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1 岡本　那央 オカモト　ナオ 松山聖陵高等学校 38MJ1901199
2 細川　拓真 ホソカワ　タクミ 松山聖陵高等学校 38MJ1901449
3 上田　慎治 ウエダ　シンジ 松山聖陵高等学校 38MY2001253
4 吉武　凛 ヨシタケ　リン 松山聖陵高等学校 38MY2001171
5 平林　つかさ ヒラバヤシ　ツカサ 松山聖陵高等学校 38FY1900106
6 山本　明 ヤマモト　メイ 松山聖陵高等学校 38FY2001184
7 水谷　拓哉 ミズタニ　タクヤ 松山聖陵高等学校 38MY2001170

8 柴田　湧斗 シバタ ユウト 松山工業高校 38MJ1702984
9 矢原　利明 ヤハラ トシアキ 松山工業高校 38MY1902121
10 竹本　響 タケモト ヒビキ 松山工業高校 38MJ1901899
11 畑中　心 ハタナカ ココロ 松山工業高校 38FJ1902038
12 本条　悠太郎 ホンジョウ ユウタロウ 松山工業高校 38MY2001227
13 加藤　彰希 カトウ ショウキ 松山工業高校 38MY2001340
14 本田　音輝 ホンダ トキ 松山工業高校 38MY2001317
15 梅澤　幹太 ウメザワ カンタ 松山工業高校 38MY1601925

16 廣中　聖 ヒロナカ　ヒジリ 島根県自転車競技連盟 32MJ1801846
17 坂浦　卓磨 サカウラ　タクマ 島根県自転車競技連盟 32MJ1901700
18 熱田　歩 アツタ　アユム 島根県自転車競技連盟 32MJ1901701
19 舩木　浩太郎 フナキ　コウタロウ 島根県自転車競技連盟 32MY2001209
20 福間　青空 フクマ　アオゾラ 島根県自転車競技連盟 32FJ1801286

21 中原　湊 ナカハラミナト SSPCアスリート熊本 43MY1900270

22 野村　賢 ノムラ　ケン 誠英高校 35MY1701345
23 福田　大空 フクダ　ソラ 誠英高校 35MJ1300492
24 今本　翔一 イマモト　ショウイチ 誠英高校 35MY2001160
25 細野　和真 ホソノ　カズマ 誠英高校 35MY1901663

26 福永　和人 フクナガカズト 広島市立広島工業高等学校 34MJ1902030
27 松原　爽花 マツバラサヤカ 広島市立広島工業高等学校 34FJ1902032
28 濱田　大輝 ハマダダイキ 広島市立広島工業高等学校 34MJ1902029
29 上橋　聡太 ジョウハシソウタ 広島市立広島工業高等学校 34MJ1902027
30 坂本　真生 サカモトマイク 広島市立広島工業高等学校 34MY1902025

31 吉岡　竜太 ヨシオカ　リュウタ Team Kermis Cross 34MU1601461

32 柴田　輝大 シバタ　アキヒロ 愛媛県自転車競技連盟 38MY1900373
33 武西　憲進 タケニシ　ケンシン 愛媛県自転車競技連盟 38MY2000236

34 森本　直樹 モリモト　ナオキ 山陽高校自転車競技部 34MJ1901497
35 生田　楓唯 イクタ　フウイ 山陽高校自転車競技部 34MJ1601265
36 山本　直弥 ヤマモト　ナオヤ 山陽高校自転車競技部 34MJ1902018
37 坂本　勇磨 サカモト　ユウマ 山陽高校自転車競技部 34MY2001309
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38 新井　敬太 アライ　ケイタ 広島城北高校 34MJ1900005
39 宮内　由樹 ミヤウチ　ユウキ 広島城北高校 34MJ1901698
40 村上　慎 ムラカミ　シン 広島城北高校 34MY2000441
41 角野　総次郎 カドノ　ソウジロウ 広島城北高校 34MY2001347
42 天野　裕太 アマノ　ユウタ 広島城北高校 34MY1400215

43 山内　渓太 ヤマウチ　ケイタ 中京大学 24MU1401926
44 田中　肇 タナカ　ハジメ 中京大学 28MU1601301
45 初川　弘浩 ハツカワ　コウヒロ 中京大学 24MU1703396

46 石井　海斗 イシイ　カイト 別府翔青高校 44MY1902044
47 疋田　雅人 ヒキダ　マサト 別府翔青高校 44MJ1902045
48 板井　慶次郎 イタイ　ケイジロウ 別府翔青高校 44MY2001134
49 田仲　隼大 タナカ　ハヤタ 別府翔青高校 44MY2001095
50 寺地　希亜良 テラチ　キアラ 別府翔青高校 44FY2001094
51 淵　月那 フチ　ルナ 別府翔青高校 44FY2001061

52 上田　翔太 ウエダ　ショウタ 崇徳高校自転車競技部 34MY1901988
53 大本　東馬 オオモト　トウマ 崇徳高校自転車競技部 34MY1902665
54 河岡　大樹 カワオカ　タイキ 崇徳高校自転車競技部 34MJ1901989
55 川手　優輔 カワテ　ユウスケ 崇徳高校自転車競技部 34MJ1901990
56 古城　涼翔 コジョウ　リョウト 崇徳高校自転車競技部 34MJ1902608
57 下野　結礼 シモノ　ユラ 崇徳高校自転車競技部 34MJ1901991
58 田村　一暉 タムラ　カズキ 崇徳高校自転車競技部 34MY1901992
59 塚迫　光 ツカサコ　ヒカル 崇徳高校自転車競技部 34MJ1901993
60 中井　陸都 ナカイ　リクト 崇徳高校自転車競技部 34MY1901994
61 二森　息吹 ニモリ　イブキ 崇徳高校自転車競技部 34MJ1901995
62 谷口　慶志郎 タニグチ　キョウシロウ 崇徳高校自転車競技部 34MY2001251
63 森田　叶夢 モリタ　トア 崇徳高校自転車競技部 34MY2001324

64 山崎　虎太郎 ヤマサキコタロウ 防府商工 35MJ1901746
65 藤岡　真也 フジオカマサヤ 防府商工 35MY2001257
66 玉井　謙次 タマイケンジ 防府商工 35MY2001302
67 弘政　陽紀 ヒロマサ ハルキ 防府商工 35MJ1801603

68 金田　聡士 カネダ　サトシ 鳥取県自転車競技連盟 31ME1001114
69 青木　瑞樹 アオキ　ミズキ 鳥取県自転車競技連盟 31MU1501595
70 釜田　佳典 カマタ　ヨシノリ 鳥取県自転車競技連盟 31MJ1901614
71 林原　聖真 ハヤシバラ　ショウマ 鳥取県自転車競技連盟 31MJ1901200
72 竹歳　仁人 タケトシ　マサト 鳥取県自転車競技連盟 31MJ1901616
73 中上　侑透 ナカガミ　ユウト 鳥取県自転車競技連盟 31MJ1901617
74 平木　雄大 ヒラギ　ユウダイ 鳥取県自転車競技連盟 31MJ1901618
75 横山　結人 ヨコヤマ　ユウト 鳥取県自転車競技連盟 31MY1901620
76 梅津　創世 ウメヅ　イッセイ 鳥取県自転車競技連盟 31MJ1901628
77 布廣　優樹 ヌノヒロ　ユウキ 鳥取県自転車競技連盟 31MJ1901627
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