
No. 団体名 ⽒名 備考
1 ⼤⽯ 綾美 ⼥ シニア 軽量級 1x
2 ⾓⾕ 真緒 ⼥ シニア WUG 軽量級 1x 12⽉エルゴ記録なし（医科学的事由）
3 ⻄村 光⽣ 男 シニア 軽量級 1x 2⽉エルゴ記録なし（医科学的事由）
4 荒川 ⿓太 男 シニア オープン 1x 2⽉エルゴ記録なし（MPA）
5 宮浦 真之 男 シニア 軽量級 1x
6 古⽥ 直輝 男 シニア 軽量級 1x
7 ⼀瀬 卓也 男 シニア WUG 軽量級 1x
8 岸本 健吾 男 WUG オープン 1x
9 笠原 実 ⼥ WUG オープン 1x
10 三嶋 怜奈 ⼥ WUG 軽量級 1x
11 溝⼝ ⼥華 ⼥ WUG オープン 1x
12 ⼤塚 圭宏 男 シニア オープン 2- b
13 志賀 巧 男 シニア オープン 2- s 東レ滋賀
14 林 靖晴 男 シニア オープン 2- b
15 ⻄ 知希 男 シニア オープン 2- s
16 新井 勇⼤ 男 シニア オープン 2- b 明治安⽥⽣命
17 櫻間 達也 男 シニア オープン 2- s
18 遠⼭ 秀雄 男 シニア WUG オープン 2- b
19 ⾼野 勇太 男 シニア オープン 2- s 12⽉エルゴ記録なし（医科学的事由）
20 内⽥ 達⼤ 男 シニア オープン 2- b
21 佐々⽊ ⼼ 男 シニア WUG オープン 2- s
22 中⽥ 悠介 男 シニア オープン 2- b 明治安⽥⽣命
23 中溝 朝善 男 シニア オープン 2- s
24 武⽥ 匡弘 男 シニア 軽量級 1x
25 兼康 慎 男 シニア 軽量級 1x
26 川村 海 ⼥ シニア U23 軽量級 1x
27 清⽔ 空 ⼥ U23 オープン 1x
28 永坂 菖伍 男 U23 オープン 1x
29 ⼭本 天空 ⼥ U23 オープン 1x
30 久松 真⿇ ⼥ U23 WUG 軽量級 1x
31 ⼤下 陽⽃ 男 WUG オープン 2- b
32 ⾚堀 太⼀ 男 WUG オープン 2- s
33 ⽵峰 颯健 男 U23 WUG オープン 2- b
34 森本 修平 男 U23 WUG オープン 2- s
35 古⽶ 峻知 男 シニア 軽量級 1x
36 福井 修聡 男 シニア WUG 軽量級 1x
37 塩⽥ 義峰 男 シニア WUG オープン 2- b
38 ⽯塚 慎之助 男 シニア WUG オープン 2- s
39 滋賀レイクスターズ 岡⽥ 遼太 男 シニア 軽量級 1x
40 井上 幸乃 ⼥ U23 オープン 軽量級 1x
41 飯塚 百合⼦ ⼥ U23 オープン 1x
42 上舘 真央 ⼥ U23 WUG 軽量級 1x
43 河津 桜華⼦ ⼥ U23 オープン 1x
44 ⼭﨑 明⾳ ⼥ U23 WUG 軽量級 1x
45 岸本 唯佳 ⼥ U23 WUG オープン 1x
46 國元 悠⾐ ⼥ シニア 軽量級 1x
47 成瀬 歩美 ⼥ シニア 軽量級 1x
48 吉⽥ 拓⼈ 男 WUG オープン 2- b
49 ⽥村 哲平 男 WUG オープン 2- s
50 ⼤⻄ 花歩 ⼥ シニア 軽量級 1x
51 松岡 奈南 ⼥ U23 オープン 1x
52 ⾼野 晃帆 ⼥ シニア オープン 2- b 関⻄電⼒
53 榊原 春奈 ⼥ シニア オープン 2- s
54 本嶋 ⼒⼤ 男 U23 軽量級 1x
55 新⾒ 萌恵 ⼥ U23 軽量級 1x 2⽉エルゴ記録なし（医科学的事由）
56 東京⼤学 ⼩野⽥ 空⽻ 男 U23 軽量級 1x 2⽉エルゴ記録なし（医科学的事由）
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※12⽉と2⽉両⽅の2000mエルゴの記録を「2023年シニア・WUG・U23カテゴリー⽇本代表選⼿選考に関わる 2000mエルゴタイムトライアル」の要項に記載の通
りに提出済み（メディカルリーズン等の⼿続きを踏んでいる選⼿は除く）、且つ「シニア」「WUG」「U23」それぞれの代表選考⽅針に記載の「体重別エルゴ基準
(%)」をクリアした選⼿で、【SBS予選への参加を希望しているにも関わらず、何らかの事情により、2⽉27⽇（⽉）正午〆切の「SBS予選申込」をされていない選
⼿（所属団体）】は、⾄急「2023年シニア・WUG・U23⽇本代表チーム選考レース予選タイムトライアル(SBS予選)開催要項」に記載通りの⽅法にて、
（kyoka@jara.or.jp）宛にメールにて申し込んでください。期間は、2023年3⽉1⽇（⽔）午後5時までを⽬処といたします。
その際、そのメール本⽂に、2⽉27⽇（⽉）正午〆切内に申込⼿続きを取れなかった理由を必ず記してください。
その理由の内容によって、申込に遅延した場合における「SBS予選申込」を受け付けるか否かの「可否」の判断をいたします。またその「可否」の結果について
は、今後発表する「SBS予選１本⽬のスタートリスト」への「該当選⼿⽒名の記載の有無」にて「受付の可否」の発表とさせていだだきます。

※また、申込段階でご希望いただいたカテゴリーに対し、体重別％IDTが希望のカテゴリーよりも上位カテゴリーの基準に達している場合、例えば「現時点では
U23カテゴリーのみ」の希望だったものを、「U23に加えて、シニアカテゴリーも含めてのエントリーに変更したい」といったような場合は、その旨を
（kyoka@jara.or.jp）宛にメールにてお知らせください。期間は、2023年3⽉1⽇（⽔）午後5時までを⽬処といたします。
 上位カテゴリーへの変更希望の発表は、今後発表する「SBS予選１本⽬のスタートリスト」にてお知らせします。

※申込段階でご希望いただいたカテゴリーに対し、体重別％IDTが未達の場合は、そのカテゴリーは削除しています。したがってSBS本戦に進んだとしても、％
IDTに未達のカテゴリーでのチャレンジはできませんのでご了承ください。
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57 東京⼤学RSL 冨⽥ 千愛 ⼥ シニア 軽量級 1x
58 東レ滋賀 福⽥ 将 男 シニア オープン 1x
59 柿島 麗 ⼥ シニア WUG 軽量級 1x
60 ⼩林 雅⼈ 男 シニア オープン 2- b
61 松浦 ⼤河 男 シニア オープン 2- s 佐賀県スポーツ協会
62 倉内 洋輝 男 U23 WUG オープン 1x
63 ⻑⾕ 亨 男 U23 オープン 1x
64 若松 草汰 男 U23 オープン 1x
65 橋⼝ 拓未 男 U23 オープン 1x
66 ⻄野 萌恵 ⼥ U23 軽量級 1x 2⽉エルゴ記録なし（医科学的事由）
67 トヨタ⾃動⾞ ⽶川志保 ⼥ シニア オープン 1x
68 ⼭尾 圭太 男 シニア オープン 1x
69 安井 晴哉 男 シニア 軽量級 1x
70 是⾕ 有輝 男 シニア WUG オープン 2- b
71 柘植 実 男 シニア WUG オープン 2- s
72 ⽇本製鉄 佐藤 翔 男 シニア 軽量級 1x
73 菅原 陸翔 男 シニア U23 WUG オープン 1x
74 宮⼝ ⼤誠 男 U23 WUG オープン 1x
75 鷲⽥ 速⼈ 男 U23 WUG オープン 1x
76 近藤 成⽣ 男 U23 オープン 2- b
77 林 ⼤志朗 男 U23 オープン 2- s
78 プリントパック ⻄原 佳 ⼥ シニア オープン 1x
79 三重選抜 春名 祐希 男 シニア WUG 軽量級 1x
80 瀧本 ⽇向⼦ ⼥ シニア 軽量級 1x
81 ⻑⾕川 穗 ⼥ シニア WUG オープン 1x
82 濵⾕ 奎介 男 シニア 軽量級 1x
83 橋本 太⼀ 男 WUG オープン 1x
84 廣内 映美 ⼥ シニア 軽量級 1x
85 ⽶澤 知華 ⼥ シニア WUG 軽量級 1x
86 飯島 佐和⼦ ⼥ シニア WUG オープン 1x
87 ⽊野⽥ 沙帆⼦ ⼥ シニア オープン 2- b
88 中条 彩⾹ ⼥ シニア オープン 2- s デンソー
89 ⽯政 雄也 男 シニア WUG オープン 2- b
90 久保 如⽵ 男 シニア WUG オープン 2- s
91 ⼭⽥ 雄恒 男 シニア U23 WUG 軽量級 1x
92 川瀬 伸晃 男 U23 軽量級 1x
93 髙橋 杏果 ⼥ U23 軽量級 2- b
94 向井 琴和 ⼥ U23 軽量級 2- s
95 松⽥ 京⼦ ⼥ U23 WUG オープン 1x
96 志賀 早耶⾹ ⼥ U23 WUG 軽量級 1x
97 阿南 美咲 ⼥ U23 軽量級 1x
98 ⿓⾕⼤学 奥村 晋太郎 男 U23 軽量級 1x
99 阿部 光治 男 U23 WUG オープン 1x
100 ⻘⽊ 洋樹 男 シニア U23 WUG 軽量級 1x
101 猪野 ⽇向⼦ ⼥ シニア U23 WUG 軽量級 1x
102 岡⼭ 凛之 男 シニア U23 WUG オープン 1x
103 沢⽬ 真直 男 U23 WUG オープン 2- b
104 松並 ⼤智 男 U23 WUG オープン 2- s
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