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INFORMATION 1-1 

 
 
【エントリーリスト（選手一覧）】 

 

№ 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム名 
    

1 前田  大騎 ﾏｴﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 九州学院 

2 宮本  寛太 ﾐﾔﾓﾄ ｶﾝﾀ 九州学院 

3 鈴木  創太 ｽｽﾞｷ ｿｳﾀ 九州学院 

4 宮本  新大 ﾐﾔﾓﾄ ｱﾗﾀ 九州学院 

5 飯田  要次郎 ｲｲﾀﾞ ﾖｳｼﾞﾛｳ 九州学院 

6 小原  俊典 ｺﾊﾞﾗ ｼｭﾝｽｹ 石田高等学校 

7 山崎  孝太郎 ﾔﾏｻﾞｷ ｺｳﾀﾛｳ 石田高等学校 

8 河野  広聖 ｶﾜﾉ ｺｳｾｲ 石田高等学校 

9 山下  冬馬 ﾔﾏｼﾀ ﾄｳﾏ 石田高等学校 

10 山下  耕平 ﾔﾏｼﾀ ｺｳﾍｲ 広島城北高校 

11 新井  敬太 ｱﾗｲ ｹｲﾀ 広島城北高校 

12 宮内  由樹 ﾐﾔｳﾁ ﾕｳｷ 広島城北高校 

13 網矢  一徹 ｱﾐﾔ ｲｯﾃﾂ 松山聖陵高等学校 

14 岡本  那央 ｵｶﾓﾄ ﾅｵ 松山聖陵高等学校 

15 細川  拓真 ﾎｿｶﾜ ﾀｸﾐ 松山聖陵高等学校 

16 山本  大智 ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾞｲﾁ 松山聖陵高等学校 

17 山本  柚 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳ 松山聖陵高等学校 

18 増田  伊吹 ﾏｽﾀﾞ ｲﾌﾞｷ 松山工業高等学校 

19 岡崎  日向 ｵｶｻﾞｷ ﾋｭｳｶﾞ 松山工業高等学校 

20 柴田  湧斗 ｼﾊﾞﾀ ﾕｳﾄ 松山工業高等学校 

21 矢原  利晃 ﾔﾊﾗ ﾄｼｱｷ 松山工業高等学校 

22 畑中  心 ﾊﾀﾅｶ ｺｺﾛ 松山工業高等学校 

23 小玉  篤志 ｺﾀﾞﾏ ｱﾂｼ Team Funcycie 

24 福永  隼人 ﾌｸﾅｶﾞ ﾊﾔﾄ SSPC-アスリート熊本 

25 中原  湊 ﾅｶﾊﾗ ﾐﾅﾄ SSPC-アスリート熊本 

26 半田  莉都 ﾊﾝﾀﾞ ﾘｲﾁ SSPC-アスリート熊本 

27 田沼  崚太郎 ﾀﾇﾏ ﾘｮｳﾀﾛｳ SSPC-アスリート熊本 

28 兼光  貴悠 ｶﾈﾐﾂ ｷﾕｳ SSPC-アスリート熊本 

29 西富  健司 ﾆｼﾄﾐ ｹﾝｼﾞ SSPC-アスリート熊本 

30 田中  修次 ﾀﾅｶ ｼｭｳｼﾞ 島根県自転車競技連盟 

31 佐々木  恒輔 ｻｻｷ ｺｳｽｹ 島根県自転車競技連盟 

32 流出  武蔵 ﾅｶﾞﾚﾃﾞ ﾑｻｼ 広島市立広島工業高等学校 

33 福永  和人 ﾌｸﾅｶﾞ ｶｽﾞﾄ 広島市立広島工業高等学校 

34 濱田  大輝 ﾊﾏﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 広島市立広島工業高等学校 

35 上橋  聡太 ｼﾞｮｳﾊｼ ｿｳﾀ 広島市立広島工業高等学校 

36 坂本  真生 ｻｶﾓﾄ ﾏｲｸ 広島市立広島工業高等学校 

37 田中  悠真 ﾀﾅｶ ﾕｳﾏ 広島市立広島工業高等学校 

38 松原  爽花 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｻﾔｶｶ 広島市立広島工業高等学校  
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【エントリーリスト（選手一覧）】 

 

№ 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ チーム名  
     

39 細野  拓海 ﾎｿﾉ ﾀｸﾐ 誠英高等学校  

40 松永  佳樹 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾖｼｷ 誠英高等学校  

41 野村  賢 ﾉﾑﾗ ｹﾝ 誠英高等学校  

42 細野  和真 ﾎｿﾉ ｶｽﾞﾏ 誠英高等学校  

43 稲毛  脩瑛 ｲﾅｹﾞ ｼｭｳｴｲ 大分県立別府翔青高校  

44 疋田  雅人 ﾋｷﾀﾞ ﾏｻﾄ 大分県立別府翔青高校  

45 加藤  賢人 ｶﾄｳ ｹﾝﾄ 大分県立別府翔青高校  

46 石井  海斗 ｲｼｲ ｶｲﾄ 大分県立別府翔青高校  

47 横溝  貫太 ﾖｺﾐｿﾞ ｶﾝﾀ 祏誠高校自転車競技部  

48 大久保  謙信 ｵｵｸﾎﾞ ｹﾝｼﾝ 祏誠高校自転車競技部  

49 野田  勇飛 ﾉﾀﾞ ﾕｳﾋ 祏誠高校自転車競技部  

50 梅崎  佑太 ｳﾒｻﾞｷ ﾕｳﾀ 祏誠高校自転車競技部  

51 上野  彪馬 ｳｴﾉ ﾋｭｳﾏ 祏誠高校自転車競技部  

52 松永  亮也 ﾏﾂﾅｶﾞ ｱｷﾔ 祏誠高校自転車競技部  

53 梅澤  幹太 ｳﾒｻﾞﾜ ｶﾝﾀ 愛媛県自転車競技連盟  

54 柴田  輝大 ｼﾊﾞﾀ ｱｷﾋﾛ 愛媛県自転車競技連盟  

55 池田  伍功羽 ｲｹﾀﾞ ｺﾞｸｳ 千原台高等学校  

56 谷口  翔太郎 ﾀﾆｸﾞﾁ ｼｮｳﾀﾛｳ 千原台高等学校  

57 江藤  正人 ｴﾄｳ ﾏｻﾋﾄ 千原台高等学校  

58 徳永  泰粋 ﾄｸﾅｶﾞ ﾀｲｷ 千原台高等学校  

59 渡口  勝人 ﾜﾀﾘｸﾞﾁ ﾏｻﾄ 高川学園高等学校  

60 黒瀬  亮介 ｸﾛｾ ﾘｮｳｽｹ 崇徳高校自転車競技部  

61 原田  脩五 ﾊﾗﾀﾞ ｼｭｳｺﾞ 崇徳高校自転車競技部  

62 下野  結礼 ｼﾓﾉ ﾕﾗ 崇徳高校自転車競技部  

63 塚迫  光 ﾂｶｻｺ ﾋｶﾙ 崇徳高校自転車競技部  

64 河岡  大樹 ｶﾜｵｶ ﾀｲｷ 崇徳高校自転車競技部  

65 田村  一暉 ﾀﾑﾗ ｶｽﾞｷ 崇徳高校自転車競技部  

66 吉松  新大 ﾖｼﾏﾂ ｱﾗﾀ 山口県ｼﾞｭﾆｱｻｲｸﾙｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ  

67 杉山  文崇 ｽｷﾞﾔﾏ ﾌﾐﾀｶ 山口県自転車競技連盟・GRP  

68 平井  貴志 ﾋﾗｲ ﾀｶｼ 山口県自転車競技連盟・GRP  

69 植木  康文 ｳｴｷ ﾔｽﾌﾐ 山口県自転車競技連盟・GRP  

70 原  直人 ﾊﾗ ﾅｵﾄ 山口県自転車競技連盟・GRP  

71 杉野  翔一 ｽｷﾞﾉ ｼｮｳｲﾁ 山口県自転車競技連盟・GRP  

72 真鍋  英祐 ﾏﾅﾍﾞ ｴｲｽｹ 山口県自転車競技連盟・GRP   


