
令和２年（2020年）11月1日（日）開催

【 Result ／　ビギナー　ＢC-1 】 エントリー数：16人　

距離：6.9km（3周）

RANK ｾﾞｯｹﾝ 選手名 ﾌﾘｶﾞﾅ 性別 所属ﾁｰﾑ 登録等 Time behind

 301 谷川 莉玖 ﾀﾆｶﾞﾜ ﾘｸ M SSPCｱｽﾘｰﾄ-武蔵小 熊本

 302 正木 颯人 ﾏｻｷ ﾊﾔﾄ M SSPCｱｽﾘｰﾄ大江小 熊本

 303 藤田 怜太郎 ﾌｼﾞﾀ ﾘｮｳﾀﾛｳ M SSPCｱｽﾘｰﾄ-菊陽中部 熊本

 304 福永 岳 ﾌｸﾅｶﾞ ｶﾞｸ M SSPCｱｽﾘｰﾄ 熊本

 305 岩野 優心 ｲﾜﾉ ﾕｳｼﾝ M おにごっこ部 熊本

 306 中原 虹 ﾅｶﾊﾗ ｺｳ M 熊本

 307 飯干 智章 ｲｲﾎﾞｼ ﾄﾓｱｷ M E-STAR 福岡

 308 黒澤 おりん ｸﾛｻﾜ ｵﾘﾝ F ﾁｰﾑ ｻﾝﾃﾞｨｽｸ 福岡

 309 宮之前 丈 ﾐﾔﾉﾏｴ ﾀｹﾙ M 鹿児島

 310 中川 楓汰朗 ﾅｶｶﾞﾜ ﾌｳﾀﾛｳ M SSPCｱｽﾘｰﾄ 福岡

 311 内田 煌乃亮 ｳﾁﾀﾞ ｺｳﾉｽｹ M こころRC 広島

 312 阿部 椿 ｱﾍﾞ ﾂﾊﾞｷ F 鬼族自転車競技部 福岡

313 冨田 愛琉 ﾄﾐﾀ ｱｲﾙ F ﾗｯｷｰｽﾏｲﾙ 鹿児島

314 奥山 大輝 ｵｸﾔﾏ ﾀﾞｲｷ M ﾁｰﾑGINRIN熊本 託麻南小 熊本

315 宮谷 文吾 ﾐﾔﾀﾆ ﾌﾞﾝｺﾞ M SSPC-ｱｽﾘｰﾄ 熊本

 316 横山 希実 ﾖｺﾔﾏ ﾉｿﾞﾐ F 宮崎

令和２年（2020年）11月1日（日）開催

【 Result ／ビギナー　BC-2 】 エントリー数：10人　

距離：4.6km（2周）

RANK ｾﾞｯｹﾝ 選手名 ﾌﾘｶﾞﾅ 性別 所属ﾁｰﾑ 登録等 Time behind

 401 谷川 結良 ﾀﾆｶﾞﾜ ﾕﾗ F SSPCｱｽﾘｰﾄ-武蔵小 熊本

 402 江崎 美友 ｴｻｷ ﾐﾕ F 熊本

 403 湊 真帆稀 ﾐﾅﾄ ﾏﾎｷ M 香川

 404 大谷 修也 ｵｵﾀﾆ ｼｭｳﾔ M 温泉同好会 山口

 405 美輪 空人 ﾐﾜ ｿﾗﾄ M 山口県ｼﾞｭﾆｱｻｲｸﾙｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 山口

 406 冨田 康洋 ﾄﾐﾀ ｺｳﾖｳ M ﾗｯｷｰｽﾏｲﾙ 鹿児島

407 冨田 楓 ﾄﾐﾀ ｶｴﾃﾞ F ﾗｯｷｰｽﾏｲﾙ 鹿児島

408 宮谷 治音 ﾐﾔﾀﾆ ﾊﾙﾈ F SSPC-ｱｽﾘｰﾄ 熊本

409 久倉 奏人 ﾋｻｸﾗ ｶﾅﾄ M 鍛造塾 鹿児島

 410 多田隈 彩綾 ﾀﾀﾞｸﾏ ｻｱﾔ F SSPC-菊陽北小 熊本

令和２年（2020年）11月1日（日）開催

【 Result ／　ビギナー　ＢC-3 】 エントリー数：8人　

距離：2.3km（1周）

RANK ｾﾞｯｹﾝ 選手名 ﾌﾘｶﾞﾅ 性別 所属ﾁｰﾑ 登録等 Time behind

 501 正木 脩介 ﾏｻｷ ｼｭｳｽｹ M SSPCｱｽﾘｰﾄ大江小 熊本

 502 飯干 愛菜 ｲｲﾎﾞｼ ﾏﾅ F E-STAR 福岡

503 藤原 尚晴 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾅｵﾊﾙ M 福岡

504 小田 和弥 ｵﾀﾞ ｶｽﾞﾔ M 高森中央小 熊本

 505 濱崎 七海 ﾊﾏｻｷ ﾅﾅﾐ F 福岡

506 小倉 十和 ｵｸﾞﾗ ﾄﾜ M 熊本

507 小倉 由宇 ｵｸﾞﾗ ﾕｳ M 熊本

 604 佐藤 哲翔 ｻﾄｳ ﾃﾂﾄ M ﾁｰﾑ ｻﾝﾃﾞｨｽｸ 福岡



令和２年（2020年）11月1日（日）開催
【 Result  ／　C-3（チャレンジ） 】 エントリー：113人　

距離：34.5km（15周）
RANK ゼッケン 選手名 ﾌﾘｶﾞﾅ 性別 所属ﾁｰﾑ 登録等 Time behind

 201 松本 憲二 ﾏﾂﾓﾄ ｹﾝｼﾞ M Aikun 福岡

 202 釼持 優太 ｹﾝﾓﾂ ﾕｳﾀ M AZCC 長崎

 203 手塚 詠士 ﾃﾂﾞｶ ｴｲｼ M CARPE DIEM 鹿児島

 204 田畑 元司 ﾀﾊﾞﾀ ﾓﾄｼ M Circle3 熊本

 205 田畑 信茂 ﾀﾊﾞﾀ ﾉﾌﾞｼｹﾞ M Circle3 熊本

 206 宮本 翼輝 ﾐﾔﾓﾄ ﾂﾊﾞｷ M CORAGGIO KAWANISHI U-19 山口

 207 中嶋 健一 ﾅｶｼﾏ ｹﾝｲﾁ M FRF 福岡

 208 前田 雄一郎 ﾏｴﾀﾞ ﾕｳｲﾁﾛｳ M HCC 福岡

 209 嶌田 伶治 ｼﾏﾀﾞ ﾘｮｳｼﾞ M KUCC 熊本

 210 東 智徳 ﾋｶﾞｼ ﾄﾓﾉﾘ M moe love me 福岡

 211 Taylor Alan Taylor Alan M NENGUN RACING 福岡

 212 柳田 真吾 ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ｼﾝｺﾞ M nexstra GCK 福岡

 213 次郎丸 高志 ｼﾞﾛｳﾏﾙ ﾀｶｼ M nexstra GCK 福岡

 214 林 勇輝 ﾊﾔｼ ﾕｳｷ M nexstra GCK 福岡

 215 松岡 海音 ﾏﾂｵｶ ｶｲﾄ M nexstra GCK 福岡

 216 武田 舷暉 ﾀｹﾀﾞ ｹﾞﾝｷ M nexstraGCK 福岡

 217 近藤 太智 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｲﾁ M QUCC 福岡

 218 鎗居 達郎 ﾔﾘｲ ﾀﾂﾛｳ M RCSC 熊本

 219 立脇 清二 ﾀﾃﾜｷ ｾｲｼﾞ M Re Ride 大分

 220 谷川 洋則 ﾀﾆｶﾞﾜ ﾋﾛﾉﾘ M SSPCｱｽﾘｰﾄ 熊本

 221 田上 麻美 ﾀﾉｳｴ ｱｻﾐ F SSPC-ｱｽﾘｰﾄ熊本 熊本

 222 兼光 未悠 ｶﾈﾐﾂ ﾐﾕｳ F SSPC-ｱｽﾘｰﾄ熊本 熊本

 223 多田隈 悠雅 ﾀﾀﾞｸﾏ ﾕｳｶﾞ M SSPC-菊陽中 熊本

 224 松原 悠希 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾊﾙｷ M team BIGBANG 大阪

 225 手塚 友二郎 ﾃﾂﾞｶ ﾕｳｼﾞﾛｳ M TEAM BIGBANG 熊本

 226 福沢 輝 ﾌｸｻﾞﾜ ｱｷﾗ M TEAM BIGBANG IMP 熊本

 227 須藤 祐 ｽﾄｳ ﾀｽｸ M TEAM BIGBANG IMP 熊本

 228 楳澤 卓磨 ｳﾒｻﾞﾜ ﾀｸﾏ M TEAM EFC 福岡

 229 山田 凌雅 ﾔﾏﾀﾞ ﾘｮｳﾏ M TEAM EFC 福岡

 230 合屋 遥大 ｺﾞｳﾔ ﾊﾙﾄ M TEAM EFC 福岡

 231 梅木 洋平 ｳﾒｷ ﾖｳﾍｲ M VC福岡(ﾏｽﾀｰｽﾞ) 福岡

 232 田上 康則 ﾀｶﾞﾐ ﾔｽﾉﾘ M ｱﾙﾃｨｼﾞｬｰﾉ 熊本

 233 村上 信洋 ﾑﾗｶﾐ ﾉﾌﾞﾋﾛ M ｱﾙﾃｨｼﾞｬｰﾉ 熊本

 234 村上 諒 ﾑﾗｶﾐ ﾘｮｳ M ｱﾙﾃｨｼﾞｬｰﾉ 熊本

 235 川俣 勝也 ｶﾜﾏﾀ ｶﾂﾔ M ｶﾞﾝﾊﾞﾘｱﾝﾄ 福岡

 236 飯田 亘稀 ｲｲﾀﾞ ｺｳｷ M ｻｲｸﾘｽﾀ熊本 熊本

 237 伊藤 精治 ｲﾄｳ ｾｲｼﾞ M ｻｲｸﾘｽﾀ熊本 熊本

 238 中野 貴之 ﾅｶﾉ ﾀｶﾕｷ M ｻｲｸﾘｽﾀ熊本 熊本

 239 村上 紘大 ﾑﾗｶﾐ ｺｳﾀ M ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 大分

 240 大谷 春樹 ｵｵﾀﾆ ﾊﾙｷ M ｽﾍﾟｼｬﾙｵﾘﾝﾋﾟｯｸｽ山口 MaCherie 山口

 241 上川 勝司 ｼﾞｮｳｶﾞﾜ ｶﾂｼ M ﾁｰﾑ･みｰかｰ 福岡

 242 山本 悠貴 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｷ M ﾁｰﾑGINRIN熊本 熊本

 243 広野 照政 ﾋﾛﾉ ﾃﾙﾏｻ M ﾁｰﾑGINRIN熊本 熊本

 244 広野 達徳 ﾋﾛﾉ ﾀﾂﾉﾘ M ﾁｰﾑGINRIN熊本 熊本

 245 林 俊男 ﾊﾔｼ ﾄｼｵ M ﾁｰﾑGlNRlN熊本 熊本

 246 加藤 良治 ｶﾄｳ ﾘｮｳｼﾞ M ﾁｰﾑﾌｧﾝｻｲｸﾙ 福岡



令和２年（2020年）11月1日（日）開催
【 Result  ／　C-3（チャレンジ） 】 エントリー：113人　

距離：34.5km（15周）
RANK ゼッケン 選手名 ﾌﾘｶﾞﾅ 性別 所属ﾁｰﾑ 登録等 Time behind

 247 細川 智史 ﾎｿｶﾜ ﾄﾓﾌﾐ M びｰびｰ 福岡

 248 秋田 真功 ｱｷﾀ ﾏｺﾄ M 菊陽山の会 熊本

 249 西川 大樹 ﾆｼｶﾜ ﾀﾞｲｷ M 菊陽山の会 熊本

 250 幸重 彰洋 ﾕｷｼｹﾞ ｱｷﾋﾛ M 菊陽山の会 熊本

 251 長家 光伸 ﾅｶﾞｲｴ ﾐﾂﾉﾌﾞ M 菊陽山の会 熊本

 252 石川 泰史 ｲｼｶﾜ ﾔｽﾌﾐ M 九州大学ｻｲｸﾘﾝｸﾞ同好会 福岡

 253 小口 陽介 ｵｸﾞﾁ ﾖｳｽｹ M 熊本CTC 熊本

 254 泉 真世 ｲｽﾞﾐ ﾏﾖ M 鹿児島 FunRide 鹿児島

255 森 泰隆 ﾓﾘ ﾔｽﾀｶ M 鹿児島ｱｲｽﾎｯｹｰｸﾗﾌﾞ･ﾗｲﾀﾞｰｽﾞ 鹿児島

256 山﨑 桜乃 ﾔﾏｻｷ ｻﾉ M 出水中学校 鹿児島

257 小川 紗佳 ｵｶﾞﾜ ｽｽﾞｶ F 松山城南高校 愛媛

258 大岩 駿介 ｵｵｲﾜ ｼｭﾝｽｹ M 松山城南高校 愛媛

259 松村 千聖 ﾏﾂﾑﾗ ﾁｻﾄ M 西陵高等学校 長崎

260 高田 哲平 ﾀｶﾀﾞ ﾃｯﾍﾟｲ M 鷹の輪 福岡

261 坂本 出瑠 ｻｶﾓﾄ ｲﾂﾞﾙ M 長崎大学ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ部 長崎

262 加茂 將馬 ｶﾓ ｼｮｳﾏ M 長崎大学ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ部 長崎

263 原田 湧太郎 ﾊﾗﾀﾞ ﾕｳﾀﾛｳ M 長崎大学ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ部 長崎

264 大後戸 颯青 ｵｵｾﾄﾞ ﾌｳｾｲ M 津末ｻｲｸﾙ 大分

265 佐田 春人 ｻﾀﾞ ﾊﾙﾄ M 津末ﾚｰｼﾝｸﾞ 大分

266 浜崎 二丸 ﾊﾏｻｷ ﾂｷﾞﾏﾙ M 天草ﾄﾗｲｱｽﾛﾝｸﾗﾌﾞ 熊本

267 加納 侑士 ｶﾉｳ ﾕｳﾄ M 福岡県ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ連合 福岡

268 松堂 徳彦 ﾏﾂﾄﾞｳ ﾉﾘﾋｺ M 福岡

269 栗下 潤己 ｸﾘｼﾀ ｼﾞｭﾝｷ M 長崎

270 鍵山 良 ｶｷﾞﾔﾏ ﾘｮｳ M 福岡

271 田端 賢 ﾀﾊﾞﾀ ｹﾝ M 熊本

272 大塚 鉄矢 ｵｵﾂｶ ﾃﾂﾔ M 熊本

273 恒松 元貴 ﾂﾈﾏﾂ ﾓﾄｷ M 熊本

274 玉城 和彦 ﾀﾏｼﾛ ｶｽﾞﾋｺ M 熊本

275 村木 康男 ﾑﾗｷ ﾔｽｵ M 福岡

276 柳田 虎太郎 ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ｺﾀﾛｳ M 福岡

277 江崎 結衣 ｴｻｷ ﾕｲ F 熊本

278 畑田 雷 ﾊﾀﾀﾞ ﾗｲ M 福岡

279 前田 大徳 ﾏｴﾀﾞ ﾋﾛﾉﾘ M 佐賀

280 宮口 昭彦 ﾐﾔｸﾞﾁ ｱｷﾋｺ M 熊本

281 相馬 竜太 ｿｳﾏ ﾘｭｳﾀ M 熊本

282 本田 あかり ﾎﾝﾀﾞ ｱｶﾘ F 福岡

283 門野 隆行 ｶﾄﾞﾉ ﾀｶﾕｷ M 大分

284 深川 泰志 ﾌｶｶﾞﾜ ﾔｽｼ M 広島

285 千々和 ﾀｶｼ ﾁﾁﾞﾜ ﾀｶｼ M 福岡

286 志垣 友基 ｼｶﾞｷ ﾕｳｷ M 熊本

287 三石 彪雅 ﾐﾂｲｼ ﾋｮｳｶﾞ M 長崎

288 塩田 紘之 ｼｵﾀ ﾋﾛﾕｷ M 長崎

289 田畑 克彦 ﾀﾊﾞﾀ ｶﾂﾋｺ M 熊本

290 濱田 純平 ﾊﾏﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ M 福岡

291 志賀 隆文 ｼｶﾞ ﾀｶﾌﾐ M 大分

292 小川 俊介 ｵｶﾞﾜ ｼｭﾝｽｹ M 福岡



令和２年（2020年）11月1日（日）開催
【 Result  ／　C-3（チャレンジ） 】 エントリー：113人　

距離：34.5km（15周）
RANK ゼッケン 選手名 ﾌﾘｶﾞﾅ 性別 所属ﾁｰﾑ 登録等 Time behind

293 諸石 拓也 ﾓﾛｲｼ ﾀｸﾔ M 佐賀

294 後藤 公生 ｺﾞﾄｳ ｷﾐｵ M 大分

295 澤田 泰輔 ｻﾜﾀﾞ ﾀｲｽｹ M 長崎

296 加藤 悠祐 ｶﾄｳ ﾕｳｽｹ M 長崎

297 福井 康典 ﾌｸｲ ｺｳｽｹ M 熊本

298 内田 智明 ｳﾁﾀﾞ ﾄﾓｱｷ M 熊本

299 弓掛 昌樹 ﾕﾐｶｹ ﾏｻｷ M 熊本

300 後藤 隆生 ｺﾞﾄｳ ﾀｶｵ M 福岡

301 平島 信幸 ﾋﾗｼﾏ ﾉﾌﾞﾕｷ M 福岡

302 中山 真之介 ﾅｶﾔﾏ ｼﾝﾉｽｹ M 熊本

303 中山 大暉 ﾅｶﾔﾏ ﾀﾞｲｷ M 熊本

304 高野 響己 ﾀｶﾉ ﾋﾋﾞｷ M 大分

305 田中 ｼﾞｬｽﾃｨﾝ ﾀﾅｶ ｼﾞｬｽﾃｨﾝ M 佐賀

306 小林 優太 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾀ M 佐賀

307 井上 隼介 ｲﾉｳｴ ｼｭﾝｽｹ M 宮崎

308 横山 繡摩 ﾖｺﾔﾏ ｼｭｳﾏ M 宮崎

309 帆保 陽太 ﾎﾎﾞ ﾖｳﾀ M 熊本

310 三浦 公士朗 ﾐｳﾗ ｺｳｼﾛｳ M 大分

311 引場 正弥 ﾋｷﾊﾞ ﾏｻﾔ M 熊本

312 高澤 奨真 ﾀｶｻﾜ ｼｮｳﾏ M 熊本

603 塚原 旺雅 ﾂｶﾊﾗ ｵｳｶﾞ M  佐賀



令和２年（2020年）11月1日（日）開催
【 Result  ／　C-2（エキスパート） 】 エントリー：65人　

距離：46.0km（20周）
RANK ｾﾞｯｹﾝ 選手名 ﾌﾘｶﾞﾅ 性別 所属ﾁｰﾑ 登録等 Time behind

 101 西野 海人 ﾆｼﾉ ｶｲﾄ M ALBATRO 福岡
 102 石島 健 ｲｼｼﾞﾏ ｹﾝ M Baka torque 長崎
 103 秋吉 正則 ｱｷﾖｼ ﾏｻﾉﾘ M CCPP 福岡
 104 大脇 正樹 ｵｵﾜｷ ﾏｻｷ M CCPP 福岡
 105 奥永 剛士 ｵｸﾅｶﾞ ﾂﾖｼ M CCPP 福岡
 106 尾崎 一徹 ｵｻﾞｷ ｲﾁﾃﾂ M EMU 福岡
 107 栗原 功 ｸﾘﾊﾗ ｲｻｵ M EMU 佐賀
 108 松下 和磨 ﾏﾂｼﾀ ｶｽﾞﾏ M FRF 福岡
 109 石井 秀晃 ｲｼｲ ﾋﾃﾞｱｷ M FRF 福岡
 110 犬丸 隆行 ｲﾇﾏﾙ ﾀｶﾕｷ M FRF 福岡
 111 金子 拓央 ｶﾈｺ ﾀｸｵ M HCC 山口
 112 平野 航大 ﾋﾗﾉ ｺｳﾀﾞｲ M nexstra GCK 福岡
 113 松尾 義久 ﾏﾂｵ ﾁｶﾋｻ M Niko 山口
 114 井上 美幸 ｲﾉｳｴ ﾐﾕｷ F ONE OFF 熊本
 115 西濱 昌典 ﾆｼﾊﾏ ﾏｻﾉﾘ M P2K Malaysia 福岡
 116 長嶋 翔世 ﾅｶﾞｼﾏ ｼｮｳｾｲ M QUATTRO 福岡
 117 藤原 千里 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾁｻﾄ M QUATTRO 熊本
 118 寺尾 公志 ﾃﾗｵ ﾏｻﾕｷ M TEAM BIGBANG IMPACT 熊本
 119 前田 瑞穂 ﾏｴﾀﾞ ﾐｽﾞﾎ M TEAMBIGBANGIMP 熊本
 120 中村 悠太 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾀ M Teamｻｺｯｼｭ 福岡
 121 池上 竜太 ｲｹｶﾞﾐ ﾘｭｳﾀ M TIME BIGBANG IMP 熊本
 122 渕上 啓斗 ﾌﾁｶﾞﾐ ｹｲﾄ M TNC 福岡
 123 森永 剛 ﾓﾘﾅｶﾞ ﾂﾖｼ M Tsuyoshi Morinaga BMZ 福岡
 124 西冨 健司 ﾆｼﾄﾐ ｹﾝｼﾞ M SSPC-ｱｽﾘｰﾄ 福岡 福岡
 125 赤坂 幸一 ｱｶｻｶ ｺｳｲﾁ M VC福岡(ﾏｽﾀｰｽﾞ) 福岡
 126 石橋 寛之 ｲｼﾊﾞｼ ﾋﾛﾕｷ M VC福岡ﾏｽﾀｰｽﾞ 福岡
 127 冨田 洋介 ﾄﾐﾀ ﾖｳｽｹ M ｵﾑﾍﾞﾛｺｰﾁﾝｸﾞ 鹿児島
 128 西田 光宏 ﾆｼﾀﾞ ﾐﾂﾋﾛ M ｻｲｸﾘｽﾀ熊本 熊本
 129 高谷 直人 ﾀｶﾀﾆ ﾅｵﾄ M ﾁｰﾑｻｲｸﾙﾌﾟﾗｽ福岡 福岡
 130 吉岡 灯志 ﾖｼｵｶ ﾄﾓｼ M なかがわAC 福岡
 131 河田 瑞樹 ｶﾜﾀ ﾐｽﾞｷ M ﾓｽﾞｸﾚｰｼﾝｸﾞ 福岡
 132 堀江 睦久 ﾎﾘｴ ﾑﾂﾋｻ M 佐賀大学ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ部 佐賀
 133 渡邊 あかり ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｶﾘ F 千原台 熊本
 134 谷口 凜 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾘﾝ F 千原台 熊本
 135 田中 杏奈 ﾀﾅｶ ｱﾝﾅ F 千原台 熊本
 136 原田 翔世 ﾊﾗﾀﾞ ｼｮｳｾｲ M 福岡大学附属 福岡
 137 冨士野 寛太 ﾌｼﾞﾉ ｶﾝﾀ M 延岡学園 宮崎
 138 小林 りょう ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳ F 松山城南高校 愛媛
 139 大蔵 こころ ｵｵｸﾗ ｺｺﾛ F 松山城南高校 愛媛
 140 石上 琴乃 ｲｼｶﾞﾐ ｺﾉ F 松山城南高校 愛媛
 141 垣田 真穂 ｶｷﾀ ﾏﾎ F 松山城南高校 愛媛
 142 水谷 拓哉 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾀｸﾔ M 松山聖陵高校 愛媛
 143 平林 つかさ ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾂｶｻ F 松山聖陵高校 愛媛
 144 内田 柊太朗 ｳﾁﾀﾞ ｼｭｳﾀﾛｳ M SSPC-ｱｽﾘｰﾄ 熊本 熊本
 145 多田隈 琉世 ﾀﾀﾞｸﾏ ﾘｭｳｾｲ M SSPC-菊陽中 熊本
 146 岩丸 琉太郎 ｲﾜﾏﾙ ﾘｭｳﾀﾛｳ M 宮崎県ｼﾞｭﾆｱｻｲｸﾙｸﾗﾌﾞ 宮崎
 147 金井 健翔 ｶﾅｲ ｹﾝｼｮｳ M OMVELOCoaching 鹿児島
 149 丸山 博巳 ﾏﾙﾔﾏ ﾋﾛﾐ M  鹿児島
 148 是永 ゆうき ｺﾚﾅｶﾞ ﾕｳｷ F 大分



令和２年（2020年）11月1日（日）開催
【 Result  ／　C-2（エキスパート） 】 エントリー：65人　

距離：46.0km（20周）
RANK ｾﾞｯｹﾝ 選手名 ﾌﾘｶﾞﾅ 性別 所属ﾁｰﾑ 登録等 Time behind

 150 麻生 信也 ｱｿｳ ｼﾝﾔ M 福岡
 151 齊藤 和喜 ｻｲﾄｳ ｶｽﾞｷ M 福岡
 152 芦中 辰也 ﾖｼﾅｶ ﾀﾂﾔ M 鹿児島

153 津田 龍成 ﾂﾀﾞ ﾀﾂﾅﾘ M 福岡
154 原田 猛希 ﾊﾗﾀﾞ ﾀｹｷ M 福岡
155 平石 敦也 ﾋﾗｲｼ ｱﾂﾔ M 福岡
156 吉武 凪乙 ﾖｼﾀｹ ﾅｷﾞﾄ M 福岡
157 辻野 壱哉 ﾂｼﾞﾉ ｶｽﾞﾔ M 福岡
158 北村 祐人 ｷﾀﾑﾗ ﾕｳﾄ M 広島
159 竹尾 隆善 ﾀｹｵ ﾘｭｳｾﾞﾝ M 福岡
160 甲斐 敬明 ｶｲ ﾀｶｱｷ M 大分
161 今村 吉宏 ｲﾏﾑﾗ ﾖｼﾋﾛ M 福岡
162 東田 辰次郎 ﾋｶﾞｼﾀﾞ ｼﾝｼﾞﾛｳ M 熊本
163 城脇 俊太郎 ｼﾞｮｳﾜｷ ｼｭﾝﾀﾛｳ M 鹿児島
601 白井 朋幸 ｼﾗｲ ﾄﾓﾕｷ M nexstra GCK 福岡
602 村山 健太朗 ﾑﾗﾔﾏ ｹﾝﾀﾛｳ M 宮崎ｼﾞｭﾆｱ 宮崎



令和２年（2020年）11月1日（日）開催
【 Result ／　C-1（チャンピオン） 】 エントリー：98人　

距離：69.0km（30周）
RANK ゼッケン 選手名 ﾌﾘｶﾞﾅ 性別 所属ﾁｰﾑ 登録等 Time behind

 1 左迫間 昭一 ｻｺﾏ ｼｮｳｲﾁ M ﾁｰﾑGINRIN熊本 熊本

 2 山本 大輝 ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾞｲｷ M ﾁｰﾑGINRIN熊本 熊本

 3 安武 英治 ﾔｽﾀｹ ｴｲｼﾞ M ﾁｰﾑGINRIN熊本 熊本

 4 井上 健志 ｲﾉｳｴ ﾀｹｼ M ﾁｰﾑGINRIN熊本 熊本

 5 畝原 尚太郎 ｳﾈﾊﾗ ｼｮｳﾀﾛｳ M ﾁｰﾑGINRIN熊本 熊本

 6 岡口 広樹 ｵｶｸﾞﾁ ﾋﾛｷ M ﾁｰﾑGINRIN熊本 熊本

 7 蓑田 幸作 ﾐﾉﾀﾞ ｺｳｻｸ M ﾁｰﾑGINRIN熊本 熊本

 8 木村 純気 ｷﾑﾗ ｼﾞｭﾝｷ M VC福岡ｴﾘｰﾄ 鹿児島

 9 佐藤 信哉 ｻﾄｳ ｼﾝﾔ M VC福岡 福岡

 10 田中 良介 ﾀﾅｶ ﾘｮｳｽｹ M VC福岡 熊本

 11 田中 亮祐 ﾀﾅｶ ﾘｮｳｽｹ M VC福岡 熊本

 12 檜室 建斗 ﾋﾑﾛ ｹﾝﾄ M VC福岡 福岡

 13 秋好 佑太 ｱｷﾖｼ ﾕｳﾀ M VC福岡 福岡

 14 岩男 大輔 ｲﾜｵ ﾀﾞｲｽｹ M NSBC/EMU 長崎

 15 川口 照悟 ｶﾜｸﾞﾁ ｼｮｳｺﾞ M PARABOLAｲﾜｲｼｰｶﾞﾙ 福岡

 16 楠本 颯太 ｸｽﾓﾄ ｿｳﾀ M sspcｱｽﾘｰﾄ熊本 熊本

 17 木村 拓哉 ｷﾑﾗ ﾀｸﾔ M TEAM BIGBANG IMP 熊本

 18 中原 誠也 ﾅｶﾊﾗ ｾｲﾔ M Team BIGBANG IMP 熊本

 19 石松 遼 ｲｼﾏﾂ ﾘｮｳ M team BIGBANG IMP 熊本

 20 村上 紘平 ﾑﾗｶﾐ ｺｳﾍｲ M TEAM BIGBANG IMP 熊本

 21 小玉 篤志 ｺﾀﾞﾏ ｱﾂｼ M Team FunCycle 福岡

 22 小笠原 輝彦 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾃﾙﾋｺ M team ukyo reve 大分

 23 宮田 久生 ﾐﾔﾀ ﾋｻｵ M TeamUKYO Reve 広島

 24 花香 竜麻 ﾊﾅｶ ﾘｭｳﾏ M VC VELOCE 熊本

 25 古賀 隆信 ｺｶﾞ ﾀｶﾉﾌﾞ M あさひ 宮崎

 26 赤木 亮介 ｱｶｷﾞ ﾘｮｳｽｹ M ｳﾗｽｲﾖｳｶｲ 熊本

 27 尊田 耀介 ｿﾝﾀﾞ ﾖｳｽｹ M ｵﾑﾍﾞﾛｺｰﾁﾝｸﾞ 福岡

 28 小松 亮一 ｺﾏﾂ ﾘｮｳｲﾁ M ｵﾑﾍﾞﾛｺｰﾁﾝｸﾞ 福岡

29 淺田 隼也人 ｱｻﾀﾞ ﾊﾔﾄ M ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 宮崎

30 石堂 大悟 ｲｼﾄﾞｳ ﾀﾞｲｺﾞ M しろちゃん 福岡

31 佐々木 貴之 ｻｻｷ ﾀｶﾕｷ M ｾｶﾝﾄﾞｳｲﾝﾄﾞ鹿児島 鹿児島

32 古川 豊英 ﾌﾙｶﾜ ﾄﾖﾋﾃﾞ M ﾁｰﾑﾌｧﾝｻｲｸﾙ 福岡

33 桐原 拓也 ｷﾘﾊﾗ ﾀｸﾔ M ﾁｰﾑﾌｧﾝｻｲｸﾙ 福岡

34 河村 亮二 ｶﾜﾑﾗ ﾘｮｳｼﾞ M ﾁｰﾑﾗﾊﾞﾈﾛ 熊本

35 高佐 駿平 ｺｳｻ ｼｭﾝﾍﾟｲ M 加久藤中 宮崎

36 藤村 一磨 ﾌｼﾞﾑﾗ ｶｽﾞﾏ M 宮崎ｼﾞｭﾆｱ 宮崎

37 初田 宗一郎 ﾊﾂﾀﾞ ｿｳｲﾁﾛｳ M 九州大学ｻｲｸﾘﾝｸﾞ同好会 福岡

38 濱田 大空 ﾊﾏﾀﾞ ﾀｲｸ M 千原台 熊本

39 北川 飛燕 ｷﾀｶﾞﾜ ﾋｴﾝ M 千原台 熊本

40 松村 匠巳 ﾏﾂﾑﾗ ﾀｸﾐ M 千原台 熊本

41 潮崎 孔明 ｼｵｻｷ ｺｳﾒｲ M 千原台 熊本

42 栄田 一天 ｴｲﾀﾞ ｶｽﾞﾀｶ M 千原台 熊本

43 酒井 翔伍 ｻｶｲ ｼｮｳｺﾞ M 千原台 熊本

44 中村 栄杜 ﾅｶﾑﾗ ｴｲﾄ M 千原台 熊本

45 谷口 昂士朗 ﾀﾆｸﾞﾁ ｺｳｼﾛｳ M 千原台 熊本



令和２年（2020年）11月1日（日）開催
【 Result ／　C-1（チャンピオン） 】 エントリー：98人　

距離：69.0km（30周）
RANK ゼッケン 選手名 ﾌﾘｶﾞﾅ 性別 所属ﾁｰﾑ 登録等 Time behind

46 谷口 翔太郎 ﾀﾆｸﾞﾁ ｼｮｳﾀﾛｳ M 千原台 熊本

47 宮本 寛大 ﾐﾔﾓﾄ ｶﾝﾀ M 九州学院 熊本

48 福永 隼人 ﾌｸﾅｶﾞ ﾊﾔﾄ M 九州学院 熊本

49 鈴木 創太 ｽｽﾞｷ ｿｳﾀ M 九州学院 熊本

50 上村 晃平 ｳｴﾑﾗ ｺｳﾍｲ M 御船高校 熊本

51 石丸 幸士郎 ｲｼﾏﾙ ｺｳｼﾛｳ M 大牟田高校 福岡

52 石井 海斗 ｲｼｲ ｶｲﾄ M 別府翔青高等学校 大分

53 高佐 龍太郎 ｺｳｻ ﾘｭｳﾀﾛｳ M 都城工業高校 宮崎

54 堀北 大和 ﾎﾘｷﾀ ﾔﾏﾄ M 都城工業高校 宮崎

55 屋口 修冶 ﾔｸﾞﾁ ｼｭｳﾔ M 都城工業高校 宮崎

56 古賀 仁誠 ｺｶﾞ ｼﾞﾝｾｲ M 南大隅高校 鹿児島

57 東 大貴 ﾋｶﾞｼ ﾀﾞｲｷ M 川辺高校 鹿児島

58 中岡 海 ﾅｶｵｶ ｶｲ M 松山城南高校 愛媛

59 藤本 怜 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾚｲ M 松山城南高校 愛媛

60 森本 凜太郎 ﾓﾘﾓﾄ ﾘﾝﾀﾛｳ M 松山城南高校 愛媛

61 芝池 旺伽 ｼﾊﾞｲｹ ｵｳｶﾞ M 松山城南高校 愛媛

62 火島 裕輝 ﾋｼﾞﾏ ﾕｳｷ M 松山城南高校 愛媛

63 大仲 凜功 ｵｵﾅｶ ﾘｸ M 松山城南高校 大阪

64 金田 歩 ｶﾈﾀﾞ ｱﾕﾑ M 松山城南高校 愛媛

65 塩谷 真一朗 ｼｵﾀﾆ ｼﾝｲﾁﾛｳ M 松山城南高校 愛媛

66 船山 真生 ﾌﾅﾔﾏ ﾏｻｷ M 松山城南高校 愛媛

67 半田 誠 ﾊﾝﾀﾞ ﾏｺﾄ M 松山城南高校 熊本

68 山岡 秀平 ﾔﾏｵｶ ｼｭｳﾍｲ M 松山城南高校 愛媛

69 岡本 翔 ｵｶﾓﾄ ｼｮｳ M 松山城南高校 愛媛

70 鎌田 晃輝 ｶﾏﾀﾞ ｺｳｷ M 松山城南高校 愛媛

71 佐藤 壮志 ｻﾄｳ ﾀｹｼ M 松山城南高校 熊本

72 越智 京太郎 ｵﾁ ｷｮｳﾀﾛｳ M 松山城南高校 愛媛

73 石原 悠太 ｲｼﾊﾗ ﾕｳﾀ M 松山城南高校 愛媛

74 山崎 開登 ﾔﾏｻｷ ｶｲﾄ M 松山城南高校 愛媛

75 阿部 源 ｱﾍﾞ ｹﾞﾝ M 松山城南高校 愛媛

76 菅谷 怜央 ｽｶﾞﾔ ﾚｵ M 松山城南高校 愛媛

77 鈴木 澪 ｽｽﾞｷ ﾚｲ M 松山城南高校 埼玉

78 岡本 那央 ｵｶﾓﾄ ﾅｵ M 松山聖陵高校 愛媛

79 小森 悠音 ｺﾓﾘ ﾕｳﾄ M 奈良北高校 奈良

80 半田 莉都 ﾊﾝﾀﾞ ﾘｲﾁ M SSPCｰ御船中 熊本

81 満上 亘 ﾐﾂｶﾐ ﾜﾀﾙ M 脱ﾃﾞﾌﾞ 福岡

82 三浦 駿 ﾐｳﾗ ｼｭﾝ M 津末ﾚｰｼﾝｸﾞ 大分

83 岩切 弘輝 ｲﾜｷﾘ ﾋﾛｷ M 津末ﾚｰｼﾞﾝｸﾞ 大分

84 飯田 怜治 ｲｲﾀﾞ ﾚｲｼﾞ M 熊本

85 沖 祐治 ｵｷ ﾕｳｼﾞ M 福岡

86 石井 克典 ｲｼｲ ｶﾂﾉﾘ M 福岡

87 中原 湊 ﾅｶﾊﾗ ﾐﾅﾄ M 熊本

88 中村 信太 ﾅｶﾑﾗ ｼﾝﾀ M 熊本

89 大江 洸生 ｵｵｴ ﾋﾛｵ M 大分

90 宮之前 健二 ﾐﾔﾉﾏｴ ｹﾝｼﾞ M 鹿児島
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91 三浦 正志 ﾐｳﾗ ﾏｻｼ M 宮崎

92 橋口 裕次朗 ﾊｼｸﾞﾁ ﾕｳｼﾞﾛｳ M 大分

93 黒木 康勘 ｸﾛｷ ﾔｽﾉﾘ M 宮崎

94 清水 稜太郎 ｼﾐｽﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ M 長崎

95 中竹 俊斗 ﾅｶﾀｹ ｼｭﾝﾄ M 長崎

96 糸原 慎之介 ｲﾄﾊﾗ ｼﾝﾉｽｹ M 熊本

97 志方 健太郎 ｼｶﾀ ｹﾝﾀﾛｳ M 福岡

98 阿部 英斗 ｱﾍﾞ ｱﾔﾄ M 松山城南高校 愛媛


