
選抜オープニングロードレース2018 【高校生の部】 start list

ｾﾞｯｹﾝ ID 氏　名 ﾌﾘ ｶﾞﾅ 所属ﾁｰﾑ time behind 順位

1 1 東 優仁 ｱｽﾞﾏ ﾕｳﾄ 興國高等学校

2 2 武智 光 ﾀｹﾁ ﾋｶﾘ 松山東

3 3 竹内 佑有 ﾀｹｳﾁ ﾕｳ 名古屋高等学校

4 4 倉田 紘希 ｸﾗﾀ ｺｳｷ 岐阜第一高校

5 5 筒井 海翔 ﾂﾂｲ ｶｲﾄ 岐阜第一高校

6 6 三浦 蓮海 ﾐｳﾗ ﾚﾝｶｲ 岐阜第一高校

7 7 三井 海 ﾐﾂｲ ｶｲ 岐阜第一高校

8 8 村瀨 大和 ﾑﾗｾ ﾔﾏﾄ 岐阜第一高校

9 9 百瀬 仁 ﾓﾓｾ ｼﾞﾝ 八王子桑志高校

10 10 澤田 侑児 ｻﾜﾀﾞ ﾕﾆ 八王子桑志高校

11 11 福原 名月 ﾌｸﾊﾗ ﾅﾂﾞｷ 向陽高校

12 12 吉田 圭吾 ﾖｼﾀﾞ ｹｲｺﾞ 向陽高校

13 13 宮野 大地 ﾐﾔﾉ ﾀﾞｲﾁ 多摩高校

14 14 清水 美寛 ｼﾐｽﾞ ﾐﾋﾛ 拓大紅陵

15 15 奥井 統哉 ｵｸｲ ﾄｳﾔ 福井科技

16 16 大久保 佑規 ｵｵｸﾎﾞ ﾕｳｷ 崇徳高校

17 17 白井 優太朗 ｼﾗｲ ﾕｳﾀﾛｳ 崇徳高校

18 18 石田 大貴 ｲｼﾀﾞ ﾋﾛｷ 崇徳高校

19 19 黒瀨 亮介 ｸﾛｾ ﾘｮｳｽｹ 崇徳高校

20 20 金城 寛 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾋﾛ 八重山高等学校

21 21 安藤 優一 ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｳｲﾁ 千葉学芸高校

22 22 市川 光人 ｲﾁｶﾜ ﾐﾂﾋﾄ 北桑田高校

23 23 井野 誠大 ｲﾉ ﾏｺﾄ 北桑田高校

24 24 髙倉 廉太郎 ﾀｶｸﾗ ﾚﾝﾀﾛｳ 北桑田高校

25 25 松山 福人 ﾏﾂﾔﾏ ｻｷﾄ 北桑田高校

26 26 小池 陽斗 ｺｲｹ ｱｷﾄ 北桑田高校

27 27 山品 純大 ﾔﾏｼﾅ ｼﾞｭﾝﾀﾞｲ 北桑田高校

28 28 小川 陽大 ｵｶﾞﾜ ﾖｳﾀﾞｲ 日大豊山 自転車部

29 29 髙橋 佳大 ﾀｶﾊｼ ﾖｼﾋﾛ 日大豊山 自転車部

30 30 中村 翼 ﾅｶﾑﾗ ﾂﾊﾞｻ 日大豊山 自転車部

31 31 二ﾉ宮 隆暉 ﾆﾉﾐﾔ ﾘｭｳｷ 吉田高校

32 32 金子 英介 ｶﾈｺ ｴｲｽｹ 延岡学園高等学校

33 33 松田 郁人 ﾏﾂﾀﾞ ﾌﾐﾄ 延岡学園高等学校

34 34 小林 聖哉 ｺﾊﾞﾔｼ ｾｲﾔ 神崎高校

35 35 谷口 海斗 ﾀﾆｸﾞﾁ ｶｲﾄ 神崎高校

36 36 木下 峻 ｷﾉｼﾀ ｼｭﾝ 長野県飯田風越高校

37 37 渡邊 誉友 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾄ 桜丘高校

38 38 野口 公太 ﾉｸﾞﾁ ｺｳﾀ 桜丘高校

39 39 奥間 凪 ｵｸﾏ ﾅｷﾞ 沖縄県立北中城高校

40 40 瑞慶覧 寿 ｽﾞｹﾗﾝ ｼｭｳ 沖縄県立北中城高校

41 41 江川 智也 ｴｶﾞﾜ ﾄﾓﾔ 城北高校

42 42 中西 竜歩 ﾅｶﾆｼ ﾘｭｳﾎ 松本工
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ｾﾞｯｹﾝ ID 氏　名 ﾌﾘ ｶﾞﾅ 所属ﾁｰﾑ time behind 順位

43 43 田中 裕一郎 ﾀﾅｶ ﾕｳｲﾁﾛｳ 松本工

44 44 萩原 隆祐 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾘｭｳﾔ 松本工

45 45 市川 陽大 ｲﾁｶﾜ ﾖｳﾀ 法政大学第二高等学校

46 46 橋戸 竜生 ﾊｼﾄﾞ ﾘｭｳｾｲ 千原台高校

47 47 溝口 永遠 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾄﾜ 千原台高校

48 48 木村 響 ｷﾑﾗ ｷｮｳ 千原台高校

49 49 上野 樹輝 ｳｴﾉ ﾀﾂｷ 千原台高校

50 50 木村 光志 ｷﾑﾗ ｺｳｼ 千原台高校

51 51 比嘉 勇人 ﾋｶﾞ ﾊﾔﾄ 与勝高校

52 52 與古田 龍門 ﾖｺﾀ ﾘｭｳﾄ 与勝高校

53 53 藤原 勇斗 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｳﾄ 興陽高校

54 54 中西 壮二郎 ﾅｶﾆｼ ｿｳｼﾞﾛｳ 榛生昇陽高校

55 55 大西 拓海 ｵｵﾆｼ ﾀｸﾐ 兵庫県立飾磨工業高校

56 56 林田 歩 ﾊﾔｼﾀ ｱﾕﾑ 兵庫県立飾磨工業高校

57 57 栗橋 開誠 ｸﾘﾊｼ ｶｲｾｲ 青森山田

58 58 飯田 優星 ｲｲﾀﾞ ﾕｳｾｲ 青森山田

59 59 三角 蓮志 ﾐｽﾐ ﾚﾝｼ 宮崎日大高校

60 60 阿蘇 暖 ｱｿ ﾀﾞﾝ 埼玉県立浦和北高校

61 61 今井 希 ｲﾏｲ ﾉｿﾞﾐ 埼玉県立浦和北高校

62 62 氏原 真之介 ｳｼﾞﾊﾗ ｼﾝﾉｽｹ 埼玉県立浦和北高校

63 63 金井 優樹 ｶﾅｲ ﾕｳｷ 埼玉県立浦和北高校

64 64 豊田 彬良 ﾄﾖﾀ ｱｷﾗ 飾磨工業高校多部制

65 65 谷口 翔大 ﾀﾆｸﾞﾁ ｼｮｳﾀ 朝明高校

66 66 曽根 笙平 ｿﾈ ｼｮｳﾍｲ 高工自転車部

67 67 中島 孝一郎 ﾅｶｼﾞﾏ ｺｳｲﾁﾛ 高工自転車部

68 68 重田 倫一郎 ｼｹﾞﾀ ﾘﾝｲﾁﾛｳ 高工自転車部

69 69 奥田 豪樹 ｵｸﾀﾞ ｺﾞｳｷ 岐南工

70 70 佐藤 竜太 ｻﾄｳ ﾘｭｳﾀ 岐南工

71 71 水谷 勇人 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾕｳﾄ 岐南工

72 72 花香 竜麻 ﾊﾅｶ ﾘｭｳﾏ 九州学院

73 73 入江 航太 ｲﾘｴ ｺｳﾀ 九州学院

74 74 糸井 星夜 ｲﾄｲ ｼｮｳﾔ 大曲農業高校

75 75 大河原 厳 ｵｵｶﾜﾗ ｹﾞﾝ 学法石川

76 76 比佐 宝太 ﾋｻ ﾎｳﾀ 学法石川

77 77 菅原 太陽 ｽｶﾞﾊﾗ ﾀｲﾖｳ 倉吉総合産業高校

78 78 清水 知徳 ｼﾐｽﾞ ﾄﾓﾉﾘ 法政大学第二高等学校

79 79 猪俣 晶 ｲﾉﾏﾀ ｱｷ 誠英高校

80 80 細野 拓海 ﾎｿﾉ ﾀｸﾐ 誠英高校

81 81 北村 翔太 ｷﾀﾑﾗ ｼｮｳﾀ 前橋工業高校

82 82 櫻井 優真 ｻｸﾗｲ ﾕｳﾏ 前橋工業高校

83 83 和田 碧来 ﾜﾀﾞ ｱｲﾗ 前橋工業高校

84 84 野内 千裕 ﾔﾅｲ ﾁﾋﾛ 高松工芸
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ｾﾞｯｹﾝ ID 氏　名 ﾌﾘ ｶﾞﾅ 所属ﾁｰﾑ time behind 順位

85 85 亀井 蓮 ｶﾒｲ ﾚﾝ 高松工芸

86 86 金子 颯馬 ｶﾈｺ ｿｳﾏ 高松工芸

87 87 加藤 孝典 ｶﾄｳ ｺｳｽｹ 広島城北高校

88 88 樽見 潤平太 ﾀﾙﾐ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲﾀ 祐誠高等学校

89 89 佐藤 大心 ｻﾄｳ ﾀｲｼﾝ 城東工科高等学校

90 90 岩﨑 悠翔 ｲﾜｻｷ ﾕｳﾄ 城東工科高等学校

91 91 杉崎 義和 ｽｷﾞｻｷ ﾖｼｶｽﾞ 筑波大坂戸

92 92 佐藤 龍人 ｻﾄｳ ﾀﾂﾄ 筑波大坂戸

93 93 西野 颯太 ﾆｼﾉ ｿｳﾀ 花園高校

94 94 渡邉 雅也 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾔ 星陵高校

95 95 阿部 俊 ｱﾍﾞ ｼｭﾝ 星陵高校

96 96 光岡 勇真 ﾐﾂｵｶ ﾕｳﾏ 松山工業高等学校

97 97 宮尾 達也 ﾐﾔｵ ﾀﾂﾔ 松山工業高等学校

98 98 村上 功太郎 ﾑﾗｶﾐ ｺｳﾀﾛｳ 松山工業高等学校

99 99 岩辺 拳 ｲﾜﾅﾍﾞ ｹﾝ 静岡北高自転車競技部

100 100 中島 大瑚 ﾅｶｼﾏ ﾀﾞｲｺﾞ 都城工業

101 101 吉川 尚希 ﾖｼｶﾜ ﾅｵｷ 都城工業

102 102 前畠 伶哉 ﾏｴﾊﾀ ﾚｲﾔ 都城工業

103 129 狩俣　宏徳 カリマタ　ヒロナリ 浦添高校

104 130 銘刈　清太 メカル　セイタ 浦添高校
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ｾﾞｯｹﾝ ID 氏　名 ﾌﾘ ｶﾞﾅ 所属ﾁｰﾑ time behind 順位

201 103 田中 亮祐 ﾀﾅｶ ﾘｮｳｽｹ  

202 104 西山 信広 ﾆｼﾔﾏ ﾉﾌﾞﾋﾛ ﾁｰﾑﾌｧﾝｻｲｸﾙ

203 105 西田 光宏 ﾆｼﾀﾞ ﾐﾂﾋﾛ ｾﾚｸｼｵﾝ南九州

204 106 緒方 祐樹 ｵｶﾞﾀ ﾕｳｷ SSPC-ｱｽﾘｰﾄ

205 107 西村 和樹 ﾆｼﾑﾗ ｶｽﾞｷ SSPC-ｱｽﾘｰﾄ

206 108 白石 真悟 ｼﾗｲｼ ｼﾝｺﾞ ｼﾏﾉﾄﾞﾘﾝｷﾝｸﾞ

207 109 大堀 雅行 ｵｵﾎﾘ ﾏｻﾕｷ PURPLE  MONKEY



選抜オープニングロードレース2018 【中学生の部】 start list

ｾﾞｯｹﾝ ID 氏　名 ﾌﾘ ｶﾞﾅ 所属ﾁｰﾑ time behind 順位

301 110 上野 彪馬 ｳｴﾉ ﾋｭｳﾏ 牟田山中学校

302 111 北西 佳暢 ｷﾀﾆｼ ﾖｼﾉﾌﾞ ﾁｰﾑﾜｶﾔﾏ Jr

303 112 石橋 慧悟 ｲｼﾊﾞｼ ｹｲｺﾞ ﾁｰﾑﾌｧﾝｻｲｸﾙ

304 113 犬伏 輝斗 ｲﾇﾌﾞｾ ｷﾗﾄ ﾁｰﾑｽｸｱﾄﾞﾗ

305 114 山内 伊織 ﾔﾏｳﾁ ｲｵﾘ ﾁｰﾑ ﾘｵﾝ

306 115 椿 啓久 ﾂﾊﾞｷ ﾋﾗｸ Y.T.S.

307 116 安井 悠真 ﾔｽｲ ﾕｳﾏ KYOTO CSC

308 117 中谷 研斗 ﾅｶﾔ ｹﾝﾄ TEAM CYCLEPLAZA

309 118 石丸 幸士郎 ｲｼﾏﾙ ｺｳｼﾛｳ 大牟田中学校

310 119 前田 大騎 ﾏｴﾀﾞ ﾀﾞｲｷ SSPC-人吉第一中

311 120 中山 遼太郎 ﾅｶﾔﾏ ﾘｮｳﾀﾛｳ SSPC-武蔵ヶ丘中

312 121 佐藤 壮志 ｻﾄｳ ﾀｹｼ SSPC-竜南中

313 122 中村 誠 ﾅｶﾑﾗ ﾏｺﾄ SSPC-良山中

314 123 沼田 崚太郎 ﾇﾏﾀ ﾘｮｳﾀﾛｳ SSPC-御船中

315 124 福永 隼人 ﾌｸﾅｶﾞ ﾊﾔﾄ SSPC-大津北中

316 125 高橋 宥貴 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｷ SSPC-白川中

317 126 髙田 玲 ﾀｶﾀ ﾚｲ ﾎﾞﾝｼｬﾝｽ

318 127 高佐 龍太郎 ｺｳｻ ﾘｭｳﾀﾛｳ 宮崎県自転車競技連盟

319 128 福迫 倖輔 ﾌｸｻﾞｺ ｺｳｽｹ ｼｴﾙﾌﾞﾙｰJr.


