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2020年
熊本県自転車競技選手権大会

＜ロード・レース＞

START LIST



 ２０２０年　熊本県自転車競技選手権大会
＜ロード・レース＞

1 男子　個人ロードレース　 チャレンジ start list

令和２年７月２６日（日）　０９：００～

NO ｾﾞｯｹﾝ 氏名 フリガナ 所属 time 順位

1 301 半田 莉都 ﾊﾝﾀﾞ ﾘｲﾁ SSPCｱｽﾘｰﾄ熊本   

2 302 内田 柊太朗 ｳﾁﾀﾞ ｼｭｳﾀﾛｳ SSPCｱｽﾘｰﾄ熊本   

3 303 宮本 啓司 ﾐﾔﾓﾄ ｹｲｼﾞ 熊本ﾌｧｲﾔｰｻｲｸﾘｽﾄ   

4 304 村上 将太 ﾑﾗｶﾐ ｼｮｳﾀ   

5 305 宮本 英和 ﾐﾔﾓﾄ ﾂﾊﾞｷ CORAGGIO KAWANISHI U-19   

6 306 小川 俊介 ｵｶﾞﾜ ｼｭﾝｽｹ   

7 307 中山 真之介 ﾅｶﾔﾏ ｼﾝﾉｽｹ   

8 308 管 慎哉 ｶﾝ ｼﾝﾔ   

9 309 西田 光宏 ﾆｼﾀﾞ ﾐﾂﾋﾛ 西田ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ   

10 310 小田 哲弘 ｵﾀﾞ ﾃﾂﾋﾛ   



 ２０２０年　熊本県自転車競技選手権大会
＜ロード・レース＞

2 女子　個人ロードレース　 マスターズ start list

令和２年７月２６日（日）　０９：００～

NO ｾﾞｯｹﾝ 氏名 フリガナ 所属 time 順位

1 501 井上 美幸 ｲﾉｳｴ ﾐﾕｷ ONE OFF   

3 女子　個人ロードレース　 ジュニア start list

令和２年７月２６日（日）　０９：００～

NO ｾﾞｯｹﾝ 氏名 フリガナ 所属 time 順位

1 502 田中 杏奈 ﾀﾅｶ ｱﾝﾅ 千原台   

4 女子　個人ロードレース　 Ｕ１７ start list

令和２年７月２６日（日）　０９：００～

NO ｾﾞｯｹﾝ 氏名 フリガナ 所属 time 順位

1 503 渡邊 あかり ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｶﾘ 千原台   

2 504 谷口 凛 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾘﾝ 千原台   

3 505 是永 ゆうき ｺﾚﾅｶﾞ ﾕｳｷ   

4 506 江崎 結衣 ｴｻｷ ﾕｲ   



 ２０２０年　熊本県自転車競技選手権大会
＜ロード・レース＞

5 男子　個人ロードレース　 ｼﾞｭﾆｱ start list

令和２年７月２６日（日）　１０：００～

NO ｾﾞｯｹﾝ 氏名 フリガナ 所属 time 順位

1 201 中村 栄杜 ﾅｶﾑﾗ ｴｲﾄ 千原台   

2 202 酒井 翔伍 ｻｶｲ ｼｮｳｺﾞ 千原台   

3 203 北川 飛燕 ｷﾀｶﾞﾜ ﾋｴﾝ 千原台   

4 204 潮崎 孔明 ｼｵｻｷ ｺｳﾒｲ 千原台   

5 205 榮田 一天 ｴｷﾀﾞ ｶｽﾞﾀｶ 千原台   

6 206 松村 匠巳 ﾏﾂﾑﾗ ﾀｸﾐ 千原台   

7 207 松本 秀之慎 ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾃﾞﾉｼﾝ 九州学院   

8 208 前田 大騎 ﾏｴﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 九州学院   

9 209 宮本 新大 ﾐﾔﾓﾄ ｱﾗﾀ 九州学院   

10 210 宮本 寛大 ﾐﾔﾓﾄ ｶﾝﾀ 九州学院   

11 211 舩石 開 ﾌﾅｲｼ ﾊﾙｷ 開新   

12 212 北村 真一 ｷﾀﾑﾗ ｼﾝｲﾁ 開新   

13 213 上村 晃平 ｳｴﾑﾗ ｺｳﾍｲ 御船   

14 214 牧野 泰河 ﾏｷﾉ ﾀｲｶﾞ 延岡学園高校   

15 215 冨士野 寛太 ﾌｼﾞﾉ ｶﾝﾀ 延岡学園高校   

16 216 石橋 慧悟 ｲｼﾊﾞｼ ｹｲｺﾞ 南大隅高   

17 217 津留 崚 ﾂﾄﾞﾒ ﾘｮｳ 南大隅高   

18 218 古賀 仁誠 ｺｶﾞ ｼﾞﾝｾｲ 南大隅高   

19 219 楢山 結己 ﾅﾗﾔﾏ ﾕｳｷ 南大隅高   

20 220 福迫 倖輔 ﾌｸｻﾞｺ ｺｳｽｹ 南大隅高   

21 221 杉野 翔一 ｽｷﾞﾉ ｼｮｳｲﾁ 南大隅高   

22 222 米倉 湧太 ﾖﾈｸﾗ ﾕｳﾀ 南大隅高   

23 223 徳永 瑛士 ﾄｸﾅｶﾞ ｴｲｼﾞ 南大隅高   

24 224 谷口 翔太郎 ﾀﾆｸﾞﾁ ｼｮｳﾀﾛｳ 千原台   

25 225 清水 稜太郎 ｼﾐｽﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ 鹿町工業高校   

26 226 石丸 幸士郎 ｲｼﾏﾙ ｺｳｼﾛｳ 大牟田高校   

6 男子　個人ロードレース　 U１７ start list

令和２年７月２６日（日）　１０：００～

NO ｾﾞｯｹﾝ 氏名 フリガナ 所属 time 順位

1 227 谷口 昴士朗 ﾀﾆｸﾞﾁ ｺｳｼﾛｳ 千原台   

2 228 中村 信太 ﾅｶﾑﾗ ｼﾝﾀ 千原台   

3 229 鈴木 創太 ｽｽﾞｷ ｿｳﾀ 九州学院   

4 230 德永 真粋 ﾄｸﾅｶﾞ ﾏｻｷ 九州学院   

5 231 並江 優作 ﾅﾐｴ ﾕｳｻｸ 九州学院   

6 232 西島 寛瑛 ﾆｼｼﾞﾏ ｶﾝｴｲ 九州学院   

7 233 福永 隼人 ﾌｸﾅｶﾞ ﾊﾔﾄ 九州学院   

8 234 船津 光星 ﾌﾅﾂ ｺｳｾｲ 九州学院   

9 235 林 飛碧 ﾊﾔｼ ﾋｾｲ 延岡学園   

10 236 楠本 颯太 ｸｽﾓﾄ ｿｳﾀ SSPCｱｽﾘｰﾄ熊本   

11 237 中原 湊 ﾅｶﾊﾗ ﾐﾅﾄ SSPCｱｽﾘｰﾄ熊本   

12 238 藤村 一磨 ﾌｼﾞﾑﾗ ｶｽﾞﾏ 宮崎ｼﾞｭﾆｱｸﾗﾌﾞ   

13 239 三浦 駿 ﾐｳﾗ ｼｭﾝ 津末ﾚｰｼﾝｸﾞ   



 ２０２０年　熊本県自転車競技選手権大会
＜ロード・レース＞

7 男子　個人ロードレース　 マスターズ start list

令和２年７月２６日（日）　１１：２０～

NO ｾﾞｯｹﾝ 氏名 フリガナ 所属 time 順位

1 1 平瀬 拓郎 ﾋﾗｾ ﾀｸﾛｳ ｴｲﾙ宮崎   

2 2 黒木 康勘 ｸﾛｷ ﾔｽﾉﾘ   

3 3 和田 桂一 ﾜﾀﾞ ｹｲｲﾁ ｾﾚｸｼｵﾝ南九州   

4 4 小玉 篤志 ｺﾀﾞﾏ ｱﾂｼ Team Funcycle   

5 5 宮本 利徳 ﾐﾔﾓﾄ ﾄｼﾉﾘ ｾﾚｸｼｵﾝ南九州   

6 6 岩男 康司 ｲﾜｵ ﾔｽｼ   

7 7 三浦 正志 ﾐｳﾗ ﾏｻｼ   

8 8 坂口 樹隆 ｻｶｸﾞﾁ ｷﾀﾞｶ   

9 9 伊規須 康生 ｲｷﾞｽ ﾔｽｵ Orange's FLAT 0% PT   

10 10 井上 健志 ｲﾉｳｴ ﾀｹｼ ﾁｰﾑGINRIN熊本   

11 11 志方 健太郎 ｼｶﾀ ｹﾝﾀﾛｳ ﾌﾘｰ

12 12 岡口 広樹 ｵｶｸﾞﾁ ﾋﾛｷ GINRIN

13 13 久野 広将 ﾋｻﾉ ｺｳｽｹ ｾﾚｸｼｵﾝ南九州

14 14 津末 浩平 ﾂｽｴ ｺｳﾍｲ 津末ﾚｰｼﾝｸﾞ



 ２０２０年　熊本県自転車競技選手権大会
＜ロード・レース＞

8 男子　個人ロードレース　 エリート start list

令和２年７月２６日（日）　１１：２０～

NO ｾﾞｯｹﾝ 氏名 フリガナ 所属 time 順位

1 101 西村 和樹 ﾆｼﾑﾗ ｶｽﾞｷ ﾁｰﾑGINRIN熊本   

2 102 川口 照悟 ｶﾜｸﾞﾁ ｼｮｳｺﾞ PARABOLAｲﾜｲｼｰｶﾞﾙ   

3 103 大堀 雅行 ｵｵﾎﾘ ﾏｻﾕｷ ﾁｰﾑかよ   

4 104 島袋 大地 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ﾀﾞｲﾁ ｾﾚｸｼｵﾝ南九州   

5 105 左迫間 昭一 ｻｺﾏ ｼｮｳｲﾁ ﾁｰﾑGINRIN熊本   

6 106 安武 英治 ﾔｽﾀｹ ｴｲｼﾞ ﾁｰﾑGINRIN熊本   

7 107 木村 拓哉 ｷﾑﾗ ﾀｸﾔ TEAM BIGBANG IMP   

9 男子　個人ロードレース　 Ｕ２３ start list

令和２年７月２６日（日）　１１：２０～

NO ｾﾞｯｹﾝ 氏名 フリガナ 所属 time 順位

1 108 髙橋 楽生 ﾀｶﾊｼ ﾖｼｷ ｴｲﾙ宮崎   

2 109 今村 健斗 ｲﾏﾑﾗ ｹﾝﾄ 日本大学   

3 110 西野 海人 ﾆｼﾉ ｶｲﾄ ALBATRO   

4 111 津田 龍成 ﾂﾀﾞ ﾀﾂﾅﾘ   

5 112 宇野 旭 ｳﾉ ｱｻﾋ 中央大学   

6 113 池田 渓人 ｲｹﾀﾞ ｹｲﾄ VC福岡ｴﾘｰﾄ   

7 114 佐藤 健 ｻﾄｳ ｹﾝ 日本大学   

8 115 渕上 啓斗 ﾌﾁｶﾞﾐ ｹｲﾄ 木曜ﾅｲﾄｸﾗﾌﾞ   

9 116 花香 竜麻 ﾊﾅｶ ﾘｭｳﾏ 同志社大学   


