
登録証番号 氏　名 ﾌﾘ ｶﾞﾅ 所属ﾁｰﾑ 府県 年齢 カテゴリー

27MY1701988 東 優仁 ｱｽﾞﾏ ﾕｳﾄ 興國高等学校 大阪 16才 高校生

38MJ1101533 武智 光 ﾀｹﾁ ﾋｶﾘ 松山東 愛媛 16才 高校生

22MY1601271 竹内 佑有 ﾀｹｳﾁ ﾕｳ 名古屋高等学校 愛知 17才 高校生

24MY1600734 倉田 紘希 ｸﾗﾀ ｺｳｷ 岐阜第一高校 岐阜 17才 高校生

24MJ1600730 筒井 海翔 ﾂﾂｲ ｶｲﾄ 岐阜第一高校 岐阜 17才 高校生

24MJ1600729 三浦 蓮海 ﾐｳﾗ ﾚﾝｶｲ 岐阜第一高校 岐阜 17才 高校生

24MJ1600737 三井  海 ﾐﾂｲ ｶｲ 岐阜第一高校 岐阜 17才 高校生

24MY1701347 村瀨 大和 ﾑﾗｾ ﾔﾏﾄ 岐阜第一高校 岐阜 16才 高校生

13MJ1600844 百瀬 仁 ﾓﾓｾ ｼﾞﾝ 八王子桑志高校 東京 17才 高校生

13MY1600493 澤田 侑児 ｻﾜﾀﾞ ﾕﾆ 八王子桑志高校 東京 16才 高校生

26MJ1701164 福原 名月 ﾌｸﾊﾗ ﾅﾂﾞｷ 向陽高校 京都 16才 高校生

26MY1701162 吉田 圭吾 ﾖｼﾀﾞ ｹｲｺﾞ 向陽高校 京都 16才 高校生

13MJ1601770 宮野 大地 ﾐﾔﾉ ﾀﾞｲﾁ 多摩高校 東京 17才 高校生

12MY1702184 清水 美寛 ｼﾐｽﾞ ﾐﾋﾛ 拓大紅陵 千葉 16才 高校生

20MY1601287 奥井 統哉 ｵｸｲ ﾄｳﾔ 福井科技 福井 17才 高校生

34MJ1601282 大久保 佑規 ｵｵｸﾎﾞ ﾕｳｷ 崇徳高校 広島 17才 高校生

34MJ1400217 白井 優太朗 ｼﾗｲ ﾕｳﾀﾛｳ 崇徳高校 広島 16才 高校生

34MY1701941 石田 大貴 ｲｼﾀﾞ ﾋﾛｷ 崇徳高校 広島 16才 高校生

34MY1702300 黒瀨 亮介 ｸﾛｾ ﾘｮｳｽｹ 崇徳高校 広島 16才 高校生

47MY1602440 金城 寛 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾋﾛ 八重山高等学校 沖縄 17才 高校生

12MY1701487 安藤 優一 ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｳｲﾁ 千葉学芸高校 千葉 16才 高校生

26MJ1600797 市川 光人 ｲﾁｶﾜ ﾐﾂﾋﾄ 北桑田高校 京都 17才 高校生

26MU1600796 井野 誠大 ｲﾉ ﾏｺﾄ 北桑田高校 京都 18才 高校生

26MJ1600798 髙倉 廉太郎 ﾀｶｸﾗ ﾚﾝﾀﾛｳ 北桑田高校 京都 17才 高校生

26MJ1600793 松山 福人 ﾏﾂﾔﾏ ｻｷﾄ 北桑田高校 京都 17才 高校生

26MY1700844 小池 陽斗 ｺｲｹ ｱｷﾄ 北桑田高校 京都 16才 高校生

26MJ1700839 山品 純大 ﾔﾏｼﾅ ｼﾞｭﾝﾀﾞｲ 北桑田高校 京都 16才 高校生

13MJ1600250 小川 陽大 ｵｶﾞﾜ ﾖｳﾀﾞｲ 日大豊山 自転車部 東京 16才 高校生

13MJ1701938 髙橋 佳大 ﾀｶﾊｼ ﾖｼﾋﾛ 日大豊山 自転車部 東京 16才 高校生

13MY1701936 中村 翼 ﾅｶﾑﾗ ﾂﾊﾞｻ 日大豊山 自転車部 東京 16才 高校生

16MY1701296 二ﾉ宮 隆暉 ﾆﾉﾐﾔ ﾘｭｳｷ 吉田高校 新潟 16才 高校生

45MY1601740 金子 英介 ｶﾈｺ ｴｲｽｹ 延岡学園高等学校 宮﨑 17才 高校生

45MY1601741 松田 郁人 ﾏﾂﾀﾞ ﾌﾐﾄ 延岡学園高等学校 宮﨑 17才 高校生

28MJ1601532 小林 聖哉 ｺﾊﾞﾔｼ ｾｲﾔ 神崎高校 兵庫 17才 高校生

28MJ1701557 谷口 海斗 ﾀﾆｸﾞﾁ ｶｲﾄ 神崎高校 兵庫 16才 高校生

17MY1701150 木下 峻 ｷﾉｼﾀ ｼｭﾝ 長野県飯田風越高校 長野 16才 高校生

22MY1602365 渡邊 誉友 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾄ 桜丘高校 愛知 16才 高校生

22MJ1701104 野口 公太 ﾉｸﾞﾁ ｺｳﾀ 桜丘高校 愛知 16才 高校生

47MJ1601336 奥間 凪 ｵｸﾏ ﾅｷﾞ 沖縄県立北中城高校 沖縄 17才 高校生

選抜オープニングロード2018　参加申込一覧

※申込締切日までに入金が確認できない場合は申込みをキャンセルいたします。
※申込メールを送付済みで上記に名前が無い場合はこちらのメールアドレスまで連絡をください。＜info@kumamoto-cf.jp＞
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47MY1701099 瑞慶覧 寿 ｽﾞｹﾗﾝ ｼｭｳ 沖縄県立北中城高校 沖縄 16才 高校生

13MY1701206 江川 智也 ｴｶﾞﾜ ﾄﾓﾔ 城北高校 東京 16才 高校生

16MJ1601572 中西 竜歩 ﾅｶﾆｼ ﾘｭｳﾎ 松本工 長野 17才 高校生

17MJ1702315 田中 裕一郎 ﾀﾅｶ ﾕｳｲﾁﾛｳ 松本工 長野 16才 高校生

17MJ1702322 萩原 隆祐 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾘｭｳﾔ 松本工 長野 16才 高校生

14MJ1702539 市川 陽大 ｲﾁｶﾜ ﾖｳﾀ 法政大学第二高等学校 神奈川 16才 高校生

43MJ1601488 橋戸 竜生 ﾊｼﾄﾞ ﾘｭｳｾｲ 千原台高校 熊本 17才 高校生

43MJ1601634 溝口 永遠 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾄﾜ 千原台高校 熊本 17才 高校生

43MJ1701367 木村 響 ｷﾑﾗ ｷｮｳ 千原台高校 熊本 17才 高校生

43MY1701233 上野 樹輝 ｳｴﾉ ﾀﾂｷ 千原台高校 熊本 16才 高校生

43MY1701502 木村 光志 ｷﾑﾗ ｺｳｼ 千原台高校 熊本 16才 高校生

M47Y1602206 比嘉 勇人 ﾋｶﾞ ﾊﾔﾄ 与勝高校 沖縄 17才 高校生

M47Y1700853 與古田 龍門 ﾖｺﾀ ﾘｭｳﾄ 与勝高校 沖縄 16才 高校生

33MY1701562 藤原 勇斗 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｳﾄ 興陽高校 岡山 16才 高校生

29MJ1701278 中西 壮二郎 ﾅｶﾆｼ ｿｳｼﾞﾛｳ 榛生昇陽高校 奈良 16才 高校生

28MJ1601305 大西 拓海 ｵｵﾆｼ ﾀｸﾐ 兵庫県立飾磨工業高校 兵庫 17才 高校生

28MY1702244 林田 歩 ﾊﾔｼﾀ ｱﾕﾑ 兵庫県立飾磨工業高校 兵庫 16才 高校生

02MY1600812 栗橋 開誠 ｸﾘﾊｼ ｶｲｾｲ 青森山田 青森 17才 高校生

02MY1600813 飯田 優星 ｲｲﾀﾞ ﾕｳｾｲ 青森山田 青森 17才 高校生

45MY1703426 三角 蓮志 ﾐｽﾐ ﾚﾝｼ 宮崎日大高校 宮崎 16才 高校生

11MJ1600862 阿蘇 暖 ｱｿ ﾀﾞﾝ 埼玉県立浦和北高校 埼玉 17才 高校生

11MJ1600867 今井 希 ｲﾏｲ ﾉｿﾞﾐ 埼玉県立浦和北高校 埼玉 17才 高校生

11MJ1600863 氏原 真之介 ｳｼﾞﾊﾗ ｼﾝﾉｽｹ 埼玉県立浦和北高校 埼玉 17才 高校生

11MJ1702271 金井 優樹 ｶﾅｲ ﾕｳｷ 埼玉県立浦和北高校 埼玉 16才 高校生

28MJ1601529 豊田 彬良 ﾄﾖﾀ ｱｷﾗ 飾磨工業高校多部制 兵庫 17才 高校生

23MY1601845 谷口 翔大 ﾀﾆｸﾞﾁ ｼｮｳﾀ 朝明高校 三重 17才 高校生

10MJ1601505 曽根 笙平 ｿﾈ ｼｮｳﾍｲ 高工自転車部 群馬 17才 高校生

10MJ1702050 中島 孝一郎 ﾅｶｼﾞﾏ ｺｳｲﾁﾛ 高工自転車部 群馬 16才 高校生

10MY1702052 重田 倫一郎 ｼｹﾞﾀ ﾘﾝｲﾁﾛｳ 高工自転車部 群馬 16才 高校生

24MJ1600893 奥田　豪樹 ｵｸﾀﾞ　ｺﾞｳｷ 岐南工 岐阜 17才 高校生

24MJ1600902 佐藤　竜太 ｻﾄｳ　ﾘｭｳﾀ 岐南工 岐阜 17才 高校生

24MJ1600898 水谷　勇人 ﾐｽﾞﾀﾆ　ﾕｳﾄ 岐南工 岐阜 17才 高校生

43MJ1700767 花香 竜麻 ﾊﾅｶ ﾘｭｳﾏ 九州学院 熊本 16才 高校生

43MJ1600537 入江 航太 ｲﾘｴ ｺｳﾀ 九州学院 熊本 16才 高校生

05MJ1701063 糸井 星夜 ｲﾄｲ ｼｮｳﾔ 大曲農業高校 秋田 16才 高校生

※申込締切日までに入金が確認できない場合は申込みをキャンセルいたします。
※申込メールを送付済みで上記に名前が無い場合はこちらのメールアドレスまで連絡をください。＜info@kumamoto-cf.jp＞
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未登録 田中 亮祐 ﾀﾅｶ ﾘｮｳｽｹ  福岡 25才 一般

未登録 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 43才 一般

43ME1703007 西田 光宏 ﾆｼﾀﾞ ﾐﾂﾋﾛ ｾﾚｸｼｵﾝ南九州 熊本 47才 一般

未登録 緒方 祐樹 ｵｶﾞﾀ ﾕｳｷ SSPC-ｱｽﾘｰﾄ 熊本 32才 一般

未登録 西村 和樹 ﾆｼﾑﾗ ｶｽﾞｷ SSPC-ｱｽﾘｰﾄ 熊本 26才 一般

※申込締切日までに入金が確認できない場合は申込みをキャンセルいたします。
※申込メールを送付済みで上記に名前が無い場合はこちらのメールアドレスまで連絡をください。＜info@kumamoto-cf.jp＞
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未登録 上野 彪馬 ｳｴﾉ ﾋｭｳﾏ 牟田山中学校 福岡 15才 中学生

43ME1703007 北西 佳暢 ｷﾀﾆｼ ﾖｼﾉﾌﾞ ﾁｰﾑﾜｶﾔﾏ Jr 和歌山 14才 中学生

未登録 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 15才 中学生

43ME1703007 犬伏 輝斗 ｲﾇﾌﾞｾ ｷﾗﾄ ﾁｰﾑｽｸｱﾄﾞﾗ 大阪 13才 中学生

40MY1602661 山内 伊織 ﾔﾏｳﾁ ｲｵﾘ ﾁｰﾑ ﾘｵﾝ 福岡 14才 中学生

未登録 椿 啓久 ﾂﾊﾞｷﾋﾗｸ Y.T.S. 福岡 13才 中学生

43ME1703007 安井 悠真 ﾔｽｲ ﾕｳﾏ KYOTO CSC 京都 15才 中学生

01MY1800182 中谷 研斗 ﾅｶﾔ ｹﾝﾄ TEAM CYCLEPLAZA 北海道 15才 中学生

未登録 石丸 幸士郎 ｲｼﾏﾙ ｺｳｼﾛｳ 大牟田中学校 福岡 15才 中学生

43ME1703007 前田 大騎 ﾏｴﾀﾞ ﾀﾞｲｷ SSPC-人吉第一中 熊本 15才 中学生

43MY1600544 中山 遼太郎 ﾅｶﾔﾏ ﾘｮｳﾀﾛｳ SSPC-武蔵ヶ丘中 熊本 15才 中学生

43MY1601616 佐藤 壮志 ｻﾄｳ ﾀｹｼ SSPC-竜南中 熊本 14才 中学生

40MY1703244 中村 誠 ﾅｶﾑﾗ ﾏｺﾄ SSPC-良山中 福岡 14才 中学生

43MY1800539 沼田 崚太郎 ﾇﾏﾀ ﾘｮｳﾀﾛｳ SSPC-御船中 熊本 14才 中学生

43MY1703540 福永 隼人 ﾌｸﾅｶﾞ ﾊﾔﾄ SSPC-大津北中 熊本 13才 中学生

43MY1800540 高橋 宥貴 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｷ SSPC-白川中 熊本 15才 中学生

※申込締切日までに入金が確認できない場合は申込みをキャンセルいたします。
※申込メールを送付済みで上記に名前が無い場合はこちらのメールアドレスまで連絡をください。＜info@kumamoto-cf.jp＞


