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※2019年中に達する年齢
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1 U13 大石　哲平 オオイシ テッペイ 11 臨時登録 静岡 伊豆CSC ○ ○

2 U15 杉浦　功直 ｽｷﾞｳﾗ ｺﾅ 14 1802621 愛知 岡崎市矢作北中学校 ○ ○

3 女子 中村　美咲 ﾅｶﾑﾗ ﾐｻｷ 16 1801834 埼玉 浦和北高校 ○ ○ 15km

4 女子 諸田　吏音 ﾓﾛﾀ ﾘｵﾝ 17 1701258 埼玉 栄北高校 ○ ○

5 女子 増田　たま ﾏｽﾀﾞ ﾀﾏ 18 1702035 埼玉 筑波大学附属坂戸高等学校 ○ 15km

6 女子 永野日和鈴 ﾅｶﾞﾉ ﾋﾖﾘ 17 1600216 東京 成蹊高校 ○ 15km

7 女子 太郎田水桜 ﾀﾛｳﾀﾞ ﾐｵ 18 1600217 東京 東京成徳大学高校 ○ 15km

8 女子 阿部　セラ ｱﾍﾞ ｾﾗ 18 17385 東京 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ ○ ○ 15km

9 女子 岡本　ニ菜 ｵｶﾓﾄ ﾆﾅ 22 1300276 東京 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ ○ ○ 15km

10 女子 渡邊ひかる ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋｶﾙ 17 1702119 静岡 伊豆CSC ○ 15km

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

12 女子 若原梨々花 ﾜｶﾊﾗ ﾘﾘｶ 16 1801942 岐阜 岐阜第一高等学校 ○ ○ 15km

13 女子 渡邊　晴香 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾙｶ 17 1801982 鳥取 倉吉西高校 ○ ○ ○

14 女子 宮本　杏夏 ﾐﾔﾓﾄ ｷｮｳｶ 18 1702075 鳥取 倉吉西高校 ○ ○ ○

15 女子 福田　夏生 ﾌｸﾀﾞ ﾅﾂｷ 18 1702073 鳥取 倉吉西高校 ○ ○ 15km

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

17 女子 下条　未悠 ｹﾞｼﾞｮｳ ﾐﾕ 19 1502101 富山 氷見高校 ○

18 女子 寸田　　桜 ｽﾝﾀﾞ ｻｸﾗ 19 1701351 京都 立命館大学 ○ ○ 15km

19 女子 野寺　　梓 ﾉﾃﾞﾗ ｱｽﾞｻ 19 1502292 静岡 伊豆総合高校 ○ 15km

20 女子 鈴木保乃華 ｽｽﾞｷ ﾎﾉｶ 20 1500929 静岡 法政大学 ○ 15km

21 女子 野寺　　楓 ﾉﾃﾞﾗ ｶｴﾃﾞ 21 1301596 静岡 順天堂大学 ○ ○ 15km

22 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 ○ ○

23 女子 越田恵美子 ｺｼﾀﾞ ｴﾐｺ 44 1800705 石川 KEIG ○ ○

24 男子E 川田　真也 ｶﾜﾀﾞ ｼﾝﾔ 19 1600908 埼玉 埼玉県自転車競技連盟 30km

25 男子E 山田　雄大 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾀﾞｲ 19 1600824 埼玉 埼玉県立川越工業高校 ○ ○

26 男子E 森田　一郎 ﾓﾘﾀ ｲﾁﾛｳ 18 1601230 埼玉 埼玉県立杉戸農業高校 ○ ○

27 男子E 湯浅　博貴 ﾕｱｻ ﾋﾛﾀｶ 18 1601077 埼玉 EQADS ○ 30km

28 男子E 小笠原匠海 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾀｸﾐ 19 1501112 東京 EQADS ○ 30km

29 男子E 松田　祥位 ﾏﾂﾀﾞ ｼｮｳｲ 20 1500848 岐阜 EQADS ○ 30km

30 男子E 渡邉　　歩 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾕﾑ 21 1101375 福島 EQADS ○ 30km

31 男子E 鈴木　雅大 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾋﾛ 21 1201560 東京 AutoBahn Gotemba ○

32 男子E 小出　　樹 ｺｲﾃﾞ ｲﾂｷ 19 1501574 長野 京都産業大学 ○ 30km

33 男子E 渡邉　　鈴 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾚ 19 1501577 長野 イナーメ信濃山形 ○ 30km

34 男子E 中村龍太郎 ﾅｶﾑﾗ ﾘｭｳﾀﾛｳ 29 0900955 千葉 イナーメ信濃山形 ○ 30km

35 男子E 野間　優一 ﾉﾏ ﾕｳｲﾁ 27 1800829 茨城 エクストリームつくば ○

36 男子E 相原晴一郎 ｱｲﾊﾗ ｾｲｲﾁﾛｳ 20 1502111 東京 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ ○ 30km

37 男子E 長尾　宏樹 ﾅｶﾞｵ ﾋﾛｷ 26 19930521 東京 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ ○ ○

38 男子E 千葉　将太 ﾁﾊﾞｼｮｳﾀ 21 1601775 東京 東京大学 ○ ○
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39 男子E 新谷　佳史 ｼﾝﾀﾆ ﾖｼﾌﾐ 23 1601778 東京 東京大学 ○ ○

40 男子E 小林　清仁 ｺﾊﾞﾔｼ ｷﾖﾋﾄ 34 0100802 東京 日本航空電子 ○ ○

41 男子E 八幡　光哉 ﾔﾊﾀ ﾐﾂﾔ 35 1500217 東京 FORCE ○ ○ 30km

42 男子E 長田　龍拳 ｵｻﾀﾞﾘｭｳｹﾝ 19 1600758 静岡 星陵高校 ○ ○

43 男子E 平塚　吉光 ﾋﾗﾂｶ ﾖｼﾐﾂ 31 9900243 静岡 ○ 30km

44 男子E 青島　敬佑 ｱｵｼﾏ ｹｲｽｹ 20 1501198 静岡 法政大学 ○ 30km

45 男子E 蠣崎　優仁 ｶｷｻﾞｷ ﾕｳｼﾞﾝ 20 1201640 静岡 EQADS ○ ○ 30km

46 男子E 松本　京太 ﾏﾂﾓﾄ ｷｮｳﾀ 21 1401169 静岡 日本体育大学 ○ ○

47 男子E 中川　聖大 ﾅｶｶﾞﾜ ｾｲﾀﾞｲ 21 1700391 静岡 日本大学 ○ ○

48 男子E 坂野龍太郎 ｻｶﾉ ﾘｭｳﾀﾛｳ 22 1301094 静岡 明星大学 ○ ○

49 男子E 髙原　渓人 ﾀｶﾊﾗ ｹｲﾄ 23 1200835 静岡 朝日大学 ○ 30km

50 男子E 末廣　快理 ｽｴﾋﾛ ｶｲﾘ 21 1400994 兵庫 同志社大学 ○ ○

51 男子E 島　　奨乃 ｼﾏ ｼｮｳﾉ 21 1700475 大阪 同志社大学 ○ ○

52 男子E 河地　拓巳 カワチタクミ 20 1801446 京都 龍谷大学 ○ ○ 30km

53 男子E 仲野　結音 ﾅｶﾉ ﾕｳﾄ 20 1602455 大阪 ○ ○

54 男子E 姫野　正志 ﾋﾒﾉ ﾏｻｼ 33 101066 兵庫 ゼロウノフロンティア ○ ○

55 男子E 児玉　利文 ｺﾀﾞﾏ ﾄｼﾌﾐ 44 1703484 岐阜 sfiDARE CRIT JAPAN ○ 30km

56 男子E 高橋　伸成 ﾀｶﾊｼ ﾉﾌﾞｼｹﾞ 52 1200031 静岡 FIETS GROEN ○ 30km

57 男子M 小池　岳太 ｺｲｹ ｶﾞｸﾀ 37 ０９１３１１ 長野 positivo ○ ○

58 男子M 丸田　友之 ﾏﾙﾀ ﾄﾓﾕｷ 39 1100689 東京 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ ○ 20km

59 男子M 筧　　太一 ｶｹｲ ﾀｲﾁ 48 9701396 愛知 BUCYO COFFEE/CLTcyc ○ 20km

60 男子U17 田中　天拳 ﾀﾅｶ ﾃﾝｹﾞﾝ 16 1801832 埼玉 浦和北高校 ○

61 男子U17 福田　晃司 ﾌｸﾀﾞ ｺｳｼﾞ 16 1801835 埼玉 浦和北高校 ○

62 男子Jr 木村　寛己 ｷﾑﾗ ﾋﾛﾐ 17 1801826 埼玉 浦和北高校 ○

63 男子Jr 佐藤　寿賢 ｻﾄｳ ﾄｼﾏｻ 17 1801828 埼玉 浦和北高校 ○

64 男子Jr 石井麻希斗 ｲｼｲ　ﾏｷﾄ 17 1502274 埼玉 浦和北高校 ○

65 男子Jr 澁川竜太郎 ｼﾌﾞｶﾜ ﾘｭｳﾀﾛｳ 17 1801829 埼玉 浦和北高校 ○

66 男子Jr 加藤幸之介 ｶﾄｳ ｺｳﾉｽｹ 17 1801825 埼玉 浦和北高校 ○

67 男子Jr 滝沢　悠人 ﾀｷｻﾞﾜ ﾕｳﾄ 17 1801833 埼玉 浦和北高校 ○

68 男子Jr 鈴木　拓磨 ｽｽﾞｷ ﾀｸﾏ 17 1801830 埼玉 浦和北高校 ○

69 男子Jr 金井　優樹 ｶﾅｲ ﾕｳｷ 18 1702271 埼玉 浦和北高校 ○

70 男子Jr 青木　　将 ｱｵｷ ﾏｻﾙ 17 1801644 埼玉 栄北高校 ○

71 男子Jr 杉岡　涼平 ｽｷﾞｵｶ ﾘｮｳﾍｲ 17 1801636 埼玉 栄北高校 ○

72 男子Jr 平井　基暉 ﾋﾗｲ ﾓﾄｷ 17 1801640 埼玉 栄北高校 ○

73 男子Jr 草間　海洲 ｸｻﾏ ｶｲｼｭｳ 17 1701256 埼玉 栄北高校 ○

74 男子Jr 田島　颯太 ﾀｼﾞﾏｿｳﾀ 18 1701251 埼玉 栄北高校 〇

75 男子Jr 池田　悠里 ｲｹﾀﾞﾕｳﾘ 18 1701254 埼玉 栄北高校 〇
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76 男子Jr 川崎　三織 ｶﾜｻｷ ﾐｵﾘ 18 1701257 埼玉 栄北高校 ○

77 男子Jr 新井　志駿 ｱﾗｲ ﾕｷﾄｼ 18 1701255 埼玉 栄北高校 〇

78 男子Jr 町田　啓剛 ﾏﾁﾀﾞ ｹｲｺﾞｳ 17 1400563 埼玉 筑波大学附属坂戸高等校 ○

79 男子Jr 緒方　恵敬 ｵｶﾞﾀ ﾋﾛﾀｶ 18 1702032 埼玉 筑波大学附属坂戸高校 ○

80 男子Jr 立石　剛大 ﾀﾃｲｼ ｺﾞｳﾀ 18 1702031 埼玉 筑波大学附属坂戸高校 ○

81 男子Jr 檜村　奏太 ﾋﾑﾗ ｿｳﾀ 17 1401674 東京 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ ○

82 男子Jr 澤田　侑児 ｻﾜﾀﾞ ﾕﾆ 18 1600493 東京 都立八王子桑志高校 〇

83 男子Jr 北林　大地 ｷﾀﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲﾁ 18 1701937 東京 都立八王子桑志高校 ○

84 男子U17 大塚　　響 ｵｵﾂｶ ﾋﾋﾞｷ 16 1801201 神奈川 横浜高校 ○

85 男子Jr 伊澤　将也 ｲｻﾞﾜ ﾏｻﾔ 17 1702431 神奈川 横浜高校 〇

86 男子Jr 末木　克典 ｽｴｷ ｶﾂﾉﾘ 18 1702008 山梨 山梨県立甲府工業高校 ○

87 男子Jr 武井　稜哉 ﾀｹｲ ﾘｮｳﾔ 18 1700055 山梨 山梨県立日川高校 ○

88 男子Jr 黒川祐次郎 ｸﾛｶﾜ ﾕｳｼﾞﾛｳ 18 1701373 静岡 伊豆総合高校 ○

89 男子Jr 柴田　大輝 ｼﾊﾞﾀ ﾀﾞｲｷ 17 1701996 静岡 静岡北高校 ○

90 男子Jr 梶原　聖悟 ｶｼﾞﾜﾗ ｼｮｳｺﾞ 18 1701995 静岡 静岡北高校 ○

91 男子Jr 海野　有輝 ｳﾝﾉ ﾕｳｷ 18 1701994 静岡 静岡北高校 ○

92 男子Jr 中津川　開 ﾅｶﾂｶﾞﾜ ｶｲ 18 1601751 静岡 浜松学院高校 ○

93 男子Jr 末田　幸照 ｽｴﾀﾞ ｺｳｷ 17 1801563 静岡 星陵高校 ○

94 男子Jr 菅野　哲平 ｶﾝﾉ ﾃｯﾍﾟｲ 17 1801565 静岡 星陵高校 ○

95 男子Jr 高梨万里王 ﾀﾏｼﾏ ﾏﾘｵ 18 1501711 静岡 星陵高校 ○

96 男子U17 若原　琢磨 ﾜｶﾊﾗ ﾀｸﾏ 16 1801941 岐阜 岐阜第一高校 ○

97 男子Jr 西澤　優聖 ﾆｼｻﾞﾜ ﾕｳｾｲ 17 1801938 岐阜 岐阜第一高校 ○

98 男子Jr 児玉虎之介 ｺﾀﾞﾏ ﾄﾗﾉｽｹ 17 1701348 岐阜 岐阜第一高校 ○

99 男子U17 坂井　俊介 ｻｶｲ ｼｭﾝｽｹ 16 1801053 富山 氷見高校 ○

100 男子Jr 北嶋　桂大 ｷﾀｼﾏ ｹｲﾀ 17 1801447 富山 氷見高校 ○

101 男子Jr 林　佳宗依 ﾊﾔｼ ｶﾑｲ 18 1702422 富山 氷見高校 ○

102 男子Jr 中村　圭吾 ﾅｶﾑﾗ ｹｲｺﾞ 18 1702423 富山 氷見高校 ○

103 男子Jr 稲葉　勇登 ｲﾅﾊﾞﾕｳﾄ 17 1801572 愛媛 松山聖陵高校 ○

104 男子Jr 目附　　光 ﾒﾂｹ ﾋｶﾙ 17 1801399 愛媛 松山聖陵高校 ○

105 男子Jr 山本 大智 ﾔﾏﾓﾄﾀﾞｲﾁ 17 1702025 愛媛 松山聖陵高校 ○

106 男子Jr 安倍　周作 ｱﾍﾞｼｭｳｻｸ 18 1702026 愛媛 松山聖陵高校 ○

107 男子U17 石川　大介 ｲｼｶﾜ ﾀﾞｲｽｹ 16 1801978 鳥取 倉吉西高校 ○

108 男子Jr 中西　輝充 ﾅｶﾆｼ ﾃﾙﾐﾂ 17 1801980 鳥取 倉吉西高校 ○


