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1 1 和栗 菜々子 愛知県ﾜｸﾜｸﾜｸﾞﾘ 和栗 正昭

2 2 木原 愛翔 愛知県Team Mabow 木原 淳

3 3 深谷 侑生 愛知県ﾁｰﾑF 深谷 孝之

4 4 奥本 隆聖 愛知県かいしんの一漕ぎ! 奥本 隆一

5 5 西山 友希 愛知県友心 西山 将央

6 6 清水 希樹 愛知県Ryo&Kina; 清水 亮介

7 7 田中 翔梧 京都府日当たり良好 田中 和行

8 8 森田 千晴 愛知県森田ﾒﾝﾃﾅﾝｽ 森田 和孝

9 9 山田 翔大 愛知県team yama 山田 英夫

10 10 山田 佳奈 愛知県team j&k 山田 純子

11 11 中條 凛 愛知県ｶﾝﾋﾟｵｰﾈ 中條 雅文

12 12 大野 海斗 愛知県大野家代表 大野 貴弘

13 13 長谷川 杏 愛知県team ann 長谷川 由起

14 14 清水 歩夢 三重県kokoayu 清水 竜次

15 15 清水 心愛 三重県kokoayu 清水 由絵

16 16 森岡 佑奈 愛知県ﾓﾘﾓｰﾘ 森岡 伸悦

17 17 谷元 心海 愛知県ゆめ 谷元 貴子

18 18 谷元 海翔 愛知県翔 谷元 健一

19 19 浅野 歩 愛知県TEAM浅野 浅野 純治

20 20 福田 雅 愛知県HIDEぴん 福田 英久

21 21 土谷 美璃 愛知県MIRIMIRI 土谷 美佳

22 22 土谷 美釉 愛知県MIYUMIYU 土谷 宗平

23 23 横川 海青乃 愛知県一番★星Y&M 横川 最

24 24 村山 響輝 愛知県一番★星 S&H 村山 省吾

25 25 林 俊介 愛知県ﾕｰﾛｰﾄﾞ 林 真理香

26 26 村山 疾風 愛知県一番★星 m&h 村山 真澄

27 27 宇野 絢美 愛知県合言葉は一生懸命's 宇野 綱男

28 28 鈴木 要 愛知県かめさん 鈴木 美香

29 29 上野 隆之介 愛知県ｱﾍﾞｻｲｸﾙﾚｰｼﾝｸﾞ 上野 隆太郎

30 30 上野 幸之介 愛知県ｱﾍﾞｻｲｸﾙﾚｰｼﾝｸﾞ 上野 幸

31 31 鈴木 こころ 愛知県kappa 鈴木 光太

32 32 浅井 萌百 愛知県ききももﾚｰｼﾝｸﾞ 浅井 幸喜

33 33 一木 駿 静岡県ﾊﾔ&ﾏｺｯﾁ 一木 誠

34 34 関 琉磨 愛知県Tokai Potenza 関 このみ

35 35 岩田 結翔 愛知県ｲｸｼｱ大戦争 岩田 守広

36 36 木村 渓吾 愛知県Team 五郎丸 木村 正彦

37 37 酒井 大樹 愛知県SBF 酒井 孝彰

38 38 前川 隆太 岐阜県team risunoki 前川 隆之

39 39 花井 勇太 愛知県Team871 花井 栄二

40 40 原 遼河 愛知県ﾁｰﾑKR 原 一将

41 41 平井 菜緒 愛知県ﾅｵ･ﾊﾟﾊﾟﾚｰｼﾝｸﾞ 平井 謙二

42 42 貝淵 蒼馬 愛知県ﾊﾟﾊﾟそうぴ 貝淵 史明

43 43 江頭 結衣 愛知県Minion DASH 江頭 由里子

44 44 渡辺 涼太郎 愛知県ﾏﾆｭｰﾊﾞｺﾗﾎﾞ 渡辺 信幸

45 45 青木 涼那 愛知県靖涼 青木 靖幸

46 46 石田 啓人 愛知県北小自転車親子 石田 浩喜

47 47 長岡 優輝 愛知県牛ﾀﾝ野郎 大野 誠

48 48 比嘉 茉莉香 愛知県MARITAN 比嘉 正春

49 49 星野 十弥 岐阜県ちｰむ1015 星野 勇樹
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50 50 鹿子木 彩人 愛知県ｶﾅｺｷﾞ 鹿子木 寛

51 51 水野 蒼也 愛知県ぐるぐる自転車部 水野 建人

52 52 山中 碧仁 愛知県TCKR 山中 賢史

53 53 山中 祐輝 愛知県TCKR 山中 美紀

54 54 水野 蒼太 石川県ﾊﾞﾙﾊﾞｶﾅｻﾞﾜ水野家 水野 純弥
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