
HSR2020　第3戦→第4戦（最終戦）振替　一覧
Cat. 選手名 ﾌﾘｶﾞﾅ 性別 登録等 所属ﾁｰﾑ

C-1 緒方　佑樹 ｵｶﾞﾀ　ﾕｳｷ M 熊本 SSPCｱｽﾘｰﾄ

C-1 木村　純気 ｷﾑﾗ　ｼﾞｭﾝｷ M 鹿児島 VC福岡ｴﾘｰﾄ

C-1 飯田　怜治 ｲｲﾀﾞ　ﾚｲｼﾞ M 熊本

C-1 安武　英治 ﾔｽﾀｹ　ｴｲｼﾞ M 熊本 ﾁｰﾑGINRIN熊本

C-1 岩切　弘輝 ｲﾜｷﾘ ﾋﾛｷ M 大分 津末ﾚｰｼﾞﾝｸﾞ

C-1 宮之前　健二 ﾐﾔﾉﾏｴ　ｹﾝｼﾞ M 鹿児島

C-1 松本　敬之 ﾏﾂﾓﾄ　ﾉﾘﾕｷ M 長崎 9.sports

C-1 古川　豊英 ﾌﾙｶﾜ ﾄﾖﾋﾃﾞ M 福岡 ﾁｰﾑﾌｧﾝｻｲｸﾙ

C-1 石井　康平 ｲｼｲ　ｺｳﾍｲ M 福岡

C-1 木村　拓哉 ｷﾑﾗ　ﾀｸﾔ M 熊本 TEAM BIGBANG IMP

C-1 中原　誠也 ﾅｶﾊﾗ　ｾｲﾔ M 熊本 Team BIGBANG IMP

C-1 石松　遼 ｲｼﾏﾂ　ﾘｮｳ M 熊本 team BIGBANG IMP

C-1 村上　紘平 ﾑﾗｶﾐ　ｺｳﾍｲ M 熊本 TEAM BIGBANG IMP

C-1 沖　祐治 ｵｷ ﾕｳｼﾞ M 福岡

C-1 西濱　昌典 ﾆｼﾊﾏ　ﾏｻﾉﾘ M 福岡

C-1 赤木　亮介 ｱｶｷﾞ ﾘｮｳｽｹ M 熊本 ｳﾗｽｲﾖｳｶｲ

C-1 石井　克典 ｲｼｲ　ｶﾂﾉﾘ M 福岡

C-1 満上　亘 ﾐﾂｶﾐ　ﾜﾀﾙ M 福岡 脱ﾃﾞﾌﾞ

C-1 菅谷　怜央 ｽｶﾞﾔ　ﾚｵ M 北海道 松山城南高校

C-1 藤本　怜 ﾌｼﾞﾓﾄ　ﾚｲ M 愛媛 松山城南高校

C-1 福永　隼人 ﾌｸﾅｶﾞ ﾊﾔﾄ M 熊本 九州学院高校

C-1 北川　飛燕 ｷﾀｶﾞﾜ　ﾋｴﾝ M 熊本 千原台高校

C-1 松村　匠巳 ﾏﾂﾑﾗ　ﾀｸﾐ M 熊本 千原台高校

C-1 潮崎　孔明 ｼｵｻｷ　ｺｳﾒｲ M 熊本 千原台高校

C-1 栄田　一天 ｴｲﾀﾞ　ｶｽﾞﾀｶ M 熊本 千原台高校

C-1 酒井　翔伍 ｻｶｲ　ｼｮｳｺﾞ M 熊本 千原台高校

C-1 中原　湊 ﾅｶﾊﾗ　ﾐﾅﾄ M 熊本

C-1 藤村　一磨 ﾌｼﾞﾑﾗ ｶｽﾞﾏ M 宮崎 宮崎ｼﾞｭﾆｱ

C-1 高佐　龍太郎 ｺｳｻ ﾘｭｳﾀﾛｳ M 宮崎 都城工業高校

C-1 高佐　駿平 ｺｳｻ ｼｭﾝﾍﾟｲ M 宮崎 加久藤中

C-1 上村　晃平 ｳｴﾑﾗ ｺｳﾍｲ M 熊本 御船高校

C-1 中村　栄杜 ﾅｶﾑﾗ ｴｲﾄ M 熊本 千原台高校

C-1 鈴木　創太 ｽｽﾞｷ ｿｳﾀ M 熊本 九州学院高校

C-1 中村　信太 ﾅｶﾑﾗ ｼﾝﾀ M 熊本

C-1 山本　大輝 ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾞｲｷ M 熊本 チームGINRIN熊本

C-2 西冨　健司 ﾆｼﾄﾐ　ｹﾝｼﾞ M 福岡 SSPC-ｱｽﾘｰﾄ　福岡

C-2 本田　謙一 ﾎﾝﾀﾞ　ｹﾝｲﾁ M 宮崎 calon

C-2 麻生　信也 ｱｿｳ ｼﾝﾔ M 福岡

C-2 尾崎　一徹 ｵｻﾞｷ　ｲﾁﾃﾂ M 福岡 EMU

C-2 大江　洸生 ｵｵｴ　ﾋﾛｵ M 大分

C-2 寺尾　公志 ﾃﾗｵ　ﾏｻﾕｷ M 熊本 TEAM BIGBANG IMPACT

C-2 松下　和磨 ﾏﾂｼﾀ ｶｽﾞﾏ M 福岡 FRF

C-2 赤坂　幸一 ｱｶｻｶ ｺｳｲﾁ M 福岡 VC福岡（ﾏｽﾀｰｽﾞ）

C-2 秋吉　正則 ｱｷﾖｼ ﾏｻﾉﾘ M 福岡 CCPP

C-2 齊藤　和喜 ｻｲﾄｳ　ｶｽﾞｷ M 福岡

C-2 大脇　正樹 ｵｵﾜｷ　ﾏｻｷ M 福岡 CCPP

C-2 渕上　啓斗 ﾌﾁｶﾞﾐ　ｹｲﾄ M 福岡 TNC

C-2 唐木　誠 ｶﾗｷ ﾏｺﾄ M 福岡 宗像ﾄﾗｲｱｽﾛﾝｸﾗﾌﾞ

C-2 芦中　辰也 ﾖｼﾅｶ ﾀﾂﾔ M 鹿児島



C-2 栗原　功 ｸﾘﾊﾗ　ｲｻｵ M 佐賀 EMU

C-2 桐原　拓也 ｷﾘﾊﾗ　ﾀｸﾔ M 福岡 ﾁｰﾑﾌｧﾝｻｲｸﾙ

C-2 古賀　隆信 ｺｶﾞ　ﾀｶﾉﾌﾞ M 宮崎 あさひ

C-2 中村　悠太 ﾅｶﾑﾗ　ﾕｳﾀ M 福岡 Teamｻｺｯｼｭ

C-2 西野　海人 ﾆｼﾉ　ｶｲﾄ M 福岡 ALBATRO

C-2 津田　龍成 ﾂﾀﾞ　ﾀﾂﾅﾘ M 福岡

C-2 原田　猛希 ﾊﾗﾀﾞ　ﾀｹｷ M 福岡

C-2 平石　敦也 ﾋﾗｲｼ　ｱﾂﾔ M 福岡

C-2 田中　杏奈 ﾀﾅｶ ｱﾝﾅ F 熊本 千原台高校

C-2 吉武　凪乙 ﾖｼﾀｹ　ﾅｷﾞﾄ M 福岡

C-2 吉岡　灯志 ﾖｼｵｶ　ﾄﾓｼ M 福岡 なかがわAC

C-2 辻野　壱哉 ﾂｼﾞﾉ　ｶｽﾞﾔ M 福岡

C-2 内田　柊太朗 ｳﾁﾀﾞ　ｼｭｳﾀﾛｳ M 熊本 SSPC-ｱｽﾘｰﾄ　熊本

C-2 多田隈　琉世 ﾀﾀﾞｸﾏ ﾘｭｳｾｲ M 熊本 SSPC-菊陽中

C-2 原田　翔世 ﾊﾗﾀﾞ ｼｮｳｾｲ M 福岡 福岡大学附属

C-2 松尾　義久 ﾏﾂｵ ﾁｶﾋｻ M 山口 Niko

C-3 富本　健明 ﾄﾐﾓﾄ　ﾀｹｱｷ M 長崎

C-3 谷川　洋則 ﾀﾆｶﾞﾜ　ﾋﾛﾉﾘ M 熊本 SSPCｱｽﾘｰﾄ

C-3 浜崎　二丸 ﾊﾏｻｷ ﾂｷﾞﾏﾙ M 熊本 天草ﾄﾗｲｱｽﾛﾝｸﾗﾌﾞ

C-3 松本　憲二 ﾏﾂﾓﾄ ｹﾝｼﾞ M 福岡 Aikun

C-3 高田　哲平 ﾀｶﾀﾞ　ﾃｯﾍﾟｲ M 福岡 鷹の輪

C-3 小口　陽介 ｵｸﾞﾁ ﾖｳｽｹ M 熊本 熊本CTC

C-3 松堂　徳彦 ﾏﾂﾄﾞｳ ﾉﾘﾋｺ M 福岡

C-3 Taylor　Alan Taylor　Alan M 福岡 NENGUN RACING

C-3 細川　智史 ﾎｿｶﾜ　ﾄﾓﾌﾐ M 福岡 びｰびｰ

C-3 栗下　潤己 ｸﾘｼﾀ　ｼﾞｭﾝｷ M 長崎

C-3 中嶋　健一 ﾅｶｼﾏ ｹﾝｲﾁ M 福岡 FRF

C-3 鍵山　良 ｶｷﾞﾔﾏ　ﾘｮｳ M 福岡

C-3 前田　雄一郎 ﾏｴﾀﾞ　ﾕｳｲﾁﾛｳ M 福岡 HCC

C-3 吉川　智明 ﾖｼｶﾜ　ﾄﾓｱｷ M 熊本

C-3 石井　秀晃 ｲｼｲ ﾋﾃﾞｱｷ M 福岡 FRF

C-3 秋田　真功 ｱｷﾀ　ﾏｺﾄ M 熊本 菊陽山の会

C-3 西川　大樹 ﾆｼｶﾜ　ﾀﾞｲｷ M 熊本 菊陽山の会

C-3 幸重　彰洋 ﾕｷｼｹﾞ　ｱｷﾋﾛ M 熊本 菊陽山の会

C-3 松原　悠希 ﾏﾂﾊﾞﾗ　ﾊﾙｷ M 大阪 team BIGBANG

C-3 長家　光伸 ﾅｶﾞｲｴ　ﾐﾂﾉﾌﾞ M 熊本 菊陽山の会

C-3 田端　賢 ﾀﾊﾞﾀ　ｹﾝ M 熊本

C-3 飯田　亘稀 ｲｲﾀﾞ　ｺｳｷ M 熊本 ｻｲｸﾘｽﾀ熊本

C-3 大塚　鉄矢 ｵｵﾂｶ　ﾃﾂﾔ M 熊本

C-3 白井　朋幸 ｼﾗｲ　ﾄﾓﾕｷ M 福岡 nexstra GCK

C-3 柳田　真吾 ﾔﾅｷﾞﾀﾞ　ｼﾝｺﾞ M 福岡 nexstra GCK

C-3 手塚　友二郎 ﾃﾂﾞｶ　ﾕｳｼﾞﾛｳ M 熊本 TEAM BIGBANG

C-3 川俣　勝也 ｶﾜﾏﾀ　ｶﾂﾔ M 福岡 ｶﾞﾝﾊﾞﾘｱﾝﾄ

C-3 次郎丸　高志 ｼﾞﾛｳﾏﾙ ﾀｶｼ M 福岡 nexstra GCK

C-3 森　泰隆 ﾓﾘ ﾔｽﾀｶ M 鹿児島 鹿児島ｱｲｽﾎｯｹｰｸﾗﾌﾞ･ﾗｲﾀﾞｰｽﾞ

C-3 加藤　良治 ｶﾄｳ　ﾘｮｳｼﾞ M 福岡 ﾁｰﾑﾌｧﾝｻｲｸﾙ

C-3 恒松　元貴 ﾂﾈﾏﾂ　ﾓﾄｷ M 熊本

C-3 玉城　和彦 ﾀﾏｼﾛ　ｶｽﾞﾋｺ M 熊本

C-3 村木　康男 ﾑﾗｷ ﾔｽｵ M 福岡

C-3 松村　千聖 ﾏﾂﾑﾗ　ﾁｻﾄ M 長崎 西陵高等学校

C-3 大谷　春樹 ｵｵﾀﾆ ﾊﾙｷ M 山口 ｽﾍﾟｼｬﾙｵﾘﾝﾋﾟｯｸｽ山口 MaCherie



C-3 柳田　虎太郎 ﾔﾅｷﾞﾀﾞ　ｺﾀﾛｳ M 福岡

C-3 楳澤　卓磨 ｳﾒｻﾞﾜ　ﾀｸﾏ M 福岡 TEAM EFC

C-3 江崎　結衣 ｴｻｷ　ﾕｲ F 熊本

C-3 畑田　雷 ﾊﾀﾀﾞ　ﾗｲ M 福岡

C-3 多田隈　悠雅 ﾀﾀﾞｸﾏ ﾕｳｶﾞ M 熊本 SSPC-菊陽中

C-3 伊藤　精治 ｲﾄｳ ｾｲｼﾞ M 熊本 サイクリスタ熊本

C-3 田上　麻美 ﾀﾉｳｴ ｱｻﾐ F 熊本 SSPC－アスリート熊本

C-3 宮本　翼輝 ﾐﾔﾓﾄ ﾂﾊﾞｷ M 山口 CORAGGIO KAWANISHI U-19

C-3 前田　大徳 ﾏｴﾀﾞ ﾋﾛﾉﾘ M 佐賀

C-3 山本　悠貴 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｷ M 熊本 チームGINRIN熊本

C-3 宮口　昭彦 ﾐﾔｸﾞﾁ ｱｷﾋｺ M 熊本

BC-1 谷川　莉玖 ﾀﾆｶﾞﾜ　ﾘｸ M 熊本 SSPCｱｽﾘｰﾄ-武蔵小

BC-1 正木　颯人 ﾏｻｷ　ﾊﾔﾄ M 熊本 SSPCｱｽﾘｰﾄ大江小

BC-1 藤田　怜太郎 ﾌｼﾞﾀ　ﾘｮｳﾀﾛｳ M 熊本 SSPCｱｽﾘｰﾄ－菊陽中部

BC-1 福永　岳 ﾌｸﾅｶﾞ ｶﾞｸ M 熊本 SSPCｱｽﾘｰﾄ

BC-1 岩野　優心 ｲﾜﾉ ﾕｳｼﾝ M 熊本 おにごっこ部

BC-1 中原　虹 ﾅｶﾊﾗ　ｺｳ M 熊本

BC-1 飯干　智章 ｲｲﾎﾞｼ　ﾄﾓｱｷ M 福岡 E-STAR

BC-1 黒澤　おりん ｸﾛｻﾜ ｵﾘﾝ F 福岡 ﾁｰﾑ　ｻﾝﾃﾞｨｽｸ

BC-1 宮之前　丈 ﾐﾔﾉﾏｴ　ﾀｹﾙ M 鹿児島

BC-1 中川　楓汰朗 ﾅｶｶﾞﾜ ﾌｳﾀﾛｳ M 福岡 SSPCアスリート

BC-2 谷川　結良 ﾀﾆｶﾞﾜ　ﾕﾗ F 熊本 SSPCｱｽﾘｰﾄ-武蔵小

BC-2 江崎　美友 ｴｻｷ　ﾐﾕ F 熊本

BC-2 湊　真帆稀 ﾐﾅﾄ　ﾏﾎｷ M 香川

BC-2 大谷　修也 ｵｵﾀﾆ ｼｭｳﾔ M 山口 温泉同好会

BC-2 近藤　八雲 ｺﾝﾄﾞｳ　ﾔｸﾓ M 熊本 ｼﾞｬｲｱﾝﾄｽﾄｱ熊本

BC-2 多田隈　彩綾 ﾀﾀﾞｸﾏ ｻｱﾔ F 熊本 SSPC-菊陽北小

BC-3 正木　脩介 ﾏｻｷ　ｼｭｳｽｹ M 熊本 SSPCｱｽﾘｰﾄ大江小

BC-3 飯干　愛菜 ｲｲﾎﾞｼ　ﾏﾅ F 福岡 E-STAR

BC-3 藤原　尚晴 ﾌｼﾞﾜﾗ　ﾅｵﾊﾙ M 福岡

BC-3 小田　和弥 ｵﾀﾞ　ｶｽﾞﾔ M 熊本 高森中央小

BC-3 濱崎　七海 ﾊﾏｻｷ　ﾅﾅﾐ F 福岡


