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12 西　寅太郎　★ ﾆｼ ﾄﾗﾀﾛｳ NEILPRYDE - NANSHIN SUBARU CYCLING TEAM
18 村山　優弥 ﾑﾗﾔﾏ ﾕｳﾔ スワコレーシングチーム
19 田尻　直樹 ﾀｼﾞﾘ ﾅｵｷ スワコレーシングチーム
47 小清水　拓也 ｺｼﾐｽﾞ ﾀｸﾔ LEOMO Bellmare Racing Team
59 岩崎　晶雲　★ ｲﾜｻｷ ｼｮｳｳﾝ Link TOHOKU
62 齋藤　和輝 ｻｲﾄｳ ｶｽﾞｷ 竹芝サイクルレーシング
63 中西　昭夫　● ﾅｶﾆｼ ｱｷｵ 竹芝サイクルレーシング
65 齋藤　憲幸　● ｻｲﾄｳ ﾉﾘﾕｷ 竹芝サイクルレーシング
67 関根  啓総　★ ｾｷﾈ ﾋﾛﾐﾁ Y's Road 東西
68 白井　真人 ｼﾗｲ ﾏｻﾋﾄ Y's Road 東西
69 服部　真哉 ﾊｯﾄﾘ ｼﾝﾔ Y's Road 東西
71 福岡　直樹 ﾌｸｵｶ ﾅｵｷ HIRAKO.mode
73 近藤　貴仁　● ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｶﾋﾄ HIRAKO.mode
74 鈴木　悦生 ｽｽﾞｷ ｴﾂｵ HIRAKO.mode
76 冨安　雄一郎 ﾄﾐﾔｽ ﾕｳｲﾁﾛｳ cicli-HIDE＆POSITIVO
79 梅野　秀哉　● ｳﾒﾉ ﾋﾃﾞﾔ cicli-HIDE＆POSITIVO
81 村田　進　● ﾑﾗﾀ ｽｽﾑ RITCHEY BREZZAカミハギRT
84 土井　隆昌 ﾄﾞｲ ﾀｶﾏｻ RITCHEY BREZZAカミハギRT
87 佐藤　耕司 ｻﾄｳ ｺｳｼﾞ レガルスイ
88 香川　博 ｶｶﾞﾜ ﾋﾛｼ レガルスイ
89 柴田　直樹　● ｼﾊﾞﾀ ﾅｵｷ レガルスイ
90 山本　聖吾 ﾔﾏﾓﾄ ｾｲｺﾞ レガルスイ

100 萩原　慎也　★ ﾊｷﾞﾜﾗ ｼﾝﾔ Honda栃木イエロー
104 萬谷　和志 ﾏﾝﾀﾆ ｶｽﾞｼ SAUCE DEVELOPMENT
107 雨宮　渡　★ ｱﾒﾐﾔ ﾜﾀﾙ チームやまなし
110 杉本　浩 ｽｷﾞﾓﾄ ﾋﾛｼ チームやまなし
116 井村　元気 ｲﾑﾗ ｹﾞﾝｷ Köchel V.C.SPUTNIKケッヘル．ﾌﾞｲ．シー．スプートニク
117 大島　理彦　● ｵｵｼﾏ ﾐﾁﾋｺ Köchel V.C.SPUTNIKケッヘル．ﾌﾞｲ．シー．スプートニク
119 喜多　義昭　● ｷﾀ ﾖｼｱｷ Köchel V.C.SPUTNIKケッヘル．ﾌﾞｲ．シー．スプートニク
120 谷井　年久　● ﾀﾆｲ ﾄｼﾋｻ Köchel V.C.SPUTNIKケッヘル．ﾌﾞｲ．シー．スプートニク
123 島田  哲朗 ｼﾏﾀﾞ ﾃﾂﾛｳ 多摩ポタ with FARs YOKOHAMA
124 佐藤　貴也 ｻﾄｳ ﾀｶﾔ 多摩ポタ with FARs YOKOHAMA
129 加藤　亘　● ｶﾄｳ ﾜﾀﾙ Team FITTE
130 國定　洋行　● ｸﾆｻﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ Team FITTE
133 増田　遼馬　★ ﾏｽﾀ ﾞﾘｮｳﾏ ＴＥＡＭ　ＧＩＲＯ360
134 高橋　翔　★ ﾀｶﾊｼ ｼｮｳ ＴＥＡＭ　ＧＩＲＯ360
139 小嶋　渓円　★ ｺｼﾞﾏ ｹｲｴﾝ ブラック　ウォークライド
142 藤澤　直人 ﾌｼﾞｻﾜ ﾅｵﾄ 竹芝自転車倶楽部
143 加藤　淳一　● ｶﾄｳ ｼﾞｭﾝｲﾁ 竹芝自転車倶楽部
145 石井　基朗　● ｲｼｲ ﾓﾄｱｷ 竹芝自転車倶楽部
148 倉田　裕之　● ｸﾗﾀ ﾋﾛﾕｷ DESTRA
164 湯澤　実　● ﾕｻﾞﾜ ﾐﾉﾙ BIKE TOWN CYCLING
165 赤川　真　● ｱｶｶﾞﾜ ﾏｺﾄ BIKE TOWN CYCLING
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201 岡田　嶺 オカダ　レイ 飯田風越
202 小椋　史敏 オグラ　フミトシ 飯田風越
203 代田　晃大 シロタ　コウダイ 飯田風越
204 山岸　晃大 ヤマギシ　コウタ 松本工業
205 小出　樹 コイデ　イツキ 松本工業
206 中嶋　樹 ナカジマ　タツキ 松本工業
207 中村　吉伸 ナカムラ　ヨシノブ 松本工業
208 渡邉　鈴 ワタナベ　レイ 松本工業
209 小松　寛武 コマツ　ヒロタケ 松本工業
210 寺澤　拓真 テラサワ　タクマ 松本工業
211 角間　大輔 カクマ　ダイスケ 松本工業
212 平林　武流 ヒラバヤシ　タケル 松本工業
213 丸山　直人 マルヤマ　ナオト 松本工業
214 中西　竜歩 ナカニシ　リュウホ 松本工業
215 此村　龍之介 コノムラ　リュウノスケ松本工業
216 橋本　嶺登 ハシモト　レイト 中野立志館
217 細野　拓歩 ホソノ　タクム 松商学園
218 斎藤　蓮弥 サイトウ　レンヤ 松本深志
219 津田　悠太 ツダ　ユウタ 伊豆総合高校
220 菅野　将志 カンノ　マサシ
221 小島　大輝 コジマ　ダイキ W.V.OTA-twin
222 堀川　滉太 ホリカワ　コウタ チーム岡山
223 佐藤　大志 サトウ　ヒロシ スワコレーシングチーム
224 佐藤　宇志 サトウ　タカシ スワコレーヒングチーム
225 蠣崎　優仁 カキザキ　ユウジン 伊豆総合高校
226 千明　政揮 チギラ　マサキ あずみの
227 前島　律子 マエジマ　リツコ
228 今井　美穂 イマイ　ミホ
229 樋口　はるみ ヒグチ　ハルミ チバポンズ
230 錦戸　周平 ニシキド　シュウヘイ
231 斉藤　敦 サイトウ　オサム
232 角野　剛史 スミノ　タケシ
233 久保田　寛隆 クボタ　ヒロタカ
234 酒井　智寛 サカイ　トモヒロ
235 福田　昌弘 フクダ　マサヒロ
236 遠田　武史 トオダ　タケシ
237 川又　直 カワマタ　タダシ


