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NO チーム名 １区 ２区 ３区 ４区 ５区 ６区 ７区 補⽋ 補⽋ 補⽋ 補⽋ 補⽋

1 コニカミノルタ ⻄池 和⼈ ドミニク ランガット 菊地 賢⼈ ⼭本 浩之 蜂須賀 源 川端 千都 相沢 悠⽃ 野⼝ 拓也 ⼤⼭ 憲明 福⽥ 兼⼠ 坪井 慧 ⽶満 怜

2 Honda ⻘⽊ 涼真 ジャスティス ソゲット 伊藤 達彦 ⼩⼭ 直城 設楽 悠太 原 法利 松村 優樹 ⼭中 秀仁 ⽥⼝ 雅也 ⽊村 慎 ⼟⽅ 英和 ジャクソン カベサ

3 JR東⽇本 ⼤隅 裕介 ムソニ ムイル 其⽥ 健也 作⽥ 直也 ⽚⻄ 景 ⿊川 翔⽮ 寺⽥ 夏⽣ 作⽥ 将希 ⽶井 翔也 ポール クイラ

4 ヤクルト 武⽥ 凜太郎 スタンネリー ワイザカ ⼩椋 裕介 荻久保 寛也 中村 ⼤聖 奈良 凌介 髙久 ⿓ ⾼宮 祐樹 浅⽯ 祐史 春⽇ 千速 ⾦⼦ 元気 堀合 ⼤輔

5 GMOインターネットグループ 近藤 秀⼀ キプキルイ ビクター コリル 吉⽥ 祐也 下⽥ 裕太 島貫 温太 渡邉 利典 倉⽥ 翔平 橋本 崚 ⼀⾊ 恭志 林 奎介 森⽥ 歩希 イルング デービッド グレ

6 ⽇⽴物流 栃⽊ 渡 ジョナサン ディク 設楽 啓太 浅岡 満憲 服部 翔⼤ 牟⽥ 祐樹 ⽵内 ⻯真 市川 孝徳 ⼩町 昌⽮ 永⼾ 聖 越川 堅太 リチャード キムニャン

7 カネボウ 鈴⽊ 祐希 マサイ サムウェル ⻘⽊ 優 ⽮野 圭吾 物江 雄利 ⽥中 孝貴 ⽊津 晶夫 代⽥ 修平 ⽂元 慧 中島 公平 ⻑⾕川 柊 前⽥ 恋弥

8 SUBARU 牧 良輔 ロロット アンドリュー 住吉 秀昭 梶⾕ 瑠哉 中村 拳梧 ⼝町 亮 阿久津 圭司 ⼩⼭ 司 ⾼本 真樹 藤原 滋記 国川 恭朗 レダマ ウェズレイ

9 ⼩森コーポレーション ⾦森 寛⼈ ロナルド ケモイ ⾺場 祐輔 ⼩笹 椋 ⻄澤 佳洋 柴⽥ 拓真 橋本 隆光 的場 亮太 郡司 陽⼤ 難波 皓平 森⽥ 佳祐 キプロノ シトニック

10 警視庁 佐藤 達也 濱野 優太 佐藤 諒太 宮川 慎太郎 松⽥ 憲彦 ⼩根⼭ 泰正 柱 欽也 紺野 凌⽮ 唐澤 研太 苗村 隆広 ⼭⽥ 攻 関 稜汰

11 プレス⼯業 ⼩松 陽平 滋野 聖也 橋本 ⿓⼀ ⼭⽥ 翔太 ⼤川 ⼀成 池⽥ 紀保 藤江 千紘 今村 俊 ⾚平 ⼤輔 三宅 雅⼤ ⾼⽥ 凜太郎 佐々⽊ 寛⽂

12 コモディイイダ 松村 陣之助 ベナード キマニ ⾦⼦ 晃裕 宮本 甲斐 ⽊⽥ 貴⼤ ⿊河 ⼀輝 ⿊⽥ 雄紀 五郎⾕ 俊 佐藤 晃章 ⼤久保 陸⼈ ⽥島 光 ⼟居森 諒

13 ⼋千代⼯業 丸⼭ ⻯也 イェネブロ ビヤゼン ⽩頭 徹也 真船 恭輔 ⼭本 ⻯也 岡野 佑輝 猪浦 舜 千葉 ⼀慶 太⽥⿊ 卓 柳原 貴⼤ ジダ イマネ メルガ

14 NDソフト 熊倉 優介 アレクサンダー ムティソ 照井 明⼈ 齋藤 諒 渡邉 清紘 光武 洋 安藤 駿 ⼩針 旭⼈ ⽥中 楓 上⼿ 慶

15 埼⽟医科⼤学G 三⽥ 眞司 ワンブア タイタス 内⽥ 健太 ⻑⼭ 瑞季 島⽥ 匠海 ⼭⼝ 弘晃 川⽥ 裕也 福岡 海統 ⼤久保 泰貴 鴇澤 駿介 滝⼝ 諒 越智 ⽂弥

16 サンベルクス 岡本 雄⼤ イエゴ エバンス 髙⽊ 登志夫 折居 卓哉 新井 康平 渡邉 奏太 ⼭下 侑哉 ⼾⽥ 雅稀 廻⾕ 賢 菊地 海⽃ 荒川 諒丞 ディランゴ サムソン

17 富⼠通 浦野 雄平 ベナード キメリ 中村 匠吾 坂東 悠汰 中村 ⼤成 松枝 博輝 塩尻 和也 荻野 皓平 潰滝 ⼤記 鈴⽊ 健吾 ⼤森 澪 下 史典

18 ⾃衛隊体育学校 ⽵下 和輝 天野 誠也 平賀 喜裕 ⼭本 采⽮ 鈴⽊ 浩⾵ 迫⽥ 祐⼆ ⽯⽥ 亮 室塚 健太

19 ラフィネグループ 富安 央 冨⽥ 三貴 熊⾕ 光 瀬⼾⼝ 凌 福村 拳太 森橋 完介 鈴⽊ 太基 畔柳 隼弥 治郎丸 健⼀ ⼤﨑 遼

20 新電元⼯業 親﨑 達朗 ⼩林 航央 加藤 平 ⼋⽊沢 直也 関⼝ ⼤樹 ⼩原 ⼤輔 ⽯原 洸 佐野 雅治 ⻄沢 晃佑 渡辺 瑠偉 松本 流星

21 NTT東京 ⼭下 慧⼠ 岡⽥ 和樹 ⼭﨑 泰弘 成⽥ 元⼀ ⻫藤 俊 國澤 優志 吉⽥ 蒼暉 ⼩林 和弥 ⽥中 祐次 皆浦 巧 新美 健 中尾 喜⼤

22 TRACK TOKYO ⾼橋 雅⼈ ダニエルムイバ キトニー 中村 陵介 ⼭⼝ ⼤徳 近藤 哲 城⻄ 廉 横内 悠

23 JP⽇本郵政グループ東京 ⼤沼 ⽣ 若松 貴秀 河野 陽⼀ 島⽥ 仁 川村 孝司 周藤 巧 ⽯村 英幸 ⿂沼 裕⼀ 広井 渡 中家 佑樹 江⼝ 徹 宮⽥ 裕之

24 第1空挺団
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