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※2018年に達する年齢

№ 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 ＴＴ ＳＰ ＫＥ ＰＲ ＯＭ

1 U13 大石　哲平 ｵｵｲｼ ﾃｯﾍﾟｲ 11 臨時登録 伊豆CSC ○ ○

2 U13 内田　　樂 ｳﾁﾀﾞ ｶﾞｸ 11 臨時登録 美山サイクリングクラブ ○ ○

3 U15 内田　　凛 ｳﾁﾀﾞ ﾘﾝ 13 1703465 京都 京都向陽サイクルスポーツクラブ ○ ○

4 U15 橋本　のこ ﾊｼﾓﾄ ﾉｺ 13 1800284 京都 京都向陽ｻｲｸﾙｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ ○ ○

5 U15 濱　　彩春 ﾊﾏ ｲﾛﾊ 13 1700560 神奈川 アキラレーシング ○ ○

6 U15 杉浦　功直 ｽｷﾞｳﾗ ｺﾅ 13 1802621 愛知 岡崎市矢作北中学校 ○ ○

7 U15 大野風貴芽 ｵｵﾉ ﾌｷﾒ 14 1700641 愛知 MINOURA大垣レーシング ○ ○

8 女子 渡邊ひかる ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋｶﾙ 16 1702119 静岡 伊豆総合 ○ 15km

9 女子 金田　舞夏 ﾏﾈﾀﾞﾏｲｶ 16 1500468 福岡 祐誠高校 ○ ○ 15km

10 女子 内野　艶和 ｳﾁﾉ ﾂﾔｶ 16 1702360 福岡 祐誠高校 ○ ○ 15km

11 女子 池上　あかり ｲｹｶﾞﾐ ｱｶﾘ 19 1501781 福岡 福岡県自転車競技連盟 ○ ○ 15km

12 女子 杉川　愛希 ｽｷﾞｶﾜ ｱｷ 17 1702074 鳥取 倉吉西高校 ○ ○ 15km

13 女子 宮本　杏夏 ﾐﾔﾓﾄ ｷｮｳｶ 17 1702075 鳥取 倉吉西高校 ○ ○ ○

14 女子 福田　夏生 ﾌｸﾀﾞ ﾅﾂｷ 17 1702073 鳥取 倉吉西高校 ○ ○ 15km

15 女子 徳丸　由記 ﾄｸﾏﾙ ﾕｷ 17 1802848 鳥取 倉吉西高校 ○ ○ 15km

16 女子 太郎田水桜 ﾀﾛｳﾀﾞ ﾐｵ 17 1600217 東京 東京成徳大学高校 ○ 15km

17 女子 稲田沙綾香 ｲﾅﾀﾞ　ｻﾔｶ 17 1802160 石川 石川県立松任高等学校 ○

18 女子 刈込　奈那 ｶﾘｺﾐ ﾅﾅ 18 1601358 千葉 敬愛学園 ○ ○ ○

19 女子 杉浦　菜留 ｽｷﾞｳﾗ ﾅﾙ 18 1602536 愛知 岡崎市城西高校 ○ ○

20 女子 野寺　　梓 ﾉﾃﾞﾗ ｱｽﾞｻ 18 1502292 静岡 伊豆総合高校 ○ ○ ○

21 女子 野寺　　楓 ﾉﾃﾞﾗ ｶｴﾃﾞ 20 1301596 静岡 順天堂大学 ○ ○ ○

22 女子 鈴木　媛子 ｽｽﾞｷ ﾋﾒｺ 20 1401128 山梨 山梨学院大学 ○ ○

23 女子 阿部　セラ ｱﾍﾞ ｾﾗ 17 1701127 東京 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ ○ ○ 15km

24 女子 五味田奈緒 ｲﾂﾐﾀﾞ ﾅｵ 21 1601014 千葉 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ ○ ○ 15km

25 女子 岡本　二菜 ｵｶﾓﾄ ﾆﾅ 21 1300276 東京 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ ○ ○ 15km

26 女子 山口　真未 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏﾐ 27 1800373 茨城 エクストリームつくば ○ ○

27 女子 越田恵美子 ｺｼﾀﾞ ｴﾐｺ 43 1800705 石川 KEIG ○ ○

28 女子 小沼美由紀 ｵﾇﾏ ﾐﾕｷ 47 9700609 埼玉 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ ○

29 男子U17 鈴木小次廊 ｽｽﾞｷ ｺｼﾞﾛｳ 15 1602667 静岡 竜爪中学校 ○ ○

30 男子U17 大橋　泰慧 ｵｵﾊｼ ﾀｲｴｲ 15 1500590 神奈川 鴨居中学校 ○ ○

31 男子U17 岸　　侑弥 ｷｼ ﾕｳﾔ 15 1801932 岐阜 岐阜第一高等学校 ○ ○ ○

32 男子U17 嶋津　駿弥 ｼﾏﾂﾞｼｭﾝﾔ 16 1801649 静岡 伊豆総合高校 ○ ○

33 男子U17 竹下　寛人 ﾀｹｼﾀ ﾋﾛﾄ 16 1800319 東京 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ ○ ○

34 男子U17 菅野　哲平 ｶﾝﾉ ﾃｯﾍﾟｲ 16 1801565 静岡 星陵高校 ○ 20km

35 男子U17 木村　寛己 ｷﾑﾗ ﾋﾛﾐ 16 1801826 埼玉 埼玉県立浦和北高等学校 ○ ○ 20km

36 男子U17 石井麻希斗 ｲｼｲ ﾏｷﾄ 16 1502274 埼玉 埼玉県立浦和北高等学校 ○ ○ 20km

37 男子U17 伊東　佑晟 ｲﾄｳ ﾕｳｾｲ 16 1602671 岐阜 岐阜第一高等学校 ○ ○ ○

38 男子U17 村瀬　大和 ﾑﾗｾ ﾔﾏﾄ 16 1701347 岐阜 岐阜第一高等学校 ○ ○ ○

39 男子U17 長川　達哉 ﾅｶﾞｶﾜ ﾀﾂﾔ 16 1801810 埼玉 叡明高等学校 ○ 20km

40 男子U17 小林　優太 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾀ 16 1801809 埼玉 叡明高等学校 ○ 20km
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41 男子U17 宇野　裕紀 ｳﾉ ﾋﾛｷ 16 1701087 埼玉 叡明高等学校 ○ ○

42 男子U17 柴田　大輝 ｼﾊﾞﾀ ﾀﾞｲｷ 16 1701996 静岡 静岡北高校 ○ ○

43 男子U17 道祖尾大輝 ｻｲﾉｵ ﾀﾞｲｷ 16 1801979 鳥取 倉吉西高校 ○ ○ ○

44 男子Jr 齊藤　彰汰 ｻｲﾄｳ ｼｮｳﾀ 17 1702278 埼玉 ○ ○

45 男子Jr 黒川祐次郎 ｸﾛｶﾜ ﾕｳｼﾞﾛｳ 17 1701373 静岡 伊豆総合高校 ○ ○ 20km

46 男子Jr 梶原　聖悟 ｶｼﾞﾜﾗ ｼｮｳｺﾞ 17 1701995 静岡 静岡北高校 ○ 20km

47 男子Jr 海野　有輝 ｳﾝﾉ ﾕｳｷ 17 1701994 静岡 静岡北高校 ○ ○ ○

48 男子Jr 中津川　開 ﾅｶﾂｶﾞﾜ ｶｲ 17 1601751 静岡 浜松学院高校 ○ ○ 20km

49 男子Jr 村上　浩幸 ﾑﾗｶﾐ ﾋﾛﾕｷ 17 1702273 埼玉 浦和工業高校 ○ ○

50 男子Jr 山口　多聞 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾓﾝ 17 1702281 埼玉 浦和工業高校 ○

51 男子Jr 中島　　啓 ﾅｶｼﾞﾏ  ﾋﾗｸ 17 1701263 埼玉 叡明高等学校 ○ ○

52 男子Jr 石井　翔瑛 ｲｼｲ ｼｮｳｴｲ 17 1701264 埼玉 叡明高等学校 ○ 20km

53 男子Jr 石田　拓真 ｲｼﾀﾞﾀｸﾏ 17 1701346 岐阜 岐阜第一高等学校 ○ ○ ○

54 男子Jr 児玉虎之介 ｺﾀﾞﾏ ﾄﾗﾉｽｹ 17 1701348 岐阜 岐阜第一高等学校 ○ ○ ○

55 男子Jr 金井　優樹 ｶﾅｲ ﾕｳｷ 17 1702271 埼玉 埼玉県立浦和北高等学校 ○ ○ 20km

56 男子Jr 田島　颯太 ﾀｼﾞﾏ ｿｳﾀ 17 1701251 埼玉 栄北高校 ○ ○ 20km

57 男子Jr 池田　悠里 ｲｹﾀﾞ ﾕｳﾘ 17 1701254 埼玉 栄北高校 ○ ○

58 男子Jr 澤田　侑児 ｻﾜﾀﾞ ﾕﾆ 17 1600493 東京 都立八王子桑志高等学校 ○ ○

59 男子Jr 北林　大地 ｷﾀﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲﾁ 17 1701937 東京 八王子桑志 ○ ○ 20km

60 男子Jr 加藤　将武 ｶﾄｳ ｼｮｳﾌﾞ 17 1701115 埼玉 鳩山高校 ○ ○ ○

61 男子Jr 武智　　光 ﾀｹﾁ ﾋｶﾘ 17 1101533 愛媛 松山東高校 ○ 20km

62 男子Jr 大橋　真慧 ｵｵﾊｼ ﾏｻﾄ 17 1500260 神奈川 横浜高校 ○ ○

63 男子Jr 武井　稜哉 ﾀｹｲ ﾘｮｳﾔ 17 1700055 山梨 日川高校 ○ 20km

64 男子Jr 高梨万里王 ﾀｶﾅｼ ﾏﾘｵ 17 1501711 静岡 星陵高校 20km

65 男子Jr 長田　龍拳 ｵｻﾀﾞﾘｭｳｹﾝ 18 1600758 静岡 星陵高校 ○ ○

66 男子Jr 望月　悠喜 ﾓﾁﾂﾞｷﾕｳｷ 18 1600761 静岡 星陵高校 ○ ○

67 男子E 水谷　勇人 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾕｳﾄ 18 1600898 岐阜 岐南工業高校 ○

68 男子E 川田　真也 ｶﾜﾀﾞ ｼﾝﾔ 18 1600908 埼玉 埼玉県自転車競技連盟 ○

69 男子E 風間　竜太 ｶｻﾞﾏ ﾘｭｳﾀ 18 1601791 山梨 甲府工業高校 ○

70 男子E 森　　光流 ﾓﾘ ﾋｶﾙ 21 9970911 千葉 Blanche Racing Team ○

71 男子E 荒川　達郎 ｱﾗｶﾜ ﾀﾂﾛｳ 19 1500837 埼玉 日本体育大学 ○

72 男子E 平安山良希 ﾍﾝｻﾞﾝ ﾘｮｳｷ 19 1501064 沖縄 日本体育大学 ○

73 男子E 滿田　光紀 ﾐﾂﾀﾞ ｺｳｷ 19 1401334 熊本 日本体育大学 ○

74 男子E 安彦　統賀 ｱﾋﾞｺ ﾑﾈﾖｼ 19 1400838 埼玉 日本体育大学 ○

75 男子E 村田　祐樹 ﾑﾗﾀ ﾕｳｷ 20 1401185 富山 日本体育大学 ○

76 男子E 關根　論容 ｾｷﾈ ﾉﾘﾋﾛ 20 1401725 埼玉 日本体育大学 ○

77 男子E 桑名　僚也 ｸﾜﾅ ﾘｮｳﾔ 21 1301023 埼玉 日本体育大学 ○

78 男子E 當原　隼人 ﾄｳﾊﾞﾙ　ﾊﾔﾄ 21 1301199 沖縄 日本体育大学 ○

79 男子E 松岡　辰秦 ﾏﾂｵｶ ﾀﾂﾋﾛ 22 1201591 熊本 日本体育大学 ○

80 男子E 佐々木祐太 ｻｻｷ ﾕｳﾀ 18 1501159 岩手 朝日大学 ○
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81 男子E 平松　和真 ﾋﾗﾏﾂ ｶｽﾞﾏ 18 1501840 山梨 朝日大学 ○

82 男子E 佐藤譲士郎 ｻﾄｳ ｼﾞｮｳｼﾛｳ 18 1501524 山県 朝日大学 ○

83 男子E 落合　悠斗 ｵﾁｱｲ ﾕｳﾄ 19 1500409 栃木 朝日大学 ○

84 男子E 富田　雄大 ﾄﾐﾀ ﾕｳﾀﾞｲ 19 1501798 島根 朝日大学 ○

85 男子E 枝村　弘樹 ｴﾀﾞﾑﾗ ﾋﾛｷ 19 1501634 宮崎 朝日大学 ○

86 男子E 瀧　　一真 ﾀｷ ｶｽﾞﾏ 20 1401487 熊本 朝日大学 ○

87 男子E 亀谷　昌慈 ｶﾒｶﾞｲ ﾏｻﾖｼ 20 1400999 岐阜 朝日大学 ○

88 男子E 林　　欣司 ﾊﾔｼ ｷﾝｼﾞ 20 1401007 岐阜 朝日大学 ○

89 男子E 平田　裕貴 ﾋﾗﾀ ﾕｳｷ 20 1400504 熊本 朝日大学 ○

90 男子E 永田　吏玖 ﾅｶﾞﾀ ﾘｸ 21 1301003 岐阜 朝日大学 ○

91 男子E 小野　舜介 ｵﾉ ｼｭﾝｽｹ 21 1301046 岡山 朝日大学 ○

92 男子E 松本　　梧 ﾏﾂﾓﾄ ｻﾄﾙ 21 1501785 埼玉 朝日大学 ○

93 男子E 桑名　太一 ｸﾜﾅ ﾀｲﾁ 21 1300686 愛媛 朝日大学 ○

94 男子E 平塚　吉光 ﾋﾗﾂｶ ﾖｼﾐﾂ 30 9900243 静岡 チーム右京 ○

95 男子E 小野康太郎 ｵﾉ ｺｳﾀﾛｳ 21 1101337 東京 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ ○

96 男子E 長尾　宏樹 ﾅｶﾞｵ ﾋﾛｷナ 25 19930521 東京 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ ○

97 男子E 樋口 峻明 ﾋｸﾞﾁ ﾀｶｱｷ 23 1100580 神奈川 那須ブラーゼン ○

98 男子E 髙原　渓人 ﾀｶﾊﾗ ｹｲﾄ 22 1200835 静岡 朝日大学 ○

99 男子E 坂野龍太郎 ｻｶﾉ ﾘｭｳﾀﾛｳ 21 1301094 静岡 明星大学 ○

100 男子E 松本　京太 ﾏﾂﾓﾄ ｷｮｳﾀ 20 1401169 静岡 日本体育大学 ○

101 男子E 中川　聖大 ﾅｶｶﾞﾜ ｾｲﾀﾞｲ 20 1700391 静岡 日本大学 ○

102 男子E 島田　柊生 ｼﾏﾀﾞｼｭｳｾｲ 18 1501668 栃木 明星大学 ○

103 男子E 津田　悠太 ﾂﾀﾞ ﾕｳﾀ 19 1500036 静岡 明星大学 ○

104 男子E 小川　純平 ｵｶﾞﾜ  ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 20 1701289 埼玉 立教大学 ○

105 男子E 金子　征誉 ｶﾈｺ ﾏｻﾀｶ 20 1301254 神奈川 立教大学 ○

106 男子E 橘田　和樹 ｷｯﾀ ｶｽﾞｷ 20 1000754 埼玉 立教大学 ○

107 男子E 田部　功明 ﾀﾍﾞ ｺｳﾒｲ 21 1702540 神奈川 立教大学 ○

108 男子E 小出　　樹 ｺｲﾃﾞ ｲﾂｷ 19 1501574 長野 京都産業大学 ○

109 男子E 木下　佳祐 ｷﾉｼﾀ ｹｲｽｹ 19 1501251 岡山 京都産業大学 ○

110 男子E 石川　航大 ｲｼｶﾜ ｺｳﾀﾞｲイ 19 1501632 宮崎 京都産業大学 ○

111 男子E 清水　大樹 ｼﾐｽﾞ ﾀｲｷ 19 1201870 神奈川 京都産業大学 ○

112 男子E 岡本　篤樹 ｵｶﾓﾄ ｱﾂｷオ 19 1401220 奈良 京都産業大学 ○

113 男子E 伊藤　皓平 ｲﾄｳ ｺｳﾍｲ 20 1401496 鳥取 京都産業大学 ○

114 男子E 高橋　伸成 ﾀｶﾊｼ ﾉﾌﾞｼｹﾞ 51 1200031 静岡 FIETS GROEN ○

115 男子M 八幡　光哉 ﾔﾊﾀ　ﾐﾂﾔ 35 1500217 東京 FORCE ○ ○ ○

116 男子M 丸田　友之 ﾏﾙﾀ ﾄﾓﾕｷ 38 1100689 東京 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ ○ ○

117 男子M 小沼　　良 ｵﾇﾏ ﾘｮｳ 47 0200553 埼玉 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ ○

118 男子M 池羽　謙治 ｲｹﾊﾞ ｹﾝｼﾞ 48 1100694 東京 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ ○ ○


