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1 吉坂 凛 ﾖｼｻｶ ﾘﾝ 鴨沂高校 京都 17才

2 富田 莉央 ﾄﾐﾀ ﾘｵ 鴨沂高校 京都 16才

3 村上 幸生 ﾑﾗｶﾐ ｺｳｾｲ 延岡学園高校 宮崎 16才

4 出ｯ所 明乃丞 ﾃﾞｯｼｮ ｱｷﾉｼﾞｮｳ 延岡学園高校 宮崎 16才

5 金子 英介 ｶﾈｺ ｴｲｽｹ 延岡学園高校 宮崎 16才

6 松田 郁人 ﾏﾂﾀﾞ ﾌﾐﾄ 延岡学園高校 宮崎 16才

7 中原 航大 ﾅｶﾊﾗ ｺｳﾀﾞｲ 倉吉西高校 鳥取 17才

8 田代 大和 ﾀｼﾛ ﾔﾏﾄ 前橋工業高校 群馬 17才

9 川島 幸起 ｶﾜｼﾏ ｺｳｷ 前橋工業高校 群馬 16才

10 和田 碧来 ﾜﾀﾞ ｱｲﾗ 前橋工業高校 群馬 16才

11 竹内 佑有 ﾀｹｳﾁ ﾕｳ 名古屋高等学校 愛知 16才

12 立花 昌也 ﾀﾁﾊﾞﾅ ｼｮｳﾔ 八戸工大一高 青森 17才

13 坂本 大智 ｻｶﾓﾄ ﾀﾞｲﾁ 八戸工大一高 青森 17才

14 石田 貫 ｲｼﾀﾞ ｶﾝ 日大豊山 自転車部 東京 17才

15 近 翔太 ｺﾝ ｼｮｳﾀ 日大豊山 自転車部 東京 17才

16 齊藤 宏樹 ｻｲﾄｳ ｺｳｷ 日大豊山 自転車部 東京 17才

17 佐藤 正太郎 ｻﾄｳ ｼｮｳﾀﾛｳ 日大豊山 自転車部 東京 16才

18 森﨑 健臣 ﾓﾘｻｷ ｹﾝｼﾝ 日大豊山 自転車部 東京 16才

19 平井 大貴 ﾋﾗｲ ﾀｲｷ 甲府工業高校 山梨 17才

20 下山 大成 ｼﾓﾔﾏ ﾀｲｾｲ 青森山田 青森 16才

21 栗橋 開誠 ｸﾘﾊｼ ｶｲｾｲ 青森山田 青森 16才

22 小徳 修平 ｺﾄｸ ｼｭｳﾍｲ 真岡工業高校 栃木 17才

23 廣田 達也 ﾋﾛﾀ ﾀﾂﾔ 茨木工科高 大阪 17才

24 井村 泰誠 ｲﾑﾗ ﾀｲｾｲ 茨木工科高 大阪 17才

25 山﨑怜音 ﾔﾏｻﾞｷﾚｵﾝ 北稜高等学校 京都 17才

26 北川 恵斗 ｷﾀｶﾞﾜ ｹｲﾄ 科学技術高校 福井 17才

27 秋田 大翔 ｱｷﾀ ﾋﾛﾄ 水島工業高校 岡山 16才

28 土井 佑真 ﾄﾞｲ ﾕｳﾏ 宮城県小牛田農林高校 宮城 16才

29 田丸 祥之介 ﾀﾏﾙ ｼｮｳﾉｽｹ 崇徳高校 広島 16才

30 山内 慶悟 ﾔﾏｳﾁ ｹｲｺﾞ 法政二高自転車競技部 神奈川 16才

31 黒田 泰生 ｸﾛﾀﾞ ﾀｲｾｲ 千原台 熊本 17才

32 奈良 伸也 ﾅﾗ ｼﾝﾔ 千原台 熊本 17才

33 水上 隆助 ﾐﾅｶﾐ ﾀｶｽｹ 千原台 熊本 16才

34 橋戸 竜生 ﾊｼﾄﾞ ﾘｭｳｾｲ 千原台 熊本 16才
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35 宮田 竜成 ﾐﾔﾀ ﾘｭｳｾｲ 千原台 熊本 16才

36 岡田 宗憲 ｵｶﾀﾞ ｿｳｹﾝ 千原台 熊本 16才

37 岡田 幸憲 ｵｶﾀﾞ ｺｳｹﾝ 千原台 熊本 16才

38 溝口 永遠 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾄﾜ 千原台 熊本 16才

39 今村 健斗 ｲﾏﾑﾗ ｹﾝﾄ 千原台 熊本 16才

40 大高 彰馬 ｵｵﾀｶ ｼｮｳﾏ 白河実業 福島 17才

41 水谷 勇人 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾕｳﾄ 岐南工 岐阜 16才

42 中村 恒斗 ﾅｶﾑﾗ ﾉﾌﾞﾄ 岐南工 岐阜 17才

43 鳥澤 隼斗 ﾄﾘｻﾞﾜ ﾊﾔﾄ 岐南工 岐阜 17才

44 吉田 良 ﾖｼﾀ ﾞﾘｮｳ 川越工業高校 埼玉 16才

45 具志堅 大士 ｸﾞｼｹﾝ ﾀｲｼ 北中城高校自転車競技 沖縄 16才

46 田中 俊介 ﾀﾅｶ ｼｭﾝｽｹ 伊勢崎工業高校 群馬 17才

47 川北 純平 ｶﾜｷﾀ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 香川県立石田高校 香川 17才

48 木村 仁 ｷﾑﾗ ｼﾞﾝ 香川県立石田高校 香川 17才

49 磯島 成介 ｲｿｼﾞﾏ ﾏｻﾖｼ 青森県立八戸工業高校 青森 17才

50 小笠原 匠海 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾀｸﾐ 八王子桑志高校 東京 17才

51 渡邉 翔悟 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳｺﾞ 八王子桑志高校 東京 17才

52 小林 和典 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾉﾘ 八王子桑志高校 東京 17才

53 岡田 亮太 ｵｶﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 八王子桑志高校 東京 16才

54 飯高 悠貴 ｲｲﾀﾞｶ ﾕｳｷ 笛吹高校 山梨 17才

55 古田 陸志 ﾌﾙﾀ ﾘｸｼ 筑波大付属坂戸 埼玉 17才

56 佐藤 晴 ｻﾄｳ ﾊﾙ 可児高校 岐阜 17才

57 植阪 せい ｳｴｻｶ ｾｲ 紀北工業 和歌山 16才

58 小森 大志 ｺﾓﾘ ﾀｲｼ 紀北工業 和歌山 16才

59 松山 福人 ﾏﾂﾔﾏ ｻｷﾄ 北桑田高校 京都 16才

60 市川 光人 ｲﾁｶﾜ ﾐﾂﾋﾄ 北桑田高校 京都 16才

61 塚原 郁也 ﾂｶﾊﾗ ﾌﾐﾔ 岐阜第一高校 岐阜 16才

62 木村 天哉 ｷﾑﾗ ﾀｶﾔ 岐阜第一高校 岐阜 16才

63 三浦 蓮海 ﾐｳﾗ ﾚﾝｶｲ 岐阜第一高校 岐阜 16才

64 中條 颯斗 ﾅｶｼﾞｮｳﾊﾔﾄ 高工自転車部 群馬 17才

65 中里見 健司 ﾅｶｻﾄﾐｹﾝｼﾞ 高工自転車部 群馬 16才

66 曽根 笙平 ｿﾈｼｮｳﾍｲ 高工自転車部 群馬 16才

67 谷口 翔紀 ﾀﾆｸﾞﾁ ｼｮｳｷ 飾磨工業 兵庫 17才

68 大浦 涼雅 ｵｵｳﾗ ﾘｮｳｶﾞ 飾磨工業 兵庫 17才
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69 廣瀬 武人 ﾋﾛｾ ﾀｹﾄ 神戸弘陵学園 兵庫 17才

70 多田 雄飛 ﾀﾀﾞ ﾕｳﾋ 神崎高校 兵庫 16才

71 熊崎 麻人 ｸﾏｻﾞｷ ｱｻﾄ 浦和工業高校 埼玉 17才

72 佐々木 洸太 ｻｻｷ ｺｳﾀ 浦和工業高校 埼玉 17才

73 大河原 厳 ｵｵｶﾜﾗ ｹﾞﾝ 学法石川高校 福島 16才

74 直野 泰河 ﾅｵﾉ ﾀｲｶﾞ 大分県立鶴崎工業高校 大分 16才

75 松永 英徳 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾋﾃﾞﾉﾘ 長崎 16才

76 梅田 律 ｳﾒﾀﾞ ﾘﾂ 開新高校 熊本 16才

77 前田 隆成 ﾏｴﾀﾞ ﾘｭｳｾｲ 開新高校 熊本 16才

78 飯田 怜治 ｲｲﾀﾞ ﾚｲｼﾞ 開新高校 熊本 17才

79 田邉 源貴 ﾀﾅﾍﾞ ｹﾞﾝｷ 開新高校 熊本 16才

80 米田 駿介 ﾖﾈﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ 開新高校 熊本 16才

81 太田黒 快斗 ｵｵﾀｸﾞﾛ ｶｲﾄ 開新高校 熊本 17才

82 大城戸 空 ｵｵｷﾄﾞ ｿﾗ 開新高校 熊本 17才

83 北原 收真 ｷﾀﾊﾗ ｼｭｳﾏ 別府翔青 大分 17才

84 円福 竜之介 ｴﾝﾌﾟｸ ﾘｭｳﾉｽｹ 別府翔青 大分 16才

85 近藤 光 ｺﾝﾄﾞｳ ﾋｶﾙ 奈良北高校 奈良 16才

86 荒木 順平 ｱﾗｷ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 九州学院 熊本 17才

87 田下 黎 ﾀﾉｼﾓ ﾚｲ 九州学院 熊本 17才

88 宮崎 拳士朗 ﾐﾔｻﾞｷ ｹﾝｼﾛｳ 九州学院 熊本 17才

89 鈴木 知治 ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾊﾙ 九州学院 熊本 16才

90 朝倉 健 ｱｻｸﾗ ｹﾝ 倉吉総合産業高校 鳥取 17才

91 角 宗哉 ｶﾄﾞ ﾋﾛﾔ 高松工芸 香川 16才

92 辻井 郁澄 ﾂｼﾞｲ ｲｸﾄ 広島城北高校 広島 16才

93 藤原 悠記也 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｷﾔ 盛岡農業高校 岩手 17才

94 新坂 拓也 ｼﾝｻﾞｶ ﾀｸﾔ 盛岡農業高校 岩手 17才

95 吉元 亜輝 ﾖｼﾓﾄ ｱｷ 都城工業 宮崎 17才

96 谷川　侑汰 ﾀﾆｶﾞﾜ　ﾕｳﾀﾞｲ 都城工業 宮崎 16才

97 岩永　渓 ｲﾜﾅｶﾞ　ｹｲ 都城工業 宮崎 16才

98 中村　俊介 ﾅｶﾑﾗ　ｼｭﾝｽｹ 都城工業 宮崎 16才

99 中島　大瑚 ﾅｶｼﾏ　ﾀﾞｲｺﾞ 都城工業 宮崎 16才

100 吉川　尚希 ﾖｼｶﾜ　ﾅｵｷ 都城工業 宮崎 16才

101 土田 裕希 ﾂﾁﾀﾞ ﾕｳｷ 朝明高校 三重 16才
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201 外村 貴司 ｿﾄﾑﾗ ﾀｶｼ ﾁｰﾑGINRIN熊本 熊本 41才

202 左迫間 昭一 ｻｺﾏ ｼｮｳｲﾁ ﾁｰﾑGINRIN熊本 熊本 35才

203 井上 健志 ｲﾉｳｴ ﾀｹｼ ﾁｰﾑGINRIN熊本 熊本 38才

204 中原 裕章 ﾅｶﾊﾗ ﾋﾛｱｷ ﾁｰﾑGINRIN熊本 熊本 37才

205 西山信広 ﾆｼﾔﾏﾉﾌﾞﾋﾛ ﾁｰﾑ ﾌｧﾝｻｲｸﾙ 福岡 42才

206 西冨健司 ﾆｼﾄﾐ ｹﾝｼﾞ 祐誠高校保護者会 福岡 53才

207 白石 真悟 ｼﾗｲｼ ｼﾝｺﾞ ｼﾏﾉﾄﾞﾘﾝｷﾝｸﾞ 山口 36才

208 小玉 篤志 ｺﾀﾞﾏ ｱﾂｼ Team Funcycle 福岡 40才

209 大堀　雅行 ｵｵﾎﾘ ﾏｻﾕｷ パープルモンキー 熊本 44才
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301 竹中 勇登 ﾀｹﾅｶ ﾊﾔﾄ Team Kermis Cross 広島 15才

302 武智 光 ﾀｹﾁ ﾋｶﾘ ｴｷｯﾌﾟﾕｰﾚｰｼﾝｸﾞ 愛媛 15才

303 藤田 翔太郎 ﾌｼﾞﾀ ｼｮｳﾀﾛｳ ﾁｰﾑﾌｧﾝｻｲｸﾙ 福岡 15才

304 石橋 慧悟 ｲｼﾊﾞｼ ｹｲｺﾞ ﾁｰﾑﾌｧﾝｻｲｸﾙ 福岡 14才

305 山内 伊織 ﾔﾏｳﾁ ｲｵﾘ ﾎﾞﾝｼｬﾝｽ 福岡 13才

306 松岡 優馬 ﾏﾂｵｶ ﾕｳﾏ 熊本 15才

307 入江 航太 ｲﾘｴ ｺｳﾀ SSPC-武蔵ヶ丘中 熊本 15才

308 中山 遼太郎 ﾅｶﾔﾏ ﾘｮｳﾀﾛｳ SSPC-武蔵ヶ丘中 熊本 14才

309 佐藤 壮志 ｻﾄｳ ﾀｹｼ SSPC-竜南中 熊本 13才

310 前田 大騎 ﾏｴﾀﾞ ﾀﾞｲｷ SSPC-人吉第一中 熊本 14才

311 相良 拓実 ｻｶﾞﾗ ﾀｸﾐ SSPC-合志中 熊本 14才

312 花香 竜麻 ﾊﾅｶ ﾘｭｳﾏ SSPC-九学中 熊本 15才


