
ゼッケン 名前 フリガナ 所属クラブ

2001 遠藤　優 ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｳ Roppongi Express
2002 藤山　龍太 ﾌｼﾞﾔﾏ ﾘｭｳﾀ TTGミトロング-V
2003 大城　滉 ｵｵｼﾛ ｺｳ 昭和薬科大学附属高等学校
2004 小田　亮汰 ｵﾀﾞ ﾘｮｳﾀ ETT
2005 冨田　洋介 ﾄﾐﾀ ﾖｳｽｹ OMVELO Coaching
2006 谷口　敦史 ﾀﾆｸﾞﾁ ｱﾂｼ
2007 鈴木　洋介 ｽｽﾞｷ ﾖｳｽｹ バルバクラブエチゼン
2008 照屋　和樹 ﾃﾙﾔ ｶｽﾞｷ APEX Racing C.C.
2009 南部　隆一 ﾅﾝﾌﾞ ﾘｭｳｲﾁ バルバレーシングクラブフクイ
2010 新里　建人 ｼﾝｻﾞﾄ ｹﾝﾄ
2011 大城　爽一朗 ｵｵｼﾛ ｿｳｲﾁﾛｳ 首里東高校
2012 伊禮　嘉宣 ｲﾚｲ ｶｾﾝ
2013 砂川　孟生 ｽﾅｶﾜ ﾀｹﾙ
2014 村上　大二郎 ﾑﾗｶﾐ ﾀﾞｲｼﾞﾛｳ
2015 古網　雅也 ｺｱﾐ ﾏｻﾔ HIRAYAMA R.E.N
2016 尊田　耀介 ｿﾝﾀﾞ ﾖｳｽｹ 鍛造塾
2017 安慶名　貴一 ｱｹﾞﾅ ｷｲﾁ
2018 加地　崇志 ｶﾁ ﾀｶｼ ぼらC.C.
2019 門川　優友 ｶﾄﾞｶﾜ ﾕｳｽｹ
2020 今北　直志 ｲﾏｷﾀ ﾅｵｼ GHCT
2021 吉崎　健太 ﾖｼｻﾞｷ ｹﾝﾀ チームOKINAWA
2022 長嶺　義也 ﾅｶﾞﾐﾈ ﾖｼﾅﾘ NEW SUGI RACING
2023 照屋　貴己あ ﾃﾙﾔ ｱﾂｷ サンクスサイクルラボ
2024 竹井　大地 ﾀｹｲ ﾀﾞｲﾁ OKT  squalo
2025 奥間　知葉 ｵｸﾏ ﾄﾓﾊ チーム イケハラ
2026 水落　拓也 ﾐｽﾞｵﾁ ﾀｸﾔ
2027 尾形　遼平 ｵｶﾞﾀ ﾘｮｳﾍｲ
2028 小村　広明 ｺﾑﾗ ﾋﾛｱｷ
2029 仲本　裕介 ﾅｶﾓﾄ ﾕｳｽｹ
2030 又吉　準也 ﾏﾀﾖｼ ｼﾞｭﾝﾔ
2031 梅津　祐希 ｳﾒﾂ ﾕｳｷ BICI CERCATORE
2032 山本　耕平 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳﾍｲ ARCCレーシングチーム
2033 知花　医 ﾁﾊﾞﾅ ｵｻﾑ
2034 末吉　康人 ｽｴﾖｼ ﾔｽﾋﾄ
2035 前田　悦宏 ﾏｴﾀﾞ ﾖｼﾋﾛ バルバレーシングクラブフクイ
2036 宮城　庄吾 ﾐﾔｷﾞ ｼｮｳｺﾞ トータルランラン
2037 来間　正治 ｸﾘﾏ ｾｲｼﾞ トータルランラン
2038 門口　由明 ﾓﾝｸﾞﾁ ﾖｼｱｷ トータルランラン
2039 大村　寛 ｵｵﾑﾗ ﾕﾀｶ OM VELO 宮古島
2040 奥村　仁 ｵｸﾑﾗ ﾋﾄｼ チーム・チョロ
2041 藤田　裕貴 ﾌｼﾞﾀ ﾕｳｷ
2042 大平　祥人 ｵｵﾋﾗ ｼｮｳﾄ ElecTFew Cycling
2043 仲原　英輝 ﾅｶﾊﾗ ｴｲｷ 宮古島サイクリングチーム風
2044 嘉陽　宗一郎 ｶﾖｳ ｿｳｲﾁﾛｳ
2045 宮田　大 ﾐﾔﾀ ﾀﾞｲ 日本ろう自転車競技協会
2046 新川　琉音 ｱﾗｶﾜ ﾘｭｳｵﾝ shioo
2047 末吉　衛 ｽｴﾖｼ ﾏﾓﾙ トータルランラン
2048 山本　勇矢 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾔ Ryukyu United Racing
2049 大沢　賢俊 ｵｵｻﾜ ﾏｻﾄｼ なるしまフレンド
2050 河野　慎 ｶﾜﾉ ﾏｺﾄ



2051 渡瀬　亮平 ﾜﾀｾ ﾘｮｳﾍｲ チームチョロ
2052 宮城　翔 ﾐﾔｷﾞ ｶｹﾙ APEX Racing C.C.
2053 北西　佳輔 ｷﾀﾆｼ ｹｲｽｹ
2054 工藤　涼介 ｸﾄﾞｳ ﾘｮｳｽｹ チームゴーヤー
2055 吉川　敦 ﾖｼｶﾜ ｱﾂｼ rapha cycling club
2056 奥田　裕之 ｵｸﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ
2057 田中　広大 ﾀﾅｶ ｺｳﾀﾞｲ バルバクラブフクイ
2058 石黒　颯 ｲｼｸﾞﾛ ﾊﾔﾃ
2059 柳瀬　悠理 ﾔﾅｾ ﾕｳﾘ バルバクラブトヤマ
2060 大山　誠志郎 ｵｵﾔﾏ ｾｲｼﾛｳ 徳之島自転車部
2061 銚子　周一郎 ﾁｮｳｼ ｼｭｳｲﾁﾛｳ チームチョロ
2062 前川　広大 ﾏｴｶﾞﾜ ｺｳﾀﾞｲ ElecTFew Cycling
2063 西井　聖 ﾆｼｲ ｻﾄｼ Circle KK
2064 比嘉　和樹 ﾋｶﾞ ｶｽﾞｷ TEAM KIDS
2065 山口　豪 ﾔﾏｸﾞﾁ ｺﾞｳ
2066 柏　龍之介 ｶｼﾜ ﾘｭｳﾉｽｹ
2067 金城　久徳 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾋｻﾉﾘ
2068 酒井　雄士 ｻｶｲ ﾕｳｼﾞ
2069 佐々岡　零也 ｻｻｵｶ ﾚｲﾔ
2070 渡邊　光司 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｼﾞ
2071 比嘉　陸 ﾋｶﾞ ﾘｸ
2072 山田　慎也 ﾔﾏﾀﾞ ｼﾝﾔ バルバクラブエチゼン
2073 矢野　冬馬 ﾔﾉ ﾄｳﾏ
2074 稲嶺　徹 ｲﾅﾐﾈ ﾃﾂ
2075 古川　克英 ﾌﾙｶﾜ ｶﾂﾋﾃﾞ
2076 OS　BOBBI ｵｴｽ ﾎﾞｯﾋﾞ Bobbi OS
2077 宮里　博也 ﾐﾔｻﾞﾄ ﾋﾛﾔ
2078 野崎　将都 ﾉｻﾞｷ ﾏｻﾄ バルバクラブ　エチゼン
2079 宮城　和弘 ﾐﾔｷﾞ ｶｽﾞﾋﾛ APEX Racing C.C.
2080 見月　和哉 ﾐﾂｷ ｶｽﾞﾔ PAGORU
2081 濱田　剛志 ﾊﾏﾀﾞ ﾂﾖｼ NESTnagasaki
2082 新里　臨 ｼﾝｻﾞﾄ ﾘﾝ APEX Racing C.C.
2083 前畑　昂洋 ﾏｴﾊﾀ ﾀｶﾋﾛ YHCC
2084 桃原　空良 ﾄｳﾊﾞﾙ ｿﾗ
2085 松川　誠 ﾏﾂｶﾜ ｾｲ チームBMレーシング
2086 中岳　慎太郎 ﾅｶﾀｹ ｼﾝﾀﾛｳ MAIYO
2087 仲榮眞　盛一 ﾅｶｴﾏ ﾓﾘｶｽﾞ やんばら～ず
2088 佐藤　英一 ｻﾄｳ ｴｲｲﾁ
2089 我謝　瑞樹 ｶﾞｼﾞｬ ﾐｽﾞｷ
2090 杉浦　尊記 ｽｷﾞｳﾗ ﾀｶﾖｼ 沖縄県立南部医療センター
2091 名護　貴也 ﾅｺﾞ ﾀｶﾔ トータルランラン
2092 齊藤　成良 ｻｲﾄｳ ﾅﾙﾐ バルバクラブフクイ
2093 宮本　雄喜 ﾐﾔﾓﾄ ﾕｳｷ バルバクラブエチゼン
2094 大城　遼秋 ｵｵｼﾛ ﾊﾙｱｷ 具志川高校
2095 親　信太郎 ﾁｶ ｼﾝﾀﾛｳ
2096 南　甲太郎 ﾐﾅﾐ ｺｳﾀﾛｳ バルバクラブフクイ
2097 中村　有博 ﾅｶﾑﾗ ｱﾘﾋﾛ 熊本ローイングクラブ
2098 俵　裕晋 ﾀﾜﾗ ﾕｳｼﾝ Team I'mAma
2099 諸永　勇 ﾓﾛﾅｶﾞ ｲｻﾑ
2100 西谷　知朗 ﾆｼﾀﾆ ﾄﾓｱｷ バルバエチゼン
2101 西田　周平 ﾆｼﾀﾞ ｼｭｳﾍｲ バルバクラブカナザワ
2102 篠原　りきや ｼﾉﾊﾗ ﾘｷﾔ



2103 小林　果図 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞ バルバクラブカナザワ
2104 小山　恭平 ｺﾔﾏ ｷｮｳﾍｲ バルバクラブカナザワ
2105 浅利　仁 ｱｻﾘ ｼﾞﾝ バルバクラブカナザワ
2106 高祖　賢治郎 ｺｳｿ ｹﾝｼﾞﾛｳ 大阪医科薬科大学
2107 笠原　太郎 ｶｻﾊﾗ ﾀﾛｳ W.V.C.C.
2108 比嘉　康斗 ﾋｶﾞ ﾔｽﾄ 沖縄大学
2109 石倉　龍二 ｲｼｸﾗ ﾘｭｳｼﾞ W.V.R.T.


