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11 市川 光人 愛知県 高校3年 男

12 青山 奨悟 宮島工業高校 広島県 高校3年 男

13 前田 颯音 eNShare Cycling Team 岡山県 高校3年 男

14 原田 伽以 神崎高校 兵庫県 高校3年 男

15 多田 雄飛 神崎高校 兵庫県 高校3年 男

16 池田 涼 山陽高校 広島県 高校3年 男

17 今村 健斗 熊本市立千原台高校 熊本県 高校3年 男

18 加藤 孝典 広島城北高校 広島県 高校2年 男

19 山品 純大 京都府 高校2年 男

20 山本 大智 松山聖陵高等学校 愛媛県 高校2年 男

21 安倍 周作 松山聖陵高等学校 愛媛県 高校2年 男

22 丸山 颯斗 松山聖陵高等学校 愛媛県 高校2年 男

23 上内 一眞 榛生昇陽高等学校 奈良県 高校2年 男

24 近藤 翔矢 山口県立防府商工高等学校自転車競技 山口県 高校2年 男

25 森田 蓮 広島山陽高校 広島県 高校2年 男

26 広政 信吾 山陽高校自転車競技部 広島県 高校2年 男

27 宮野 拓斗 誠英高校 山口県 高校2年 男

28 武智 光 松山東高校 愛媛県 高校2年 男

29 細野 拓海 誠英高校 山口県 高校2年 男

30 岡崎 一真 誠英高等学校 山口県 高校2年 男

31 尾田 悠空 広島城北自転車競技部 広島県 高校2年 男

32 谷口 海斗 兵庫県立神崎高等学校 兵庫県 高校2年 男

33 田中 勇斗 宮島工業高校 広島県 高校2年 男

34 河内山 龍信 山口県 高校2年 男

35 猪俣 晶 誠英高等学校 山口県 高校2年 男

36 石村 義仁 誠英高校 山口県 高校2年 男

37 山下 耕平 広島城北高等学校 自転車競技部 広島県 高校1年 男

38 目附 光 松山聖陵高等学校 愛媛県 高校1年 男

39 原田 脩五 崇徳高校自転車部 広島県 高校1年 男

40 伊藤 恭 山口県立防府商工高校・自転車競技部 山口県 高校1年 男

41 高岡 冬弥 愛媛県立松山工業高等学校 愛媛県 高校1年 男

42 村上 裕二郎 愛媛県立松山工業高等学校 愛媛県 高校1年 男

43 岡﨑 日向 愛媛県立松山工業高等学校 愛媛県 高校1年 男

44 増田 伊吹 愛媛県立松山工業高等学校 愛媛県 高校1年 男

45 西村 涼太 山陽自転車競技部 広島県 高校1年 男

46 泉 祐也 山陽高校 広島県 高校1年 男

47 縄手 翔太 山陽高校 広島県 高校1年 男

48 檜井 誉樹 崇徳高校 広島県 高校1年 男

49 本屋敷 卓 広島県 高校1年 男

50 池田 聖 宮島工業高校 広島県 高校1年 男

51 原田 翔真 兵庫県立神崎高等学校 兵庫県 高校1年 男

52 宮本 幸輝 兵庫県立神崎高等学校 兵庫県 高校1年 男

53 松永 佳樹 誠英高校 山口県 高校1年 男

54 塩出 皓成 崇徳高校 広島県 高校1年 男

55 奥村 彩人 崇徳高校自転車競技部 広島県 高校1年 男

56 遠矢 希晟 広島県立瀬戸田高等学校 広島県 高校1年 男

61 山本 柚 松山聖陵高等学校 愛媛県 高校1年 女

62 森角 春陽 兵庫県立神崎高等学校 兵庫県 高校1年 女

63 平林 つかさ 伊予市立　港南中学校 愛媛県 中学2年 女

71 三浦 大知 西大寺中学校 岡山県 中学3年 男

72 福迫 倖輔 CIEL BLEU jr. 鹿児島 中学3年 男

73 中村 蓮 CIEL BLEU Jr. 鹿児島 中学3年 男

74 瀬戸口 瑛 CIEL BLEU Jr. 鹿児島 中学3年 男

75 山内 渉 名古屋中学自転車競技部 愛知県 中学3年 男

76 二宗 拓実 ち～む☆のざき 岡山県 中学3年 男

77 阿部 源 愛媛県自転車競技連盟ジュニアクラブ 愛媛県 中学2年 男

78 梅澤 幹太 エキップｕレーシング 愛媛県 中学2年 男

79 多田 翔飛 福崎町立福崎東中学校 兵庫県 中学2年 男

80 犬伏 輝斗 チームスクアドラ 大阪府 中学2年 男

81 福永 隼人 SSPCアスリート熊本 大津北中 熊本県 中学2年 男

82 内田 凛 京都向陽サイクルスポーツクラブ 愛知県 中学1年 男

83 中原 湊 SSPC-益城中 熊本県 中学1年 男

84 栗本 優樹 ＧＥＮＫＩスポーツクラブ 山口県 中学1年 男

91 宮本 翼輝 Coraggio Kawanishi Cycling Team Kids 山口県 小学生 男

92 内田 樂 美山サイクリングクラブ 愛知県 小学生 男

93 武西 憲進 愛媛県自転車競技連盟ジュニアクラブ 愛媛県 小学生 男
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