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エントリーリスト 

№ 種別 競技者名 フリガナ 年齢 登録番号（下7桁） 登録地 学校/勤務先・チーム名 200ｍFTT 500ｍＴＴ 1ｋｍＴＴ ＳＰ ＫＥ ＯＭ ＴＳ

1 U13 櫻井　裕真 ｻｸﾗｲ ﾕｳﾏ 11 臨時登録 静岡 伊豆ＣＳＣ ○ ○

2 U13 金田　海斗 ｶﾈﾀﾞ ｶｲﾄ 11 臨時登録 神奈川 伊豆ＣＳＣ ○ ○

3 U13 髙梨　颯樹 ﾀｶﾅｼ ｻﾂｷ 12 臨時登録 静岡 伊豆CSC ○ ○

4 U13 石上　琴乃 ｲｼｶﾞﾐ ｺﾉ 13 臨時登録 神奈川 釜利谷小学校 ○ ○

5 U15 大野風貴芽 ｵｵﾉ ﾌｷﾒ 13 臨時登録 MINOURA大垣レーシング ○ ○

6 U15 勝村　岳大 ｶﾂﾑﾗ ﾀｹﾋﾛ 14 臨時登録 静岡 星陵中学 ○ ○

7 U15 大橋　泰慧 ｵｵﾊｼ ﾀｲｴｲ 14 1500590 神奈川 横須賀市立鴨居中学校 ○ ○

8 男子U17 足立　銀丘 ｱﾀﾞﾁ  ｲｸ 15 臨時登録 長野 松本市明善中学校 ○ ○

9 男子U17 髙梨万里王 ﾀｶﾅｼ ﾏﾘｵ 16 1501711 静岡 伊豆CSC 1

10 男子U17 大橋　真慧 ｵｵﾊｼ ﾏｻﾄ 16 1500260 神奈川 横須賀市立鴨居中学校 ○ ○

11 男子U17 檜村　奏太 ﾋﾑﾗ ｿｳﾀ 16 1401674 東京 スミタ・エイダイ・パールイズミラバネロ 6

12 男子U17 菅野　航基 ｶﾝﾉ ｺｳｷ 16 1400315 福島 ベロクラブ福島 ○ ○ ○

13 男子U17 長田　龍拳 ｵｻﾀ ﾞﾘｭｳｹﾝ 17 1600758 静岡 星陵高校 8

14 男子U17 添田　龍児 ｿｴﾀﾞ ﾘｭｳｼﾞ 17 1602060 神奈川 横浜高等学校 ○ ○

15 男子U17 服部　泰之 ﾊｯﾄﾘ ﾔｽﾕｷ 17 1501145 静岡 伊豆総合高校 4

16 男子Jr 熊﨑　麻人 ｸﾏｻﾞｷｱｻﾄ 18 1500158 埼玉 浦和工業高校 5

17 男子Jr 小野　豊大 ｵﾉﾄﾖﾋﾛ 18 1501171 埼玉 浦和工業高校 11

18 男子Jr 山田　雄大 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾀﾞｲ 17 1600824 埼玉 川越工業高校 7

19 男子Jr 湯浅　博貴 ﾕｱｻ ﾋﾛﾀｶ 16 1601077 埼玉 栄北高校 12

20 男子Jr 岩本　和真 ｲﾜﾓﾄ ｶｽﾞﾏ 17 1601078 埼玉 栄北高校 13

21 男子Jr 杉野　太一 ｽｷﾞﾉ ﾀｲﾁ 17 1601075 埼玉 栄北高校 ○ ○

22 男子Jr 橋谷　成海 ﾊｼﾔ ﾅﾙﾐ 17 1601070 埼玉 栄北高校 ○ ○

23 男子Jr 一丸　健太 ｲﾁﾏﾙ ｹﾝﾀ 17 1601071 埼玉 栄北高校 14

24 男子Jr 眞中　俊哉 ﾏﾅｶ ﾄｼﾔ 17 1500842 埼玉 栄北高校 15

25 男子Jr 五十嵐凌祐 ｲｶﾞﾗｼ ﾘｮｳｽｹ 18 1500840 埼玉 栄北高校 16

26 男子Jr 髙橋　一斗 ﾀｶﾊｼ ｲｯﾄ 18 1500843 埼玉 栄北高校 ○

27 男子Jr 蓮見　康平 ﾊｽﾐ ｺｳﾍｲ 18 1500836 埼玉 栄北高校 ○ ○

28 男子Jr 荒川　達郎 ｱﾗｶﾜ ﾀﾂﾛｳ 18 1500837 埼玉 栄北高校 ○ ○

29 男子Jr 吉田　晏生 ﾖｼﾀﾞ ﾊﾙｷ 18 1500841 埼玉 栄北高校 ○ ○

30 男子Jr 尾形　昂隼 ｵｶﾞﾀ ﾀｶﾄｼ 18 1501399 群馬 前橋育英高校 17

31 男子Jr 萩原　一輝 ﾊｷﾞﾜﾗ ｶｽﾞｷ 18 1402278 群馬 前橋育英高校 ○ ○

32 男子Jr 相原晴一朗 ｱｲﾊﾗ ｾｲｲﾁﾛｳ 18 1502111 神奈川 横浜高等学校 18

33 男子Jr 光林坊武実 ｺｳﾘﾝﾎﾞｳ ﾀｹﾐ 18 1501848 神奈川 横浜高等学校 ○

34 男子Jr 小出　　樹 ｺｲﾃﾞ ｲﾂｷ 18 1501574 長野 イナーメ信濃山形 ○ ○

35 男子Jr 平井　秋也 ﾋﾗｲ ｼｭｳﾔ 18 1501149 静岡 伊豆総合高校 9

36 男子Jr 津田　悠太 ﾂﾀﾞ ﾕｳﾀ 18 1500036 静岡 伊豆総合高校 3

37 男子Jr 勝呂　真至 ｽｸﾞﾛ ﾏｻｼ 18 1401063 静岡 伊豆総合高校 10

38 男子Jr 青島　敬佑 ｱｵｼﾏ ｹｲｽｹ 18 1501198 静岡 静岡北高校 2

39 女子 河内　桜雪 ｶﾜｳﾁ ｻﾕｷ 15 1502481 群馬 前橋市立芳賀中 ○ ○ ○

40 女子 藤田まりあ ﾌｼﾞﾀﾏﾘｱ 17 1301930 埼玉 浦和工業高校 10

41 女子 坂田　萌音 ｻｶﾀ ﾓﾈ 18 1500917 埼玉 浦和北高校 9

42 女子 中川　由理 ﾅｶｶﾞﾜ ﾕﾘ 17 1600905 埼玉 川越工業高校 11

43 女子 新井　美菜 ｱﾗｲ ﾐﾅ 17 1500980 埼玉 川越工業高校 8

44 女子 堀口　結生 ﾎﾘｸﾞﾁ ﾕｳﾐ 17 1601259 埼玉 栄北高等学校 12

45 女子 高橋　吹歌 ﾀｶﾊｼ ｽｲｶ 17 1301933 埼玉 筑波大坂戸高校 2

46 女子 太郎田水桜 ﾀﾛｳﾀﾞ　ﾐｵ 15 1600217 東京 東京成徳大学高校 13

47 女子 鈴木　章代 ｽｽﾞｷ ｱｷﾖ 32 1600946 東京 スミタ・エイダイ・パールイズミラバネロ 14

48 女子 岡本　二菜 ｵｶﾓﾄﾆﾅ 19 1300276 東京 日本体育大学 ○ ○ ○

49 女子 伊藤　真生 ｲﾄｳﾏｵ 20 1201471 宮城 日本体育大学 6

50 女子 金田　舞夏 ｶﾈﾀﾞ ﾏｲｶ 15 1500468 神奈川 伊豆ＣＳＣ 15

51 女子 石上　夢乃 ｲｼｶﾞﾐ ﾕﾉ 17 1600404 神奈川 横浜創学館高校 7

52 女子 佐藤　水菜 ｻﾄｳ ﾐﾅ 19 1502505 神奈川 湘南愛輪会 ○ ○ ○

53 女子 野寺　　梓 ﾉﾃﾞﾗ ｱｽﾞｻ 17 1502292 静岡 伊豆総合高校 4

54 女子 野寺　　楓 ﾉﾃﾞﾗ ｶｴﾃﾞ 19 1301596 静岡 伊豆総合高校 5

55 女子 鈴木保乃華 ｽｽﾞｷ ﾎﾉｶ 18 1500929 静岡 星陵高校 16

56 女子 鈴木　媛子 ｽｽﾞｷ ﾋﾒｺ 19 1401128 静岡 浜松学院高校 17  
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№ 種別 競技者名 フリガナ 年齢 登録番号（下7桁） 登録地 学校/勤務先・チーム名 200ｍFTT 500ｍＴＴ 1ｋｍＴＴ ＳＰ ＫＥ ＯＭ ＴＳ

57 女子 宮田　菜摘 ﾐﾔﾀ ﾅﾂﾐ 22 0800153 岐阜 3

58 女子 中原　恭恵 ﾅｶﾊﾗ ﾔｽｴ 31 1301654 広島 1

59 ﾊﾟﾗ 藤井　美穂 ﾌｼﾞｲ ﾐﾎ 22 1401789 東京 ＪＰＣＦ ○

60 ﾊﾟﾗ 長瀬　亜衣 ﾅｶﾞｾ ｱｲ 29 臨時登録 ＪＰＣＦ ○

61 男子E 安彦　統賀 ｱﾋﾞｺ ﾑﾈﾖｼ 18 1400838 埼玉 川越工業 C8

62 男子E 中川　　涼 ﾅｶｶﾞﾜ ﾘｮｳ 19 1301700 埼玉 浦和工業高校 C9

63 男子E 關根　論容 ｾｷﾈ ﾉﾘﾋﾛ 18 1401725 埼玉 叡明高校 B8

64 男子E 荒川　　仁 ｱﾗｶﾜ ﾋﾄｼ 19 1400977 千葉 千葉経済大学付属高校 ○ ○

65 男子E 滝本　幸正 ﾀｷﾓﾄ ﾕｷﾏｻ 19 1401417 新潟 吉田高校 ○ ○

66 男子E 治田　知也 ﾊｯﾀ ﾄﾓﾔ 19 1401025 新潟 吉田高校 ○ ○

67 男子E 仁藤　　秀 ﾆﾄｳ ｼｭｳ 18 1401133 静岡 星陵高校 ○ ○ ○

68 男子E 吉元　大生 ﾖｼﾓﾄ ﾀｲｾｲ 19 1401173 静岡 Ikuser ○ ○ ○

69 男子E 松本　京太 ﾏﾂﾓﾄ ｷｮｳﾀ 19 1401169 静岡 静岡北高校 A3

70 男子E 平澤　輝一 ﾋﾗｻﾜ ｷｲﾁ 18 1401122 静岡 島田樟誠高校 B16

71 男子E 森　　光流 ﾓﾘ ﾋｶﾙ 20 1301393 千葉 Blanche Racing Team A10

72 男子E 小清水拓也 ｺｼﾐｽﾞ ﾀｸﾔ 25 1001190 神奈川 CYCLO NERO A11

73 男子E 米谷　隆志 ﾖﾈﾀﾆ ﾀｶｼ 22 1001902 東京 LEOMO Bellmare Racing Team A12

74 男子E 才田　直人 ｻｲﾀ ﾅｵﾄ 32 0801747 宮城 LEOMO Bellmare Racing Team B9

75 男子E 加地　邦彦 ｶｼﾞ ｸﾆﾋｺ 42 0901780  東京 LEOMO Bellmare Racing Team ○ ○ ○

76 男子E 福本　　元 ﾌｸﾓﾄ ｹﾞﾝ 27 0501181 神奈川 Pedalist ○ ○

77 男子E 小野　一希 ｵﾉ ｶｽﾞｷ 21 1502028 神奈川 慶応義塾大学 A4

78 男子E 宮本　隆司 ﾐﾔﾓﾄ ﾀｶｼ 21 1201812 神奈川 慶応義塾大学 B10

79 男子E 畑　　頌聡 ﾊﾀ ﾂｸﾞﾄｼ 21 1101756 神奈川 慶応義塾大学 C1

80 男子E 保坂陽次郎 ﾎｻｶ ﾖｳｼﾞﾛｳ 24 0901103 茨城 スーパーＫアスリートラボ C10

81 男子E 小荷田泰正 ｺﾀﾆ ﾔｽﾏｻ 20 1401605 東京 スミタ・エイダイ・パールイズミラバネロ A13

82 男子E 山田　大介 ﾔﾏﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 24 1301819 福島 スミタ・エイダイ・パールイズミラバネロ B11

83 男子E 佐柄　勝弘 ｻｶﾞﾜ ｶﾂﾋﾛ 32 0601459 新潟 スミタ・エイダイ・パールイズミラバネロ ○ ○

84 男子E 丸田　友之 ﾏﾙﾀ ﾄﾓﾕｷ 35 1100689 東京 スミタ・エイダイ・パールイズミラバネロ C11

85 男子E 岡田　朗緋 ｵｶﾀﾞ ﾛｳﾋ 20 1601914 大阪 駒澤大学自転車部 C12

86 男子E 武智　気吹 ﾀｹﾁ ｲﾌﾞｷ 21 1101532 愛媛 都留文科大學 ○ ○

87 男子E 堀江　省吾 ﾎﾘｴ ｼｮｳｺﾞ 20 1502022 長野 信州大学 ○ ○

88 男子E 中村龍太郎 ﾅｶﾑﾗ ﾘｭｳﾀﾛｳ 27 0900955 千葉 イナーメ信濃山形 A1

89 男子E 北野　普識 ｷﾀﾉ ﾕｷﾉﾘ 29 0901542 千葉 イナーメ信濃山形 B12

90 男子E 岩月　伸夫 ｲﾜﾂｷ ﾉﾌﾞｵ 44 0700045 愛知 イナーメ信濃山形 C13

91 男子E 平崎　雄也 ﾋﾗｻｷ ﾕｳﾔ 19 1301310 東京 日本大学 ○

92 男子E 田村　佳大 ﾀﾑﾗ ﾖｼﾋﾛ 19 1300742 大分 日本大学 ○ ○

93 男子E 中島　詩音 ﾅｶｼﾞﾏ ｼｵﾝ 19 1301353 山梨 日本大学 ○ ○

94 男子E 山崎　崇浩 ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｶﾋﾛ 20 1600272 東京 日本大学 ○ ○

95 男子E 山本　英弘 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾃﾞﾋﾛ 20 1300827 岐阜 日本大学 ○ ○

96 男子E 大澤　勇騎 ｵｵｻﾜ ﾕｳｷ 20 1300730 青森 日本大学 ○ ○

97 男子E 山本　和樹 ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞｷ 20 1201299 富山 日本大学 ○ ○

98 男子E 福田　雄介 ﾌｸﾀﾞ ﾕｳｽｹ 20 1602037 三重 日本大学 ○ ○

99 男子E 兼本　将太 ｶﾈﾓﾄ ｼｮｳﾀ 21 1201141 熊本 日本大学 A14

100 男子E 清水　勇人 ｼﾐｽﾞ ﾊﾔﾄ 21 1200611 愛知 日本大学 ○ ○

101 男子E 上川　直紀 ｶﾐｶﾜ ﾅｵｷ 21 1201590 栃木 日本大学 ○ ○

102 男子E 松本　一志 ﾏﾂﾓﾄ ｶｽﾞｼ 21 1201389 宮崎 日本大学 ○ ○

103 男子E 渡辺　将太 ﾜﾀﾅﾍﾞ  ｼｮｳﾀ 21 1201019 福島 日本大学 ○ ○

104 男子E 河野　竜太 ｶﾜﾉ ﾘｭｳﾀ 21 1101034 福島 日本大学 ○ ○

105 男子E 照井　拓成 ﾃﾙｲ ﾀｸﾅﾘ 21 1100916 岩手 日本大学 ○ ○

106 男子E 森口　寛己 ﾓﾘｸﾞﾁ ﾋﾛｷ 22 1100396 和歌山 日本大学 B13

107 男子E 坂井　　洋 ｻｶｲ ﾖｳ 23 1100748 栃木 日本大学 ○ ○

108 男子E 野田　龍聖 ﾉﾀﾞ ﾘｭｳｾｲ 19 1300655 神奈川 明星大学 C14

109 男子E 坂野龍太郎 ｻｶﾉ ﾘｭｳﾀﾛｳ 20 1301094 静岡 明星大学 A15

110 男子E 桑名　僚也 ｸﾜﾅﾘｮｳﾔ 19 1301023 埼玉 日本体育大学 ○ ○

111 男子E 久保　光司 ｸﾎﾞｺｳｼﾞ 19 1301430 佐賀 日本体育大学 ○ ○

112 男子E 松岡　辰泰 ﾏﾂｵｶﾀﾂﾋﾛ 20 1201144 熊本 日本体育大学 ○ ○  
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113 男子E 光井　晴紀 ﾐﾂｲ ﾊﾙｷ 20 1501459 山口 立命館大学 ○ ○

114 男子E 廣瀬　元輝 ﾋﾛｾ ﾊﾙｷ 22 901268 福井 立命館大学 B14

115 男子E 上杉　嘉槻 ｳｴｽｷﾞ ﾖｼｷ 19 1301974 福井 朝日大学 ○

116 男子E 平瀬　功汰 ﾋﾗｾ ｺｳﾀ 19 1300828 大阪 朝日大学 ○

117 男子E 平田　裕貴 ﾋﾗﾀ ﾕｳ 19 1400504 熊本 朝日大学 A8

118 男子E 木下　澄八 ｷﾉｼﾀ ﾄｳﾔ 19 1399798 愛知 朝日大学 ○

119 男子E 岡崎　陸登 ｵｶｻﾞｷ ﾘｸﾄ 20 1101503 愛媛 朝日大学 ○

120 男子E 武田　悠佑 ﾀｹﾀﾞ ﾕｳｽｹ 20 1301050 京都 朝日大学 ○

121 男子E 吉田　英司 ﾖｼﾀﾞ ｴｲｼﾞ 20 1300515 福井 朝日大学 ○

122 男子E 栗山　和樹 ｸﾘﾔﾏ ｶｽﾞｷ 20 1399996 岐阜 朝日大学 A7

123 男子E 永田　吏玖 ﾅｶﾞﾀ ﾘｸ 20 1031993 岐阜 朝日大学 A5

124 男子E 和田　　樹 ﾜﾀﾞ ﾀﾂｷ 20 1300515 岐阜 朝日大学 C6

125 男子E 岡本　大成 ｵｶﾓﾄ ﾀｲｾｲ 20 1301301 岡山 朝日大学 B7

126 男子E 小野　舜介 ｵﾉ ｼｭﾝｽｹ 20 1301046 岡山 朝日大学 C5

127 男子E 志田　龍星 ｼﾀﾞ ﾘｭｳｾｲ 20 1500522 富山 朝日大学 ○ ○

128 男子E 鈴木　雅大 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾋﾛ 20 1201560 愛知 朝日大学 ○

129 男子E 西村　隆行 ﾆｼﾑﾗ ﾀｶﾕｷ 20 1201490 山口 朝日大学 ○

130 男子E 中村　友哉 ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓﾔ 21 1201332 三重 朝日大学 ○ ○

131 男子E 内田　龍義 ｳﾁﾀﾞ ﾘｭｳｷﾞ 21 1201170 熊本 朝日大学 ○ ○

132 男子E 成貞　琳平 ﾅﾘｻﾀﾞ ﾘﾝﾍﾟｲ 20 1201090 岡山 朝日大学 B2

133 男子E 長谷部龍一 ﾊｾﾍﾞ ﾘｭｳｲﾁ 21 1201148 岐阜 朝日大学 ○

134 男子E 森　　善寛 ﾓﾘ ﾖｼﾋﾛ 21 1201154 岐阜 朝日大学 B6

135 男子E 中川　基広 ﾅｶｶﾞﾜ ﾓﾖﾋﾛ 21 1201160 福井 朝日大学 ○

136 男子E 浦田　真成 ｳﾗﾀ ﾏｻﾅﾘ 21 1101223 岐阜 朝日大学 C3

137 男子E 小原　佑太 ｵﾊﾞﾗ ﾕｳﾀ 21 1100792 青森 朝日大学 ○ ○

138 男子E 梶　　賢志 ｶｼﾞ ｻﾄｼ 21 1101387 長崎 朝日大学 ○

139 男子E 畝木　　聖 ｳﾈｷ ｻﾄﾙ 21 1201067 岡山 朝日大学 ○ ○

140 男子E 吉川　　澄 ﾖｼｶﾜ ﾄｵﾙ 21 1201218 新潟 朝日大学 C7

141 男子E 高原　渓人 ﾀｶﾊﾗ ｹｲﾄ 21 1200835 静岡 朝日大学 C4

142 男子E 安達　隆己 ｱﾀﾞﾁ ﾘｭｳｷ 21 1201596 栃木 朝日大学 ○ ○

143 男子E 松本　尚平 ﾏﾂﾓﾄ ｼｮｳﾍｲ 21 1001270 和歌山 朝日大学 B5

144 男子E 水谷　　翼 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾂﾊﾞｻ 21 1100681 鹿児島 朝日大学 ○ ○

145 男子E 中村　賢人 ﾅｶﾑﾗ ｹﾝﾄ 22 1101160 熊本 朝日大学 A9

146 男子E 佐々木真吾 ｻｻｷ ｼﾝｺﾞ 22 1100752 栃木 朝日大学 B4

147 男子E 植益　和行 ｳｴﾏｽ ｶｽﾞﾕｷ 20 1300702 大阪 大阪産業大学 B1

148 男子E 福元　啓太 ﾌｸﾓﾄ ｹｲﾀ 21 1502395 大阪 関西大学 ○ ○ ○

149 男子E 曽我部厚誠 ｿｶﾞﾍﾞ ｱﾂﾉﾘ 19 1300853 大阪 京都産業大学 A2

150 男子E 松下　綾馬 ﾏﾂｼﾀ ﾘｮｳﾏ 20 1201254 鳥取 京都産業大学 C2

151 男子E 中井　唯晶 ﾅｶｲ ﾀﾀﾞｱｷ 21 1201132 滋賀 京都産業大学 B3

152 男子E 山田　康太 ﾔﾏﾀﾞ ｺｳﾀ 21 1201251 鳥取 京都産業大学 C15

153 男子E 樋口　峻明 ﾋｸﾞﾁ ﾀｶｱｷ 22 1100580 神奈川 京都産業大学 A6

154 男子M 高橋　伸成 ﾀｶﾊｼ ﾉﾌﾞｼｹﾞ 50 1200031 静岡 FIETS GROEN B15

155 男子E 赤澤　豪将 ｱｶｻﾞﾜ ｺﾞｳｼｮｳ 21 1600283 東京 スミタ・エイダイ・パールイズミラバネロ C16

156 男子E 長尾　宏樹 ﾅｶﾞｵ ﾋﾛｷ 24 1401605 東京 スミタ・エイダイ・パールイズミラバネロ A16

157 男子M 菅野　幸信 ｶﾝﾉ ﾕｷﾉﾌﾞ 55 0411192 福島 ベロクラブ福島 ○ ○

158 男子M 武井　秀周 ﾀｹｲ ﾋﾃﾞﾉﾘ 40 1100418 長野 イナーメ信濃山形 ○ ○

159 男子M 武田　秀明 ﾀｹﾀﾞ ﾋﾃﾞｱｷ 44 0100310 長野 イナーメ信濃山形 ○ ○ ○

160 男子M 池田　朋介 ｲｹﾀ ﾞﾄﾓﾕｷ 44 1100035 静岡 ミソノイレーシングチーム ○ ○ ○

161 ﾊﾟﾗ 川本　翔大 ｶﾜﾓﾄ ｼｮｳﾀ 20 1502742 広島 ＪＰＣＦ ○ ○

162 ﾊﾟﾗ 相園健太郎 ｱｲｿﾞﾉ ｹﾝﾀﾛｳ 22 1522348 福岡 ＪＰＣＦ ○ ○

163 ﾊﾟﾗ 石井　雅史 ｲｼｲ ﾏｻｼ 44 9900701 東京 ＪＰＣＦ ○ ○  
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Communique5 

スケジュール 

種　　　目 人数・組

7：20 開　門

　7：30 ～ 　8：00 受　付

7：35 ～ 8：30 練習時間

8：30 ～ 8：40 練習時間（U15以下）

8：45 U13 200ｍタイムトライアル 4名 決勝

U15 200ｍタイムトライアル 3名 決勝

女子 スプリント 3名 予選

男子（U17・Jr） スプリント 8名 予選

9：57 男子（E・M） スプリント 27名 予選

10：05 女子 オムニアムⅠ 17名 スクラッチ（7.5km）

男子（U17・Jr） オムニアムⅠ 18名 スクラッチ（7.5km）

11：10 男子（E） オムニアムⅠ 48名 3組 スクラッチ（10km）

10：30 ～ 11：00 受　付

11：20 男子（U17・Jr） ケイリン 8名 2組 1回戦

11：55 男子（E・M） ケイリン 33名 6組 1回戦

11：55 U13・U15 タイムトライアル（500m） 6名 3組 決勝

12：10 U15 タイムトライアル（1km） 1名 1組 決勝

12：00 12：30 受　付

12：15 ～ 12：45 表彰式（200ｍTT、TT（U13・U15））休憩/練習時間

12：50 女子 オムニアムⅡ 17名 テンポ・レース(7.5ｋｍ）

男子（U17・Jr） オムニアムⅡ 18名 テンポ・レース（7.5ｋｍ）

13：45 男子（Ｅ・M） オムニアムⅡ 48名 3組 テンポ・レース（10ｋｍ）

13：55 女子・パラ・男子(M） タイムトライアル（500m） 6名 3組 決勝

男子（U17・Jr） タイムトライアル（1km） 9名 5組 決勝

15：07 男子（E・M）・男子パラ タイムトライアル（1km） 40名 20組 決勝

15：20 女子 オムニアムⅢ 17名 エリミネイション

男子（U17・Jr） オムニアムⅢ 18名 エリミネイション

16：25 男子（Ｅ） オムニアムⅢ 48名 3組 エリミネイション

16：35 男子（U17・Jr） スプリント 3-4位決定戦1回戦

男子（E） スプリント 3-4位決定戦1回戦

女子 スプリント 決勝1回戦

男子（U17・Jr） スプリント 決勝1回戦

男子（M） スプリント 決勝1回戦

男子（E） スプリント 決勝1回戦

男子（U17・Jr） スプリント 3-4位決定戦2･3回戦

男子（E） スプリント 3-4位決定戦2･3回戦

女子 スプリント 決勝2・3回戦

男子（U17・Jr） スプリント 決勝2・3回戦

男子（M） スプリント 決勝2・3回戦

17：15 男子（E） スプリント 決勝2・3回戦

17：20 男子(パラ） チーム・スプリント 1組 1組 エキシビション

17：30 女子 オムニアム決勝 17名 ポイント・レース（15km）

18：25 男子（U17・Jr） オムニアム決勝 18名 ポイント・レース（20km）

18：35 女子 ケイリン 3名 決勝

男子（U17・Jr） ケイリン 6名 決勝

18：50 男子（Ｅ・M） ケイリン 6名 決勝

18：55 19：35 表彰式（TT、SP、OM（女子･U17･Jr）、KE）休憩/練習時間

19：40 21：20 男子（E・M） オムニアム決勝 48名 3組 ポイント・レース（25km）

21：30 表彰式（OM）

時　　　間 内　　　容
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Communique6 

 

女子オムニアムⅠ－スクラッチ

＜Start/組合せ＞

30 laps(7.5km)

№ 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 年齢 登録№ 所属 チーム名 順位

＜アウト側よりスタート＞

1 白 中原　恭恵 ﾅｶﾊﾗ ﾔｽｴ 31 1301654 広島

3 赤 宮田　菜摘 ﾐﾔﾀ ﾅﾂﾐ 22 0800153 岐阜

5 黄 野寺　　楓 ﾉﾃﾞﾗ ｶｴﾃﾞ 19 1301596 静岡 伊豆総合高校

7 白赤 石上　夢乃 ｲｼｶﾞﾐ ﾕﾉ 17 1600404 神奈川 横浜創学館高校

9 赤青 坂田　萌音 ｻｶﾀ ﾓﾈ 18 1500917 埼玉 浦和北高校

11 黒赤 中川　由理 ﾅｶｶﾞﾜ ﾕﾘ 17 1600905 埼玉 川越工業高校

13 白黄 太郎田水桜 ﾀﾛｳﾀﾞ　ﾐｵ 15 1600217 東京 東京成徳大学高校

15 青黄 金田　舞夏 ｶﾈﾀﾞ ﾏｲｶ 15 1500468 神奈川 伊豆ＣＳＣ

17 緑白 鈴木　媛子 ｽｽﾞｷ ﾋﾒｺ 19 1401128 静岡 浜松学院高校

＜イン側よりスタート＞

2 黒 高橋　吹歌 ﾀｶﾊｼ ｽｲｶ 17 1301933 埼玉 筑波大坂戸高校

4 青 野寺　　梓 ﾉﾃﾞﾗ ｱｽﾞｻ 17 1502292 静岡 伊豆総合高校

6 白黒 伊藤　真生 ｲﾄｳﾏｵ 20 1201471 宮城 日本体育大学

8 白青 新井　美菜 ｱﾗｲ ﾐﾅ 17 1500980 埼玉 川越工業高校

10 黒黄 藤田まりあ ﾌｼﾞﾀﾏﾘｱ 17 1301930 埼玉 浦和工業高校

12 黒青 堀口　結生 ﾎﾘｸﾞﾁ ﾕｳﾐ 17 1601259 埼玉 栄北高等学校

14 赤黄 鈴木　章代 ｽｽﾞｷ ｱｷﾖ 32 1600946 東京 スミタ・エイダイ・パールイズミラバネロ

16 緑 鈴木保乃華 ｽｽﾞｷ ﾎﾉｶ 18 1500929 静岡 星陵高校
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Communique7 

 

男子(U17・Jr）オムニアムⅠ－スクラッチ

＜Start/組合せ＞

30 laps(7.5km)

№ 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 年齢 登録№ 所属 チーム名 順位

＜アウト側よりスタート＞

1 白 髙梨万里王 ﾀｶﾅｼ ﾏﾘｵ 16 1501711 静岡 伊豆CSC

3 赤 津田　悠太 ﾂﾀﾞ ﾕｳﾀ 18 1500036 静岡 伊豆総合高校

5 黄 熊﨑　麻人 ｸﾏｻﾞｷｱｻﾄ 18 1500158 埼玉 浦和工業高校

7 白赤 山田　雄大 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾀﾞｲ 17 1600824 埼玉 川越工業高校

9 赤青 平井　秋也 ﾋﾗｲ ｼｭｳﾔ 18 1501149 静岡 伊豆総合高校

11 黒赤 小野　豊大 ｵﾉﾄﾖﾋﾛ 18 1501171 埼玉 浦和工業高校

13 白黄 岩本　和真 ｲﾜﾓﾄ ｶｽﾞﾏ 17 1601078 埼玉 栄北高校

15 青黄 眞中　俊哉 ﾏﾅｶ ﾄｼﾔ 17 1500842 埼玉 栄北高校

17 緑白 尾形　昂隼 ｵｶﾞﾀ ﾀｶﾄｼ 18 1501399 群馬 前橋育英高校

＜イン側よりスタート＞

2 黒 青島　敬佑 ｱｵｼﾏ ｹｲｽｹ 18 1501198 静岡 静岡北高校

4 青 服部　泰之 ﾊｯﾄﾘ ﾔｽﾕｷ 17 1501145 静岡 伊豆総合高校

6 白黒 檜村　奏太 ﾋﾑﾗ ｿｳﾀ 16 1401674 東京 スミタ・エイダイ・パールイズミラバネロ

8 白青 長田　龍拳 ｵｻﾀ ﾞﾘｭｳｹﾝ 17 1600758 静岡 星陵高校

10 黒黄 勝呂　真至 ｽｸﾞﾛ ﾏｻｼ 18 1401063 静岡 伊豆総合高校

12 黒青 湯浅　博貴 ﾕｱｻ ﾋﾛﾀｶ 16 1601077 埼玉 栄北高校

14 赤黄 一丸　健太 ｲﾁﾏﾙ ｹﾝﾀ 17 1601071 埼玉 栄北高校

16 緑 五十嵐凌祐 ｲｶﾞﾗｼ ﾘｮｳｽｹ 18 1500840 埼玉 栄北高校

18 緑黒 相原晴一朗 ｱｲﾊﾗ ｾｲｲﾁﾛｳ 18 1502111 神奈川 横浜高等学校
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Communique8 

男子エリートオムニアムⅠ－スクラッチＡ
＜Start/組合せ＞ 40 laps(10km)

№ 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 年齢 登録№ 所属 チーム名 順位

＜アウト側よりスタート＞

1 白 中村龍太郎 ﾅｶﾑﾗ ﾘｭｳﾀﾛｳ 27 0900955 千葉 イナーメ信濃山形

3 赤 松本　京太 ﾏﾂﾓﾄ ｷｮｳﾀ 19 1401169 静岡 静岡北高校

5 黄 永田　吏玖 ﾅｶﾞﾀ ﾘｸ 20 1031993 岐阜 朝日大学

7 白赤 栗山　和樹 ｸﾘﾔﾏ ｶｽﾞｷ 20 1399996 岐阜 朝日大学

9 赤青 中村　賢人 ﾅｶﾑﾗ ｹﾝﾄ 22 1101160 熊本 朝日大学

11 黒赤 小清水拓也 ｺｼﾐｽﾞ ﾀｸﾔ 25 1001190 神奈川 CYCLO NERO

13 白黄 小荷田泰正 ｺﾀﾆ ﾔｽﾏｻ 20 1401605 東京 スミタ・エイダイ・パールイズミラバネロ

15 青黄 坂野龍太郎 ｻｶﾉ ﾘｭｳﾀﾛｳ 20 1301094 静岡 明星大学

＜イン側よりスタート＞

2 黒 曽我部厚誠 ｿｶﾞﾍﾞ ｱﾂﾉﾘ 19 1300853 大阪 京都産業大学

4 青 小野　一希 ｵﾉ ｶｽﾞｷ 21 1502028 神奈川 慶応義塾大学

6 白黒 樋口　峻明 ﾋｸﾞﾁ ﾀｶｱｷ 22 1100580 神奈川 京都産業大学

8 白青 平田　裕貴 ﾋﾗﾀ ﾕｳ 19 1400504 熊本 朝日大学

10 黒黄 森　　光流 ﾓﾘ ﾋｶﾙ 20 1301393 千葉 Blanche Racing Team

12 黒青 米谷　隆志 ﾖﾈﾀﾆ ﾀｶｼ 22 1001902 東京 LEOMO Bellmare Racing Team

14 赤黄 兼本　将太 ｶﾈﾓﾄ ｼｮｳﾀ 21 1201141 熊本 日本大学

16 緑 長尾　宏樹 ﾅｶﾞｵ ﾋﾛｷ 24 1401605 東京 スミタ・エイダイ・パールイズミラバネロ

男子エリートオムニアムⅠ－スクラッチＢ
＜Start/組合せ＞ 40 laps(10km)

№ 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 年齢 登録№ 所属 チーム名 順位

＜アウト側よりスタート＞

1 白 植益　和行 ｳｴﾏｽ ｶｽﾞﾕｷ 20 1300702 大阪 大阪産業大学

3 赤 中井　唯晶 ﾅｶｲ ﾀﾀﾞｱｷ 21 1201132 滋賀 京都産業大学

5 黄 松本　尚平 ﾏﾂﾓﾄ ｼｮｳﾍｲ 21 1001270 和歌山 朝日大学

7 白赤 岡本　大成 ｵｶﾓﾄ ﾀｲｾｲ 20 1301301 岡山 朝日大学

9 赤青 才田　直人 ｻｲﾀ ﾅｵﾄ 32 0801747 宮城 LEOMO Bellmare Racing Team

11 黒赤 山田　大介 ﾔﾏﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 24 1301819 福島 スミタ・エイダイ・パールイズミラバネロ

13 白黄 森口　寛己 ﾓﾘｸﾞﾁ ﾋﾛｷ 22 1100396 和歌山 日本大学

15 青黄 高橋　伸成 ﾀｶﾊｼ ﾉﾌﾞｼｹﾞ 50 1200031 静岡 FIETS GROEN

＜イン側よりスタート＞

2 黒 成貞　琳平 ﾅﾘｻﾀﾞ ﾘﾝﾍﾟｲ 20 1201090 岡山 朝日大学

4 青 佐々木真吾 ｻｻｷ ｼﾝｺﾞ 22 1100752 栃木 朝日大学

6 白黒 森　　善寛 ﾓﾘ ﾖｼﾋﾛ 21 1201154 岐阜 朝日大学

8 白青 關根　論容 ｾｷﾈ ﾉﾘﾋﾛ 18 1401725 埼玉 叡明高校

10 黒黄 宮本　隆司 ﾐﾔﾓﾄ ﾀｶｼ 21 1201812 神奈川 慶応義塾大学

12 黒青 北野　普識 ｷﾀﾉ ﾕｷﾉﾘ 29 0901542 千葉 イナーメ信濃山形

14 赤黄 廣瀬　元輝 ﾋﾛｾ ﾊﾙｷ 22 0901268 福井 立命館大学

16 緑 平澤　輝一 ﾋﾗｻﾜ ｷｲﾁ 18 1401122 静岡 島田樟誠高校

男子エリートオムニアムⅠ－スクラッチＣ
＜Start/組合せ＞ 40 laps(10km)

№ 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 年齢 登録№ 所属 チーム名 順位

＜アウト側よりスタート＞

1 白 畑　　頌聡 ﾊﾀ ﾂｸﾞﾄｼ 21 1101756 神奈川 慶応義塾大学

3 赤 浦田　真成 ｳﾗﾀ ﾏｻﾅﾘ 21 1101223 岐阜 朝日大学

5 黄 小野　舜介 ｵﾉ ｼｭﾝｽｹ 20 1301046 岡山 朝日大学

7 白赤 吉川　　澄 ﾖｼｶﾜ ﾄｵﾙ 21 1201218 新潟 朝日大学

9 赤青 中川　　涼 ﾅｶｶﾞﾜ ﾘｮｳ 19 1301700 埼玉 浦和工業高校

11 黒赤 丸田　友之 ﾏﾙﾀ ﾄﾓﾕｷ 35 1100689 東京 スミタ・エイダイ・パールイズミラバネロ

13 白黄 岩月　伸夫 ｲﾜﾂｷ ﾉﾌﾞｵ 44 0700045 愛知 イナーメ信濃山形

15 青黄 山田　康太 ﾔﾏﾀﾞ ｺｳﾀ 21 1201251 鳥取 京都産業大学

＜イン側よりスタート＞

2 黒 松下　綾馬 ﾏﾂｼﾀ ﾘｮｳﾏ 20 1201254 鳥取 京都産業大学

4 青 高原　渓人 ﾀｶﾊﾗ ｹｲﾄ 21 1200835 静岡 朝日大学

6 白黒 和田　　樹 ﾜﾀﾞ ﾀﾂｷ 20 1300515 岐阜 朝日大学

8 白青 安彦　統賀 ｱﾋﾞｺ ﾑﾈﾖｼ 18 1400838 埼玉 川越工業

10 黒黄 保坂陽次郎 ﾎｻｶ ﾖｳｼﾞﾛｳ 24 0901103 茨城 スーパーＫアスリートラボ

12 黒青 岡田　朗緋 ｵｶﾀﾞ ﾛｳﾋ 20 1601914 大阪 駒澤大学自転車部

14 赤黄 野田　龍聖 ﾉﾀﾞ ﾘｭｳｾｲ 19 1300655 神奈川 明星大学

16 緑 赤澤　豪将 ｱｶｻﾞﾜ ｺﾞｳｼｮｳ 21 1600283 東京 スミタ・エイダイ・パールイズミラバネロ  


