
総エントリー55名

ゼッケン 氏名 都道府県 チーム名

1 寺井 一希 埼玉県 チーム ハリケーン
2 甘利 大斗 長野県 トライアルチーム輪道
3 山田 喜靖 長野県 無所属
4 柴田 泰嵩 神奈川県 バイチャリ
5 坪井 大地 宮城県 GOLDRUSH
6 橋本 茂樹 福岡県 sugosune
7 廣瀬 翔太 京都府 同志社大学自転車競技部
8 大竹 信太郎 千葉県 無所属

101 飯塚 隆太 兵庫県 GOLDRUSH
102 小松 龍一 神奈川県 HWC
103 西窪 友海 奈良県 GOLD RUSH, B1K3
104 寺曽 秀明 広島県 TEAM TERASO
105 柴田 泰嵩 神奈川県 バイチャリ
106 古川 裕也 兵庫県 西神戸サイクル明石

11 泉澤 仁 群馬県 無所属
12 塩﨑 太夢 山梨県 甲府工業高校　自転車部
13 斉藤 夏樹 東京都 GOLD RUSH
14 大原 聡一郎 広島県 無所属
15 土屋 凌我 長野県 無所属

111 塩﨑 太夢 山梨県 甲府工業高校　自転車部

21 塩﨑 太夢 山梨県 甲府工業高校　自転車部
22 高橋 靖矢 埼玉県 チームハリケーン
23 土屋 凌我 長野県 無所属
24 中澤 とむ 長野県 トライアルチーム輪道
25 福島 拓 茨城県 無所属

31 豊澤 剛 埼玉県 チームハリケーン
32 横田 雄一郎 石川県 GREEN CYCLE
33 小川 翔 長崎県 ZIP_RACING
34 増田 誠政 静岡県 無所属
35 尾又 太一 東京都 無所属
36 谷口 友希 三重県 KDRT
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41 古瀬 颯樹 長野県 バイクトライアルチーム輪道
42 高橋 寛冴 神奈川県 無所属
43 糟谷 太陽 埼玉県 無所属
44 早川 隼平 長野県 無所属
45 廣畑 伸哉 和歌山県 無所属
46 小林 虎鉄 東京都 無所属
47 竹國 倫太朗 兵庫県 ワンダーエナジー
48 福島 柊哉 茨城県 無所属
49 小椋 陽 岡山県 無所属
50 小椋 紘 岡山県 無所属

61 柳橋 航 東京都 無所属
62 植田 昌樹 宮城県 無所属
63 濱野 伊吹 岡山県 無所属
64 中山 光太 栃木県 無所属
65 横田 宏太郎 兵庫県 ワンダーエナジー
66 嶋崎 亮我 東京都 Team-K

71 水野 真美 大阪府 関西大学自転車部
72 小川 菜花 長崎県 ZIP_RACING
73 宇津野 裕美 東京都 無所属
74 山本 琴惠 東京都 GT

81 寺曽 芹奈 広島県 TEAM TERASO
82 横田 華奈 兵庫県 ワンダーエナジー
83 福島 花楓 茨城県 無所属
84 平野 心結 京都府 ワンダーエナジー
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