
クラス１ チーム名 氏名 Name 所属団体

慶應義塾大学 池邊　　聖 IKEBE, Sei 神奈川

駒澤大学 渡邉　　雄太 WATANABE, Yuta 東　京

法政大学 相本　　祥政 AIMOTO, Yoshimasa 山　口

明治大学 鈴木　　快彰 SUZUKI, Yoshiaki 神奈川

明治大学 小林　　和希 KOBAYASHI, Kazuki 福　岡

立教大学 森田　　雅士 MORITA, Masashi 埼　玉

立教大学 高木　　三千成 TAKAGI, Michinari 埼　玉

SEKIYA 石川　貴英 ISHIKAWA Takateru 新　潟

BRIDGESTONE ANCHOR CYCLING TEAM 斉藤　亮 SAITO Ryo 長　野

TOKYO VENTOS 村上　喜昭 MURAKAMI Yoshiaki 東　京

イナーメ信濃山形 山本　聖吾 YAMAMOTO Seigo 長　野

イナーメ信濃山形 北野　普識 YUKINORI Kitano 東　京

イナーメ信濃山形 田久　保和也 TAKUBO,Kazuya 長　野

イナーメ信濃山形 中村　龍太郎 NAKAMURA,Ryutarou 千　葉

クラス２ チーム名 氏名 Name 所属団体

東京工業大学 武田　　直樹 TAKEDA, Naoki 東　京

明治大学 河津  賢人 KAWAZU, Kento 熊　本

立教大学 関谷  聡 SEKIYA, Satosi 埼　玉

早稲田大学 金子　　智哉 KANEKO, Tomoya 神奈川

早稲田大学 岩田 宗也 IWATA, Souya 広　島

東海大学 坂本　　悟史 SAKAMOTO, Satoshi 神奈川

東海大学 平尾　　幸秀 HIRAO, Yukihide 神奈川

山梨学院大学 雨　宮　　耕　基 AMEMIYA, Kouki 山　梨

京都大学 福島　　健太 FUKUSHIMA, Kenta 京　都

立命館大学 北野 　龍人 KITANO, Ryuto 富　山

関西大学 谷  　　順成 TANI, Jyunsei 岐　阜

クラス３ チーム名 氏名 Name 所属団体

流通経済大学 若松 凌太 WAKAMATSU, Ryota 静　岡

学習院大学 川名　　喬之 KAWANA, Takayuki 東　京

慶應義塾大学 岡田　　拓海 OKADA, Takumi 神奈川

慶應義塾大学 大渕 　　駿 OOBUTI,Syun 神奈川

慶應義塾大学 蛭川   滉太 HIRUKAWA,Kouta 神奈川

慶應義塾大学 伊藤　潤 ITOU,Jyun 神奈川

駒澤大学 田中　　大喜 TANAKA, Daiki 東　京

駒澤大学 西東　 広司 SAITOU,Kouji 埼　玉

首都大学東京 鎌田　　耕輔 KAMATA, Kousuke 東　京

首都大学東京 橋本 晴哉 HASHIMOTO, Seiya 東　京

首都大学東京 安達　 諒 ADATI,Ryou 神奈川

首都大学東京 井上 　佳紀 INOUE,Yosiki 東　京

首都大学東京 小林 　大地 KOBAYASU,Daiti 東　京

首都大学東京 長張　 俊希 NAGAHARI,Tosiki 東　京

成蹊大学 町田  遼 MATIDA,Ryou

成蹊大学 土屋  裕暉 TUTIYA,Hiroki

東京工業大学 本田 玲緒 HONDA, Reo 東　京

立教大学 油井　　航祐 YUI, Kousuke 東　京

東海大学 岡本　　晃太朗 OKAMOTO, Koutaro 神奈川

東海大学 青木  　太郎 AOKI, Taro 神奈川

東海大学 冨樫 　尚稀 TOGASHI, Naoki 神奈川

東海大学 柚木 　悠汰 YUGI,Yuta 神奈川

信州大学 中山　　朝日 NAKAYAMA, Asahi 長　野

信州大学 髙橋 翔 TAKAHASHI, Kakeru 長　野

京都大学 渡辺　　恭位 WATANABE, Yasunori 京　都

関西大学 小西 　瑛久 KONISI,Akihisa 愛　知

イナーメ・アイランド信濃山形 大野　真裕 ONO Masahiro 長　野

明学東村山高 佐藤　遼 SATO Ryo 東　京

大阪大学 Cuesta Azul 今井　基裕 IMAI Motohiro

クラス女子 チーム名 氏名 Name 所属団体

駒澤大学 樫木　　祥子 KASHIKI, Shoko 東　京

松本大学 相野田　静香 AINOTA Seika 長　野
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