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所属チームまたは属性 お名前

1 三重大学 加藤貴大

2 信州大学 LI　RUIZI

3 信州大学 山内渉

4 信州大学 水野躍人

5 信州大学 川田澄人

6 新潟食料農業大学 福島唯暉

7 選手 吉野太晟

8 早稲田大学 山田拓海

9 早稲田大学 石田唯

10 早稲田大学 石田眞大

11 早稲田大学 大蔵こころ

12 早稲田大学 中野大詞

13 大阪大学 伊藤秀帆

14 大阪大学 河野太星

15 大阪大学 栗本晃希

16 大阪大学 坂倉青羽

17 大阪大学 篠崎裕希

18 大阪大学 大日方将人

19 大阪大学 鶴田健心

20 中京大学 初川弘浩

21 朝日大学 安達光伸

22 朝日大学 伊藤竜哉

23 朝日大学 伊藤涼介

24 朝日大学 伊豆野廉

25 朝日大学 加藤弘喜

26 朝日大学 加藤弘喜

27 朝日大学 加藤弘喜

28 朝日大学 古賀裕基

29 朝日大学 細川拓真

30 朝日大学 山中蒼天

31 朝日大学 山本大智

32 朝日大学 柴田大輝

33 朝日大学 柴田大輝

34 朝日大学 柴田大輝

35 朝日大学 柴田大輝

36 朝日大学 上杉有弘

37 朝日大学 上杉有弘

38 朝日大学 新谷和征

39 朝日大学 世古眞太郎

40 朝日大学 世古眞太郎

41 朝日大学 西條玲緒

42 朝日大学 長谷川大悟

43 朝日大学 熱田歩

44 朝日大学 白井輝

45 朝日大学 疋田雅人

46 朝日大学 布廣優樹

47 朝日大学 福田一輝

48 朝日大学 末木克典



49 朝日大学 濱田大輝

50 朝日大学 濱田大輝

51 朝日大学 齊藤脩

52 朝日大学 加賀谷修斗

53 朝日大学 古賀裕基

54 朝日大学 古賀裕基

55 朝日大学 山口涼輔

56 朝日大学 森本直樹

57 朝日大学 藤本大吉

58 朝日大学 野田勇飛

59 朝日大学 山口涼輔

60 東京工業大学/学生委員石田幹太

61 東京大学 篠﨑蒼平

62 東京大学 藤岡傑

63 東京大学　選手 吉田頌

64 東京大学自転車部競技班　選手吉田頌

65 徳島大学 吉田晴登

66 日本体育大学 高久胡太郎

67 日本体育大学 山本和瑳

68 日本体育大学 酒井秀

69 日本体育大学 石田明莉

70 日本体育大学 大野風貴芽

71 日本体育大学 池田悠生

72 日本体育大学 片野樹

73 日本大学 伊藤京介

74 日本大学 井上凌玖

75 日本大学 井上凌玖

76 日本大学 稲延夢元

77 日本大学 岡本勝哉

78 日本大学 岡本勝哉

79 日本大学 加藤尊

80 日本大学 郡司夕磯

81 日本大学 向川颯太

82 日本大学 向川颯太

83 日本大学 甲斐隼人

84 日本大学 佐藤大和

85 日本大学 佐藤大和

86 日本大学 佐藤大和

87 日本大学 三浦生誠

88 日本大学 三浦生誠

89 日本大学 三神遼矢

90 日本大学 小笠原光

91 日本大学 松本昂汰

92 日本大学 新井敬太

93 日本大学 森本凜太郎

94 日本大学 菅野蒼羅

95 日本大学 生野優翔

96 日本大学 村上明

97 日本大学 樽見潤平太

98 日本大学 中野楚樂

99 日本大学 中野楚樂

100 日本大学 町田颯

101 日本大学 白川隆太

102 日本大学 白川隆太

103 日本大学 北宅柊麻



104 日本大学 北嶋桂大

105 日本大学 北嶋桂大

106 日本大学 林佳宗依

107 日本大学 林佳宗依

108 日本大学 櫻井仁志

109 日本大学 櫻井仁志

110 日本大学 邊見竜馬

111 八戸学院大学 畑﨑大輝

112 明治大学 永野昇海

113 明治大学 吉岡優太

114 明治大学 吉田唯斗

115 明治大学 小泉響貴

116 明治大学 村上裕二郎

117 明治大学 渡部春雅

118 明治大学 片岡遼真

119 明治大学 野中龍之介

120 明治大学 林原聖真

121 明星大学 高田堅斗

122 明星大学 仙洞田雄大

123 明星大学 江口宗一郎

（順不同）


