲｽｹ 山口県 山口県⾃転⾞競技連盟
557 1700388 平井 貴志 ﾋﾗｲ ﾀｶｼ 山口県 山口県⾃転⾞競技連盟
558 1700546 中⽥ ⾠朗 ﾅｶﾀ ﾀﾂﾛｳ 山口県 山口県⾃転⾞競技連盟
350 1400096 雑賀 大輔 ｻｲｶ ﾀﾞｲｽｹ 千葉県 湾岸サイクリング・ユナイテッド
351 1101715 飯嶋 睦 ｲｲｼﾞﾏ ﾑﾂﾐ 千葉県 湾岸サイクリング・ユナイテッド
563 1300142 井上 将 ｲﾉｳｴ ﾏｻﾙ 千葉県 湾岸サイクリング・ユナイテッド
373 1100042 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
450 1402092 川野 健太 ｶﾜﾉ ｹﾝﾀ 東京都 ⽇本ろう⾃転⾞競技協会
577 1001244 宮⽥ 大 ﾐﾔﾀ ﾀﾞｲ 東京都 ⽇本ろう⾃転⾞競技協会
401 1300697 中村 邦男 ﾅｶﾑﾗ ｸﾆｵ ⻑崎県 ウィズラン
505 1402238 園⽥ 康訓 ｿﾉﾀﾞ ﾔｽﾉﾘ ⻑崎県 ウィズラン
506 1300593 ⽊竹 広賢 ｷﾀｹ ﾋﾛﾀｶ ⻑崎県 ウィズラン
403 0200433 酒居 良和 ｻｶｲ ﾖｼｶｽﾞ 広島県 エキップ ティラン
513 1700668 高野 裕樹 ﾀｶﾉ ﾕｳｷ 広島県 エキップ ティラン
514 1501498 下山 洋平 ｻｶﾞﾔﾏ ﾖｳﾍｲ 広島県 エキップ ティラン
411 0001146 福島 陽児 ﾌｸｼﾏ ﾖｳｼﾞ 大阪府 シマノドリンキング
412 1000283 進藤 祐史 ｼﾝﾄﾞｳ ﾕｳｼﾞ 大阪府 シマノドリンキング
413 9701960 森下 繁 ﾓﾘｼﾀ ｼｹﾞﾙ 大阪府 シマノドリンキング
518 1401920 ⽥代 亘 ﾀｼﾛ ﾜﾀﾙ 大阪府 シマノドリンキング
415 1600677 仲山 大地 ﾅｶﾔﾏ ﾀﾞｲﾁ 大分県 セレクシオン南九州
520 1402338 ⽐良 和⺒ ﾋﾗ ｶｽﾞﾐ ⿅児島 セレクシオン南九州
521 1502173 佐藤 憲博 ｻﾄｳ ﾉﾘﾋﾛ 大分県 セレクシオン南九州
522 1703007 ⻄⽥ 光宏 ﾆｼﾀﾞ ﾐﾂﾋﾛ 熊本県 セレクシオン南九州
523 1701966 中村 典 ﾅｶﾑﾗ ﾂｶｻ 福岡県 セレクシオン南九州
423 9801847 白石 裕⼆ ｼﾗｲｼ ﾕｳｼﾞ 熊本県 チームサイクルプラス
535 9702389 正⽊ 陽 ﾏｻｷ ﾖｳ 山口県 チームサイクルプラス
536 0600646 中嶋 敏郎 ﾅｶｼﾏ ﾄｼﾛｳ 山口県 チームサイクルプラス
430 0700311 野口 英智 ﾉｸﾞﾁ ﾋﾃﾞﾄﾓ 福岡県 ＰＡＲＡＢＯＬＡイワイシーガル
545 1700199 深堀 理 ﾌｶﾎﾘ ﾏｻﾙ 福岡県 ＰＡＲＡＢＯＬＡイワイシーガル
546 1700197 水町 勝彦 ﾐｽﾞﾏﾁ ｶﾂﾋｺ 福岡県 ＰＡＲＡＢＯＬＡイワイシーガル



431 1502296 若林 孝紀 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾀｶﾉﾘ 広島県 備北
547 1700035 花⽥ ⾦之介 ﾊﾅﾀﾞ ｷﾝﾉｽｹ 大阪府 備北
548 1700861 橋本 健太 ﾊｼﾓﾄ ｹﾝﾀ 広島県 備北
501 1700450 丸茂 裕和 ﾏﾙﾓ ﾋﾛｶｽﾞ 広島県 Aki Rising Bicycle team
502 1700002 神垣 雅俊 ｶﾐｶﾞｷ ﾏｻﾄｼ 広島県 Aki Rising Bicycle team
503 1701092 間所 洋 ﾏﾄﾞｺﾛ ﾋﾛｼ 広島県 Aki Rising Bicycle team
504 1700685 菅村 篤 ｽｶﾞﾑﾗ ｱﾂｼ 広島県 Aki Rising Bicycle team
515 1700538 八⽊ 健太 ﾔｷﾞ ｹﾝﾀ 高知県 サイクルワークスＴＴ
516 1600120 山本 健太郎 ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝﾀﾛｳ 高知県 サイクルワークスＴＴ
517 1600118 原⽥ 龍一 ﾊﾗﾀﾞ ﾘｭｳｲﾁ 高知県 サイクルワークスＴＴ
508 JB17571 植⽥ 恒平 ｳｴﾀﾞ ｺｳﾍｲ 兵庫県 ウオズミサイクルレーシング
509 JB17572 藤村 和正 ﾌｼﾞﾑﾗ ｶｽﾞﾏｻ 兵庫県 ウオズミサイクルレーシング
510 1702115 坂上 統 ｻｶｶﾞﾐ ｱﾂﾑ 兵庫県 ウオズミサイクルレーシング
511 0001195 吉⽥ 明 ﾖｼﾀﾞ ｱｷﾗ 兵庫県 ウオズミサイクルレーシング
512 1702099 塚本 典也 ﾂｶﾓﾄ ﾐﾁﾔ 兵庫県 ウオズミサイクルレーシング
559 1700804 廣⽥ 淳一 ﾋﾛﾀ ｼﾞｭﾝｲﾁ 大分県 ROPPO RACING 
560 1700735 ⻄嶋 康⼆郎 ﾆｼｼﾞﾏ ｺｳｼﾞﾛｳ 大分県 ROPPO RACING 
561 0700891 六峰 亘 ﾑﾂﾐﾈ ﾜﾀﾙ 大分県 ROPPO RACING 
562 1601921 山下 健一 ﾔﾏｼﾀ ｹﾝｲﾁ 大分県 ROPPO RACING 


