
令和３年４月３日（土）１４：００～
【 Start List  ／　男子ジュニア/MJ 】 エントリー：68人　

距離：70.5km（15周）

RANK ゼッケン 登録番号 選手名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属ﾁｰﾑ 府県 Time

 1 43MJ1901957 榮田 一天 ｴｲﾀﾞ ｶｽﾞﾀｶ 熊本市立千原台高校 熊本

 2 43MY1901861 松村 匠巳 ﾏﾂﾑﾗ ﾀｸﾐ 熊本市立千原台高校 熊本

 3 43MJ1901959 北川 飛燕 ｷﾀｶﾞﾜ ﾋｴﾝ 熊本市立千原台高校 熊本

 4 43MY2001224 船津 光星 ﾌﾅﾂ ｺｳｾｲ 九州学院 熊本

 5 43MY1901315 鈴木 創太 ｽｽﾞｷ ｿｳﾀ 九州学院 熊本

 6 43MY1703540 福永 隼人 ﾌｸﾅｶﾞ ﾊﾔﾄ 九州学院 熊本

 7 43MJ2001294 德永 真粋 ﾄｸﾅｶﾞ ﾏｻｷ 九州学院 熊本

 8 43MJ2001083 並江 優作 ﾅﾐｴ ﾕｳｻｸ 九州学院 熊本

 9 43MJ1901436 宮本 寛大 ﾐﾔﾓﾄ ｶﾝﾀ 九州学院 熊本

 10 43MJ1901310 宮本 新大 ﾐﾔﾓﾄ ｱﾗﾀ 九州学院 熊本

 11 43MJ1800539 沼田   崚太郎 ﾇﾏﾀ ﾘｮｳﾀﾛｳ 御船高校 熊本

 12 46MJ2001131 德永 瑛士 ﾄｸﾅｶﾞ ｴｲｼﾞ 南大隅高校自転車競技部 鹿児島

 13 46MJ2001109 米倉 湧太 ﾖﾈｸﾗ ﾕｳﾀ 南大隅高校自転車競技部 鹿児島

 14 46MJ2001105 川邉 廣介 ｶﾜﾍﾞ ｺｳｽｹ 南大隅高校自転車競技部 鹿児島

 15 46MJ1901696 楢山 結己 ﾅﾗﾔﾏ ﾕｳｷ 南大隅高校自転車競技部 鹿児島

 16 46MJ1901695 古賀 仁誠 ｺｶﾞ ｼﾞﾝｾｲ 南大隅高校自転車競技部 鹿児島

 17 46MJ1800366 福迫 倖輔 ﾌｸｻﾞｺ ｺｳｽｹ 南大隅高校自転車競技部 鹿児島

 18 46MJ1703110 杉野 翔一 ｽｷﾞﾉ ｼｮｳｲﾁ 南大隅高校自転車競技部 鹿児島

 19 40MJ2001357 木下 世峰 ｷﾉｼﾀ ｾﾎｳ 祐誠高校 福岡

 20 40MJ2001355 鶴久 力 ﾂﾙﾋｻ ﾁｶﾗ 祐誠高校 福岡

 21 40MJ2001354 溝上 海翔 ﾐｿﾞｶﾐ ｶｲﾄ 祐誠高校 福岡

 22 40MJ1902093 松永 亮也 ﾏﾂﾅｶﾞ ｱｷﾔ 祐誠高校 福岡

 23 45MY1901312 堀北 大和 ﾎﾘｷﾀ ﾔﾏﾄ 都城工業高校 宮崎

 24 45MJ1802508 楠 皓雅 ｸｽﾉｷ ﾋﾛﾏｻ 都城工業高校 宮崎

 25 46MJ2000101 東 大貴 ﾋｶﾞｼ ﾀﾞｲｷ 川辺高校 鹿児島

 26 44MJ2000920 荻本 裕斗 ｵｷﾞﾓﾄ ﾕｳﾄ 大分県立鶴崎工業高等学校 大分

 27 44MJ1902173 高野 響己 ﾀｶﾉ ﾋﾋﾞｷ 大分県立鶴崎工業高等学校 大分

 28 44MJ1902044 石井 海斗 ｲｼｲ ｶｲﾄ 別府翔青高校自転車競技部 大分

 29 47MJ2000118 大城 滉 ｵｵｼﾛ ｺｳ 昭和薬科大学附属高等学校 沖縄

 30 38MY1900152 菅谷 怜央 ｽｶﾞﾔ ﾚｵ 松山城南高等学校 愛媛

 31 38MJ2001080 越智 京太郎 ｵﾁ ｷｮｳﾀﾛｳ 松山城南高等学校 愛媛

 32 38MJ1902579 山岡 秀平 ﾔﾏｵｶ ｼｭｳﾍｲ 松山城南高等学校 愛媛

 33 38MJ1902251 鈴木 澪 ｽｽﾞｷ ﾚｲ 松山城南高等学校 愛媛

 34 38MJ1703346 金田 歩 ｶﾈﾀﾞ ｱﾕﾑ 松山城南高等学校 愛媛

 35 38MJ1703335 大仲 凜功 ｵｵﾅｶ ﾘｸ 松山城南高等学校 愛媛

 36 38MJ1703244 半田 誠 ﾊﾝﾀﾞ ﾏｺﾄ 松山城南高等学校 愛媛

 37 38MJ1702931 阿部 源 ｱﾍﾞ ｹﾞﾝ 松山学院高等学校 愛媛

 38 34MJ1902757 上橋 聡太 ｼﾞｮｳﾊｼ ｿｳﾀ 広島市立広島工業高校 広島

 39 34MJ1902029 濱田 大輝 ﾊﾏﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 広島市立広島工業高校 広島

 40 38MJ1700692 藤本 怜 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾚｲ 松山城南高等学校 愛媛

 41 38MJ1601757 阿部 英斗 ｱﾍﾞ ｱﾔﾄ 松山学院高等学校 愛媛

 42 38MJ1400869 塩谷 真一朗 ｼｵﾀﾆ ｼﾝｲﾁﾛｳ 松山城南高等学校 愛媛

 43 23MJ1901955 加藤 尊 ｶﾄｳ ﾐｺﾄ 朝明高校自転車競技部 三重

 44 11MJ1901751 菅原 聡 ｽｶﾞﾜﾗ ｻﾄｼ 叡明高等学校 埼玉

 45 34MJ19019 二森 息吹 ﾆﾓﾘ ｲﾌﾞｷ 崇徳高校 広島

 46 27MJ1901428 石田 智大 ｲｼﾀﾞ ﾁﾋﾛ 市立堺高校 大阪

 47 23MJ1802693 竹野 迅音 ﾀｹﾉ ﾊﾔﾄ 朝明高校 三重

 48 40MJ2100237 辻野 壱哉 ﾂｼﾞﾉ ｶｽﾞﾔ VC福岡ｴﾘｰﾄ 福岡

 49 13MJ1901017 鈴木 紳之助 ｽｽﾞｷ ｼﾝﾉｽｹ 佼成学園 東京

 50 13MJ1702902 江角 駿 ｴｽﾐ ｼｭﾝ TeamUKYO Reve 東京

 51 46MJ1700169 瀬戸口 瑛 ｾﾄｸﾞﾁ ｱｷﾗ Avenir Yamanashi Yamanakako 鹿児島

 52 44MJ2100329 福田 樹 ﾌｸﾀﾞ ｲﾂｷ 津末ﾚｰｼﾝｸﾞ 大分



令和３年４月３日（土）１４：００～
【 Start List  ／　男子ジュニア/MJ 】 エントリー：68人　

距離：70.5km（15周）

RANK ゼッケン 登録番号 選手名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属ﾁｰﾑ 府県 Time

 53 40MJ1800649 石丸 幸士郎 ｲｼﾏﾙ ｺｳｼﾛｳ ﾁｰﾑまるこぅ 福岡

 54 14MJ2000465 藤本 元貴 ﾌｼﾞﾓﾄ ｹﾞﾝｷ LINKVISION GIRASOLE CYCLING 神奈川

 55 13MJ2000017 ﾍﾌｧｰ 竜敏 ﾍﾌｧｰ ﾘｭｳﾋﾞﾝ #1 Primera 東京

 56 12MJ1902687 田中 太陽 ﾀﾅｶ ﾋﾅﾀ ﾌﾞﾗｳ･ﾌﾞﾘｯﾂｪﾝ 千葉

 57 42MJ1901510 中竹 俊斗 ﾅｶﾀｹ ｼｭﾝﾄ  長崎

 58 42MJ1901508 清水 稜太郎 ｼﾐｽﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ  長崎

 59 40MJ2100360 吉武 凪乙 ﾖｼﾀｹ ﾅｷﾞﾄ  福岡

 60 36MY2001789 牧野 壮汰 ﾏｷﾉ ｿｳﾀ  香川

 61 23MJ1701310 浅野 壱輝 ｱｻﾉ ｲﾂｷ  三重

 62 臨時登録 竹内 俊輔 ﾀｹｳﾁ ｼｭﾝｽｹ  福岡

 63 臨時登録 荒野 陸斗 ｱﾗﾉ ﾘｸﾄ  長崎

 64 43MJ1901860 濱田 大空 ﾊﾏﾀﾞ ﾀｲｸ 熊本市立千原台高校 熊本

 65 36MJ1700477 福家 拓 ﾌｹ ﾋﾗｸ 高松工芸高校 香川

 66 28MY2000337 中尾 涼介 ﾅｶｵ ﾘｮｳｽｹ ﾌｫｱﾗｲﾝ 兵庫

 67 43MJ190196 酒井 翔伍 ｻｶｲ ｼｮｳｺﾞ 熊本市立千原台高校 熊本

 68 39MJ2000946 谷村 友維 ﾀﾆﾑﾗ ﾕｲ  高知



令和３年４月３日（土）１４：００～
【 Start List  ／　男子アンダー１７/MU17 】 エントリー：42人　

距離：70.5km（15周）

RANK ゼッケン 登録番号 選手名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属ﾁｰﾑ 府県 Time

 101 43MY2001265 谷口 昂士朗 ﾀﾆｸﾞﾁ ｺｳｼﾛｳ 熊本市立千原台高校 熊本

 102 43MY2001149 中村 信太 ﾅｶﾑﾗ ｼﾝﾀ 熊本市立千原台高校 熊本

 103 44MY2001144 本田 稜介 ﾎﾝﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ 大分県立日出総合高校 大分

 104 39MY2001433 徳弘 康輔 ﾄｸﾋﾛ ｺｳｽｹ 高知学芸高校 高知

 105 39MY1902284 濵田 松之介 ﾊﾏﾀﾞ ﾏﾂﾉｽｹ 高知学芸高校 高知

 106 38MY2000281 三木 颯一郎 ﾐｷ ｿｳｲﾁﾛｳ 松山学院高等学校自転車競技部 愛媛

 107 43MY2100259 多田隈 悠雅 ﾀﾀﾞｸﾏ ﾕｳｶﾞ SSPC-ｱｽﾘｰﾄ 熊本

 108 43MY2000544 多田隈 琉世 ﾀﾀﾞｸﾏ ﾘｭｳｾｲ SSPC-ｱｽﾘｰﾄ 熊本

 109 43MY2100257 引場 正弥 ﾋｷﾊﾞ ﾏｻﾔ SSPCｱｽﾘｰﾄ熊本 熊本

 110 43MY2000156 内田 柊太朗 ｳﾁﾀﾞ ｼｭｳﾀﾛｳ SSPCｱｽﾘｰﾄ熊本 熊本

 111 43MY1902377 楠本 颯太 ｸｽﾓﾄ ｿｳﾀ SSPCｱｽﾘｰﾄ熊本 熊本

 112 43MY1900991 半田 莉都 ﾊﾝﾀﾞ ﾘｲﾁ SSPC-御船中 熊本

 113 43MY1702094 広野 達徳 ﾋﾛﾉ ﾀﾂﾉﾘ ﾁｰﾑGINRIN熊本 熊本

 114 45MY2100627 井上 隼介 ｲﾉｳｴ ｼｭﾝｽｹ 宮崎ｼﾞｭﾆｱｸﾗﾌﾞ 宮崎

 115 45MY1901555 浜砂 輝 ﾊﾏｽﾅ ｱｷﾗ 宮崎ｼﾞｭﾆｱｸﾗﾌﾞ 宮崎

 116 45MY1900286 藤村 一磨 ﾌｼﾞﾑﾗ ｶｽﾞﾏ 宮崎ｼﾞｭﾆｱｸﾗﾌﾞ 宮崎

 117 45MY1400287 岩丸 琉太郎 ｲﾜﾏﾙ ﾘｭｳﾀﾛｳ 宮崎ｼﾞｭﾆｱｸﾗﾌﾞ 宮崎

 118 38MY2001749 河野 斗希 ｺｳﾉ ﾄｳｷ 愛媛県自転車競技連盟 愛媛

 119 38MY2000076 寺川 智寛 ﾃﾗｶﾞﾜ ﾁﾋﾛ 愛媛県自転車競技連盟ｼﾞｭﾆｱｸﾗﾌﾞ 愛媛

 120 38MY1900373 柴田 輝大 ｼﾊﾞﾀ ｱｷﾋﾛ 愛媛県自転車競技連盟ｼﾞｭﾆｱｸﾗﾌﾞ 愛媛

 121 38MY1902479 河上 駿太 ｶﾜｶﾐ ｼｭﾝﾀ 愛媛県自転車競技連盟ｼﾞｭﾆｱｸﾗﾌﾞ 愛媛

 122 35MY2100331 井上 悠喜 ｲﾉｳｴ ﾕｳｷ 山口県ｼﾞｭﾆｱｻｲｸﾙｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 山口

 123 39MY1901079 小島 空馬 ｵｼﾞﾏ ｸｳﾏ 高知ｻｲｸﾘﾝｸﾞｼﾞｭﾆｱｸﾗﾌﾞ 高知

 124 22MY2100240 西尾 尚馬 ﾆｼｵ ｼｮｳﾏ 名古屋中学 愛知

 125 38MY2000236 武西 憲進 ﾀｹﾆｼ ｹﾝｼﾝ ｴｷｯﾌﾟuﾚｰｼﾝｸﾞ 愛媛

 126 46MY2000102 金井 健翔 ｶﾅｲ ｹﾝｼｮｳ ｵﾑﾍﾞﾛｺｰﾁﾝｸﾞ 鹿児島

 127 34MY2100163 福永 航平 ﾌｸﾅｶﾞ ｺｳﾍｲ TeamUkyo Reve 広島

 128 28MY1800069 児玉 誠虎 ｺﾀﾞﾏ ﾏｻﾄﾗ Lumiere KOBE 兵庫

 129 27MY1401918 上田 真太郎 ｳｴﾀﾞ ｼﾝﾀﾛｳ Limited Team 846 大阪

 130 09MY1900282 廣木 峻平 ﾋﾛｷ ｼｭﾝﾍﾟｲ ﾌﾞﾗｳ･ﾌﾞﾘｯﾂｪﾝ 栃木

 131 08MY1900153 萩谷 蒼風 ﾊｷﾞﾔ ｿﾗ ﾎﾞﾝｼｬﾝｽ 茨城

 132 01MY1800377 木綿 崚介 ﾓﾒﾝ ﾘｮｳｽｹ ヴｨﾌｧﾘｽﾄ 北海道

 133 13MY2100225 坂上 幸太郎 ｻｶｳｴ ｺｳﾀﾛｳ TEAM SPORTSKID GoMore 東京

 134 45MY1902361 和田 侑志 ﾜﾀﾞ ﾕｳｼ  宮崎

 135 43MY1900270 中原 湊 ﾅｶﾊﾗ ﾐﾅﾄ  熊本

 136 27MY2100175 和泉 颯真 ｲｽﾞﾐ ﾘｮｳﾏ  大阪

 137 26MY1800125 長島 慧明 ﾅｶﾞｼﾏ ｻﾄｱｷ  京

 138 11MY2100443 新藤 大翔 ｼﾝﾄﾞｳ ﾀｲﾄ  埼玉

 139 01MY1800698 渡辺 一気 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｲｯｷ  北海道

 140 臨時登録 近藤 陽南太 ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾅﾀ NEST nagasaki 長崎

 141 臨時登録 糸原 慎之介 ｲﾄﾊﾗ ｼﾝﾉｽｹ  熊本

142 45MY1902741 村山 健太朗 ﾑﾗﾔﾏ ｹﾝﾀﾛｳ 宮崎ｼﾞｭﾆｱ 宮崎



令和３年４月３日（土）１４：００～
【 Start List  ／　女子ジュニア/WJ 】 エントリー：6人　

距離：37.36km（8周）

RANK ゼッケン 登録番号 選手名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属ﾁｰﾑ 府県 Time

 101 43FJ2001107 渡邊 あかり ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｶﾘ 熊本市立千原台高校 熊本

 102 43FJ1901833 田中 杏奈 ﾀﾅｶ ｱﾝﾅ 熊本市立千原台高校 熊本

 103 44FJ1901905 是永 ゆうき ｺﾚﾅｶﾞ ﾕｳｷ 日出総合高校 大分

 104 40FJ2001358 池田 瑞紀 ｲｹﾀﾞ ﾐｽﾞｷ 祐誠高校 福岡

 105 14FJ1701170 石上 琴乃 ｲｼｶﾞﾐ ｺﾉ 松山学院高等学校 神奈川

 106 44FJ2100315 田所 紗弥 ﾀﾄﾞｺﾛ ｻﾔ 津末ﾚｰｼﾝｸﾞ 大分

令和３年４月３日（土）１４：００～
【 Start List  ／　女子アンダー１７/WU17 】 エントリー：3人　

距離：37.36km（8周）

RANK ゼッケン 登録番号 選手名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属ﾁｰﾑ 府県 Time

 201 43FY2001849 兼光 未悠 ｶﾈﾐﾂ ﾐﾕｳ SSPCｱｽﾘｰﾄ熊本 大津北中 熊本

202 40FY2100358 江崎 結衣 ｴｻｷ ﾕｲ VCFukuokaﾕｰｽ 福岡

 203 43FJ2001182 谷口 凜 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾘﾝ 熊本市立千原台高校 熊本



令和３年４月４日（日）８：３０～
【 Start List  ／　キッズ１/C５-2 】 エントリー：15人　

距離：9.06km（3周）

RANK ゼッケン 登録番号 選手名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属ﾁｰﾑ 府県 Time

 301 未登録 飯干 智章 ｲｲﾎﾞｼ ﾄﾓｱｷ VC福岡ﾕｰｽ 福岡

 302 未登録 正木 颯人 ﾏｻｷ ﾊﾔﾄ SSPCｱｽﾘｰﾄ 大江小 熊本

 303 未登録 谷川 莉玖 ﾀﾆｶﾞﾜ ﾘｸ SSPCｰ武蔵小 熊本

 304 未登録 福永 岳 ﾌｸﾅｶﾞ ｶﾞｸ SSPCｱｽﾘｰﾄ 熊本

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

 306 未登録 北原 鉄平 ｷﾀﾊﾗ ﾃｯﾍﾟｲ Bike is life 福岡

 307 未登録 茅島 廉太 ｶﾔｼﾏ ﾚﾝﾀ Bike is life. 福岡

 308 未登録 時長 漣 ﾄｷﾅｶﾞ ﾚﾝ Bike is life. 福岡

 309 未登録 中川 楓汰朗 ﾅｶｶﾞﾜ ﾌｳﾀﾛｳ sspcｱｽﾘｰﾄ 福岡

 310 未登録 藤田 怜太郎 ﾌｼﾞﾀ ﾘｮｳﾀﾛｳ SSPCｱｽﾘｰﾄ 熊本

 311 未登録 喜納 大翔 ｷﾅ ﾀﾞｲﾄ  沖縄

 312 未登録 宮谷 文吾 ﾐﾔﾀﾆ ﾌﾞﾝｺﾞ SSPC-ｱｽﾘｰﾄ 熊本

 313 未登録 平尾 悠護 ﾋﾗｺﾞ ﾕｳｺﾞ nexstra GCK 福岡

 314 未登録 冨田 愛琉 ﾄﾐﾀ ｱｲﾙ ﾗｯｷｰｽﾏｲﾙ 鹿児島

 315 未登録 江崎 美友 ｴｻｷ ﾐﾕ VCFukuokaﾕｰｽ 熊本

令和３年４月４日（日）８：３０～
【 Start List  ／　キッズ２/C５-2 】 エントリー：8人　

距離：6.04km（2周）

RANK ゼッケン 登録番号 選手名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属ﾁｰﾑ 府県 Time

 201 未登録 正木 脩介 ﾏｻｷ ｼｭｳｽｹ SSPCｱｽﾘｰﾄ 大江小 熊本

 202 未登録 冨田 康洋 ﾄﾐﾀ ｺｳﾖｳ ﾗｯｷｰｽﾏｲﾙ 鹿児島

 203 未登録 木下 大護 ｷﾉｼﾀ ﾀﾞｲｺﾞ  佐賀

 204 未登録 金堂 倖士 ｶﾅﾄﾞｳ ﾕｷﾄ  福岡

 205 未登録 谷川 結良 ﾀﾆｶﾞﾜ ﾕﾗ SSPCｰ武蔵小 熊本

 206 未登録 冨田 楓 ﾄﾐﾀ ｶｴﾃﾞ ﾗｯｷｰｽﾏｲﾙ 鹿児島

 207 未登録 宮谷 治音 ﾐﾔﾀﾆ ﾊﾙﾈ SSPC-ｱｽﾘｰﾄ 熊本

 208 未登録 木寺 真帆 ｷﾃﾞﾗ ﾏﾎ  佐賀

令和３年４月４日（日）８：３０～
【 Start List  ／　キッズ３/C５-3 】 エントリー：8人　

距離：3.02km（1周）

RANK ゼッケン 登録番号 選手名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属ﾁｰﾑ 府県 Time

 101 未登録 小田 和弥 ｵﾀﾞ ｶｽﾞﾔ 高森中央小 熊本

 102 未登録 正木 稜馬 ﾏｻｷ ﾘｮｳﾏ SSPCｱｽﾘｰﾄ 大江小 熊本

 103 未登録 六反園 芳聖 ﾛｸﾀﾝｿﾞﾉ ﾎｳｾｲ 宮崎ｼﾞｭﾆｱｻｲｸﾙｸﾗﾌﾞ 宮崎

 104 未登録 後藤 優羽 ｺﾞﾄｳ ﾕｳ THRAPPY 福岡

 105 未登録 金堂 真士 ｶﾅﾄﾞｳ ﾏﾅﾄ  福岡

 106 未登録 宮本 響斗 ﾐﾔﾓﾄ ﾋﾋﾞﾄ GENKIｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 山口

 107 未登録 一安 駿 ｲﾁﾔｽ ｼｭﾝ しゅんあき自転車競技部 熊本

 108 未登録 濱崎 七海 ﾊﾏｻｷ ﾅﾅﾐ  福岡



令和３年４月４日（日）９：３０～
【 Start List  ／　ビギナー/C4 】 エントリー：75人　

距離：18.68km（4周）

RANK ゼッケン 登録番号 選手名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属ﾁｰﾑ 府県 Time

 401 未登録 矢野 朋宣 ﾔﾉ ﾄﾓﾉﾘ Teamｻｺｯｼｭ 福岡

 402 未登録 中野 憲二 ﾅｶﾉ ｹﾝｼﾞ Team ｻｺｯｼｭ 福岡

 403 未登録 千布 一也 ﾁﾌﾞ ｶｽﾞﾔ ｱﾙｶﾝｼｪﾙ 長崎

 404 未登録 原 和馬 ﾊﾗ ｶｽﾞﾏ ｱﾙｶﾝｼｪﾙ 長崎

 405 未登録 泉 雄太 ｲｽﾞﾐ ﾕｳﾀ NEWｻｲｸﾘﾝｸﾞ部 福岡

 406 未登録 西 和紀 ﾆｼ ｶｽﾞﾉﾘ NEWｻｲｸﾘﾝｸﾞ部 福岡

 407 未登録 田中 隆太 ﾀﾅｶ ﾘｭｳﾀ NEWｻｲｸﾘﾝｸﾞ部 福岡

 408 未登録 小池 直 ｺｲｹ ｽﾅｵ NEWｻｲｸﾘﾝｸﾞ部 佐賀

 409 未登録 山内 洸樹 ﾔﾏｳﾁ ｺｳｷ NEWｻｲｸﾘﾝｸﾞ部 福岡

 410 未登録 武田 舷暉 ﾀｹﾀﾞ ｹﾞﾝｷ nexstra GCK 福岡

 411 未登録 武田 康敬 ﾀｹﾀﾞ ﾔｽﾀｶ nexstra GCK 福岡

 412 未登録 武田 裕美 ﾀｹﾀﾞ ﾋﾛﾐ nexstra GCK 福岡

 413 未登録 古賀 裕基 ｺｶﾞ ﾕｳｷ nexstra GCK 福岡

 414 未登録 深邉 世那 ﾌｶﾍﾞ ｾﾅ Cycling Association Oita 大分

 415 未登録 蓬莱 匠人 ﾎｳﾗｲ ﾀｸﾄ Cycling Association Oita 大分

 416 未登録 姫野 寿啓 ﾋﾒﾉ ﾄｼﾋﾛ Cycling Association Oita 大分

 417 未登録 吉田 昂生 ﾖｼﾀﾞ ｺｳｷ Cycling Association Oita 大分

 418 未登録 太神 龍之介 ｵｵｶﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ Cycling Association Oita 大分

 419 未登録 岩野 優心 ｲﾜﾉ ﾕｳｼﾝ おにごっこ部 熊本

 420 未登録 中島 正博 ﾅｶｼﾏ ﾏｻﾋﾛ L'equipe de Ryo 福岡

 421 未登録 坂本 匠 ｻｶﾓﾄ ｼｮｳ 水曜会 熊本

 422 未登録 藤田 玲於奈 ﾌｼﾞﾀ ﾚｵﾅ 大分大学自転車部 大分

 423 未登録 仙波 那琉 ｾﾝﾊﾞ ﾅﾙ 宮崎県ｼﾞｭﾆｱｻｲｸﾙｸﾗﾌﾞ 宮崎

 424 未登録 武藤 良太 ﾑﾄｳ ﾘｮｳﾀ KRP 福岡

 425 未登録 上川 勝司 ｼﾞｮｳｶﾞﾜ ｶﾂｼ TEAM MIKA 福岡

 426 未登録 森 清海 ﾓﾘ ｽｶｲ ﾊｯﾋﾟｰﾍﾟﾀﾞﾙ 福岡

 427 未登録 岡橋 直之 ｵｶﾊｼ ﾅｵﾕｷ Team okahashi 福岡

 428 未登録 山口 大河 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｲｶﾞ arcerciel 長崎

 429 未登録 塩田 紘之 ｼｵﾀ ﾋﾛﾕｷ NISHINOﾚｰｼﾝｸﾞ 長崎

 430 未登録 一安 康二 ｲﾁﾔｽ ｺｳｼﾞ 将太のﾁｬﾘ部 熊本

 431 未登録 豊里 俊志 ﾄﾖｻﾄ ｼｭﾝｼﾞ まつぼっくり 長崎

 432 未登録 岡橋 克季 ｵｶﾊｼ ｶﾂｷ かっちゃんまん 福岡

 433 未登録 金丸 高史 ｶﾅﾏﾙ ﾀｶｼ tap 大分

 434 未登録 松本 善信 ﾏﾂﾓﾄ ﾖｼﾉﾌﾞ 大分大学自転車部 大分

 435 未登録 糸山 蒼空 ｲﾄﾔﾏ ｿﾗ 無所属 佐賀

 436 未登録 金丸 清隆 ｶﾅﾏﾙ ｷﾖﾀｶ 個人 長崎

 437 未登録 鍵山 良 ｶｷﾞﾔﾏ ﾘｮｳ  福岡

 438 未登録 井手 慎二 ｲﾃﾞ ｼﾝｼﾞ  福岡

 439 未登録 木村 一輝 ｷﾑﾗ ｶｽﾞｷ  熊本

 440 未登録 石山 慶一 ｲｼﾔﾏ ｹｲｲﾁ  熊本

 441 未登録 上田 智也 ｳｴﾀﾞ ﾄﾓﾔ  大分

 442 未登録 岸田 大雅 ｷｼﾀﾞ ﾀｲｶﾞ  山口

 443 未登録 濱村 智康 ﾊﾏﾑﾗ ﾄﾓﾔｽ  大分

 444 未登録 阿南 正彦 ｱﾅﾝ ﾏｻﾋｺ  熊本

 445 未登録 管 慎哉 ｶﾝ ｼﾝﾔ  大分

 446 未登録 田端 剛 ﾀﾊﾞﾀ ﾂﾖｼ  熊本

 447 未登録 八木 俊祐 ﾔｷﾞ ｼｭﾝｽｹ  福岡

 448 未登録 疋田 将章 ﾋｷﾀﾞ ﾏｻﾌﾐ  大分

 449 未登録 田中 崇夫 ﾀﾅｶ ﾀｶｵ  福岡

 450 未登録 佐藤 弘之 ｻﾄｳ ﾋﾛﾕｷ  福岡

 451 未登録 堀 優太朗 ﾎﾘ ﾕｳﾀﾛｳ  大分

 452 未登録 諸永 勇 ﾓﾛﾅｶﾞ ｲｻﾑ  佐賀



令和３年４月４日（日）９：３０～
【 Start List  ／　ビギナー/C4 】 エントリー：75人　

距離：18.68km（4周）

RANK ゼッケン 登録番号 選手名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属ﾁｰﾑ 府県 Time

 453 未登録 本田 裕哉 ﾎﾝﾀﾞ ﾕｳﾔ  福岡

 454 未登録 宮崎 拓也 ﾐﾔｻﾞｷ ﾀｸﾔ  福岡

 455 未登録 高岡 晃希 ﾀｶｵｶ ｺｳｷ  福岡

 456 未登録 岡 真仁 ｵｶ ﾏｻﾋﾄ  福岡

 457 未登録 門野 隆行 ｶﾄﾞﾉ ﾀｶﾕｷ  大分

 458 未登録 宮之前 丈 ﾐﾔﾉﾏｴ ﾀｹﾙ  鹿児島

 459 未登録 服部 公徳 ﾊｯﾄﾘ ｷﾐﾉﾘ  鹿児島

 460 未登録 小田 哲弘 ｵﾀﾞ ﾃﾂﾋﾛ  熊本

 461 未登録 村上 祐介 ﾑﾗｶﾐ ﾕｳｽｹ  福岡

 462 未登録 坪井 正博 ﾂﾎﾞｲ ﾏｻﾋﾛ  福岡

 463 未登録 片山 亮輔 ｶﾀﾔﾏ ﾘｮｳｽｹ  熊本

 464 未登録 結城 順 ﾕｳｷ ｼﾞｭﾝ  福岡

 465 未登録 山口 貴之 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｶﾕｷ  長崎

 466 未登録 中村 達樹 ﾅｶﾑﾗ ﾀﾂｷ  福岡

 467 未登録 吉岡 健一 ﾖｼｵｶ ｹﾝｲﾁ  福岡

 468 未登録 中村 翔平 ﾅｶﾑﾗ ｼｮｳﾍｲ  福岡

 469 未登録 山口 博英 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛﾋﾃﾞ  福岡

 470 未登録 井手 絵里子 ｲﾃﾞ ｴﾘｺ  福岡

 471 未登録 谷川 美賀 ﾀﾆｶﾞﾜ ﾐｶ  熊本

 472 未登録 山田 聡美 ﾔﾏﾀﾞ ｻﾄﾐ  熊本

 473 未登録 花田 直子 ﾊﾅﾀﾞ ﾅｵｺ  山口

 474 未登録 金堂 綾子 ｶﾅﾄﾞｳ ｱﾔｺ  福岡

 475 未登録 安川 麻衣子 ﾔｽｶﾜ ﾏｲｺ  熊本



令和３年４月４日（日）９：３０～
【 Start List  ／　チャレンジ/C3 】 エントリー：54人　

距離：23.35km（5周）

RANK ゼッケン 登録番号 選手名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属ﾁｰﾑ 府県 Time

 301 未登録 宮崎 良介 ﾐﾔｻﾞｷ ﾘｮｳｽｹ ACS nagasaki 長崎

 302 未登録 田畑 元司 ﾀﾊﾞﾀ ﾓﾄｼ Circle3 熊本

 303 未登録 小佐井 隆義 ｺｻﾞｲ ﾀｶﾖｼ UTKｻｲｸﾘﾝｸﾞ 熊本

 304 未登録 宮本 啓司 ﾐﾔﾓﾄ ｹｲｼﾞ KFC 熊本

 305 未登録 菅 澪都 ｽｶﾞ ﾐｵﾄ VC福岡ﾕｰｽ 福岡

 306 未登録 林 五皇 ﾊﾔｼ ｺﾞｵｳ VC福岡ﾏｽﾀｰｽﾞ 福岡

 307 未登録 山口 駆 ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｹﾙ team.KRP 鹿児島

 308 未登録 鈴木 貴裕 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾋﾟﾛ team.KRP 鹿児島

 309 未登録 有村 皓介 ｱﾘﾑﾗ ｺｳｽｹ team.KRP 鹿児島

 310 未登録 稲又 大智 ｲﾅﾏﾀ ﾀﾞｲﾁ EMU 福岡

 311 未登録 前田 雄一郎 ﾏｴﾀﾞ ﾕｳｲﾁﾛｳ HCC 福岡

 312 未登録 高田 哲平 ﾀｶﾀﾞ ﾃｯﾍﾟｲ HCC 福岡

 313 未登録 小口 陽介 ｵｸﾞﾁ ﾖｳｽｹ 熊本CTC 熊本

 314 未登録 宮本 利徳 ﾐﾔﾓﾄ ﾄｼﾉﾘ 水曜会 熊本

 315 未登録 吉岡 嵩士 ﾖｼｵｶ ﾀｶｱｷ 水曜会 熊本

 316 未登録 中嶋 岳人 ﾅｶｼﾏ ﾀｹﾄ 水曜会 福岡

 317 未登録 西川 淳一 ﾆｼｶﾜ ｼﾞｭﾝｲﾁ 水曜会 熊本

 318 未登録 森 海斗 ﾓﾘ ｶｲﾄ ﾊｯﾋﾟｰﾍﾟﾀﾞﾙ 福岡

 319 未登録 Tharp Scott Dustin Tharp Scott Dustin SBRO USA

 320 未登録 岩崎 雄也 ｲﾜｻｷ ﾕｳﾔ ﾁｰﾑｶｶﾛｯﾄ 大分

 321 未登録 須川 弘太 ｽｶﾞﾜ ｺｳﾀ ﾁｰﾑｶｶﾛｯﾄ 大分

 322 未登録 大後戸 颯青 ｵｵｾﾄﾞ ﾌｳｾｲ 津末ﾚｰｼﾝｸﾞ 大分

 323 未登録 白井 朋幸 ｼﾗｲ ﾄﾓﾕｷ nexstra GCK 福岡

 324 未登録 林 勇輝 ﾊﾔｼ ﾕｳｷ nexstra GCK 福岡

 325 未登録 松岡 海音 ﾏﾂｵｶ ｶｲﾄ nexstra GCK 福岡

 326 未登録 宮本 翼輝 ﾐﾔﾓﾄ ﾂﾊﾞｷ CORAGGIO KAWANISHI U-19 山口

 327 未登録 岩川 悟 ｲﾜｶﾜ ｻﾄﾙ ﾁｰﾑﾎﾟﾀﾎﾟﾀ! 熊本

 328 未登録 西山 佳秀 ﾆｼﾔﾏ ﾖｼﾋﾃﾞ ﾁｰﾑﾌｧﾝｻｲｸﾙ 福岡

 329 未登録 姫野 茂美 ﾋﾒﾉ ｼｹﾞﾐ Temeｻｺｯｼｭ 福岡

 330 未登録 雑賀 保彦 ｻｲｶﾞ ﾔｽﾋｺ 梅ﾁｬﾘ部 福岡

 331 未登録 塚原 旺雅 ﾂｶﾊﾗ ｵｳｶﾞ 無所属 佐賀

 332 未登録 谷川 弘 ﾀﾆｶﾞﾜ ﾋﾛｼ  熊本

 333 未登録 小林 優太 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾀ  佐賀

 334 未登録 高倉 竜一 ﾀｶｸﾗ ﾘｭｳｲﾁ  福岡

 335 未登録 島津 弘蔵 ｼﾏｽﾞ ｺｳｿﾞｳ  熊本

 336 未登録 吉川 翔馬 ﾖｼｶﾜ ｼｮｳﾏ  熊本

 337 未登録 吉中 美空 ﾖｼﾅｶ ﾐｸ  佐賀

 338 未登録 田端 賢 ﾀﾊﾞﾀ ｹﾝ  熊本

 339 未登録 ﾄﾞﾐﾝｺﾞ ｼﾞｬｽﾃｨﾝﾎﾟｰﾙ ﾄﾞﾐﾝｺﾞ ｼﾞｬｽﾃｨﾝﾎﾟｰﾙ  佐賀

 340 未登録 麻生 信也 ｱｿｳ ｼﾝﾔ  福岡

 341 未登録 大津 信也 ｵｵﾂ ｼﾝﾔ  福岡

 342 未登録 坂本 拓也 ｻｶﾓﾄ ﾀｸﾔ  佐賀

 343 未登録 松堂 徳彦 ﾏﾂﾄﾞｳ ﾉﾘﾋｺ  福岡

 344 未登録 宮副 雅晶 ﾐﾔｿﾞｴ ﾏｻｱｷ  宮崎

 345 未登録 竹田 幸司 ﾀｹﾀﾞ ｺｳｼﾞ  熊本

 346 未登録 五嶋 豊 ｺﾞﾄｳ ﾐﾉﾙ  熊本

 347 未登録 桒野 勉 ｸﾜﾉ ﾂﾄﾑ  福岡

 348 未登録 村上 将太 ﾑﾗｶﾐ ｼｮｳﾀ  熊本

 349 未登録 金堂 晃久 ｶﾅﾄﾞｳ ｱｷﾋｻ  福岡

 350 未登録 樋口 広行 ﾋｸﾞﾁ ﾋﾛﾕｷ  福岡

 351 未登録 上村 晃平 ｳｴﾑﾗ ｺｳﾍｲ  熊本

 352 未登録 大塚 鉄矢 ｵｵﾂｶ ﾃﾂﾔ  熊本

 353 未登録 大畠 千幸 ｵｵﾊﾀ ｶｽﾞﾕｷ  熊本

 354 未登録 菅 恭輔 ｽｶﾞ ｷｮｳｽｹ  福岡



令和３年４月４日（日）１０：３０～
【 Start List  ／　エキスパート/C2 】 エントリー：40人　

距離：28.02km（6周）

RANK ゼッケン 登録番号 選手名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属ﾁｰﾑ 府県 Time

 201 未登録 広野 照政 ﾋﾛﾉ ﾃﾙﾏｻ ﾁｰﾑGINRIN熊本 熊本

 202 未登録 東田 辰次郎 ﾋｶﾞｼﾀﾞ ｼﾝｼﾞﾛｳ ﾁｰﾑGINRIN熊本 熊本

 203 未登録 富本 健明 ﾄﾐﾓﾄ ﾀｹｱｷ NEST nagasaki 長崎

 204 未登録 笠松 健二 ｶｻﾏﾂ ｹﾝｼﾞ NEST nagasaki 長崎

 205 未登録 西川 大樹 ﾆｼｶﾜ ﾀﾞｲｷ 菊陽山の会 熊本

 206 未登録 手塚 友二郎 ﾃﾂﾞｶ ﾕｳｼﾞﾛｳ TEAM BIGBANG IMP 熊本

 207 未登録 嶌田 伶治 ｼﾏﾀﾞ ﾘｮｳｼﾞ TEAM BIGBANG IMP 熊本

 208 未登録 須藤 祐 ｽﾄｳ ﾀｽｸ TEAM BIGBANG IMP 熊本

 209 未登録 吉岡 灯志 ﾖｼｵｶ ﾄﾓｼ なかがわAC 福岡

 210 未登録 渡邉 祥大 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｼﾋﾛ 大分大学 大分

 211 未登録 堤 勇介 ﾂﾂﾐ ﾕｳｽｹ team Rabbianto 佐賀

 212 未登録 Taylor Alan Taylor Alan NENGUN RACING 福岡

 213 未登録 山田 裕之 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ ｸﾗﾌﾞﾊﾟﾗﾎﾞﾗ福岡 福岡

 214 未登録 仁部 秀徳 ﾆﾍﾞ ﾋﾃﾞﾉﾘ ｸﾗﾌﾞﾊﾟﾗﾎﾞﾗ福岡 福岡

 215 未登録 手島 政史 ﾃｼﾏ ﾏｻｼ NSCCC 福岡

 216 未登録 疋田 匠 ﾋｷﾀﾞ ﾀｸﾐ 佐伯BRC 大分

 217 未登録 土本 英幸 ﾂﾁﾓﾄ ﾋﾃﾞﾕｷ ﾊﾟﾗﾎﾞﾗ 福岡

 218 未登録 尾崎 一徹 ｵｻﾞｷ ｲﾁﾃﾂ EMU 福岡

 219 未登録 雄城 羽音 ｵｷﾞ ﾊｵﾄ PAGORU 福岡

 220 未登録 小川 俊介 ｵｶﾞﾜ ｼｭﾝｽｹ FFR 福岡

 221 未登録 加藤 匠 ｶﾄｳ ﾀｸﾐ 逃げ馬倶楽部 宮崎

 222 未登録 園田 哲二 ｿﾉﾀﾞ ﾃﾂｼﾞ ｾｶﾝﾄﾞｳｲﾝﾄﾞ鹿児島 鹿児島

 223 未登録 内田 柊太朗 ｳﾁﾀﾞ ｼｭｳﾀﾛｳ SSPC-ｱｽﾘｰﾄ 熊本 熊本

 224 未登録 一木 裕太 ｲﾁｷ ﾕｳﾀ ACS 長崎

 225 未登録 栗原 功 ｸﾘﾊﾗ ｲｻｵ EMU 佐賀

 226 未登録 池上 竜太 ｲｹｶﾞﾐ ﾘｭｳﾀ TEAM BIGBANG 熊本

 227 未登録 帆保 陽太 ﾎﾎﾞ ﾖｳﾀ  熊本

 228 未登録 陳 慶光 ﾁﾝ ｹｲｺｳ  長崎

 229 未登録 柏木 優希 ｶｼﾜｷﾞ ﾕｳｷ  福岡

 230 未登録 岩男 寿幸 ｲﾜｵ ﾄｼﾕｷ  大分

 231 未登録 江藤 大 ｴﾄｳ ﾀﾞｲ  大分

 232 未登録 淵 信隆 ﾌﾁ ﾉﾌﾞﾀｶ  大分

 233 未登録 今村 吉宏 ｲﾏﾑﾗ ﾖｼﾋﾛ  福岡

 234 未登録 吉田 達哉 ﾖｼﾀﾞ ﾀﾂﾔ  福岡

 235 未登録 相馬 竜太 ｿｳﾏ ﾘｭｳﾀ  熊本

 236 未登録 佐藤 博 ｻﾄｳ ﾋﾛｼ  福岡

 237 未登録 丸山 博己 ﾏﾙﾔﾏ ﾋﾛﾐ  鹿児島

 238 未登録 中山 真之介 ﾅｶﾔﾏ ｼﾝﾉｽｹ  熊本

 147 未登録 長峯 達典 ﾅｶﾞﾐﾈ ﾀﾂﾉﾘ 津末ﾚｰｼﾝｸﾞ 大分

 140 未登録 近藤 陽南太 ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾅﾀ NEST nagasaki 長崎



令和３年４月４日（日）１２：００～
【 Start List  ／　チャンピオン/C1 】 エントリー：20人　

距離：37.36km（8周）

RANK ゼッケン 登録番号 選手名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属ﾁｰﾑ 府県 Time

 101 未登録 寺尾 公志 ﾃﾗｵ ﾏｻﾕｷ TEAM BIGBANG IMP 熊本

 102 未登録 村上 紘平 ﾑﾗｶﾐ ｺｳﾍｲ TEAM BIGBANG IMP 熊本

 103 未登録 島内 健治 ｼﾏｳﾁ ｹﾝｼﾞ arcenciel 長崎

 104 未登録 いのうえ そうへい ｲﾉｳｴ ｿｳﾍｲ Teamｻｺｯｼｭ 福岡

 105 未登録 久保田 涼 ｸﾎﾞﾀ ﾘｮｳ 別府鶴見丘高校 大分

 106 未登録 永原 龍夫 ﾅｶﾞﾊﾗ ﾀﾂｵ ｱﾙｶﾝｼｴﾙ 長崎

 107 未登録 渡部 祥太朗 ﾜﾀﾍﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ NESTnagasaki 愛知

 108 未登録 長嶋 翔世 ﾅｶﾞｼﾏ ｼｮｳｾｲ QUATTRO 福岡

 109 未登録 河田 瑞樹 ｶﾜﾀ ﾐｽﾞｷ Velos Fukuoka 福岡

 110 未登録 山崎 銀次郎 ﾔﾏｻｷ ｷﾞﾝｼﾞﾛｳ NSBC 長崎

 111 未登録 金子 拓央 ｶﾈｺ ﾀｸｵ HCC 山口

 112 未登録 佐田 春人 ｻﾀﾞ ﾊﾙﾄ 津末ﾚｰｼﾝｸﾞﾁｰﾑ 大分

 113 未登録 田中 大貴 ﾀﾅｶ ﾀﾞｲｷ 鹿児島大学ｻｲｸﾘﾝｸﾞ部 鹿児島

 114 未登録 池田 健 ｲｹﾀﾞ ﾀｹｼ ｴｲﾙ宮崎 宮崎

 115 未登録 中村 悠太 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾀ Teamｻｺｯｼｭ 福岡

 116 未登録 明地 麻由 ｱｹﾁ ﾏﾕ AEC 長崎

 117 未登録 江越 大地 ｴｺﾞｼ ﾀﾞｲﾁ  山口

 118 未登録 山口 祥瑛 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｮｳｴｲ  福岡

 119 未登録 中原 湊 ﾅｶﾊﾗ ﾐﾅﾄ  熊本

 120 未登録 下橋 佑亮 ｼﾓﾊｼ ﾕｳｽｹ EMU 佐賀



令和３年４月４日（日）１３：２０～
【 Start List  ／　男子マスターズ/MM 】 エントリー：57人　

距離：37.36km（8周）

RANK ゼッケン 登録番号 選手名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属ﾁｰﾑ 府県 Time

 101 43ME2100256 幸重 彰洋 ﾕｷｼｹﾞ ｱｷﾋﾛ ﾁｰﾑGINRIN熊本 熊本

 102 43ME2001152 岡口 広樹 ｵｶｸﾞﾁ ﾋﾛｷ ﾁｰﾑGINRIN熊本 熊本

 103 43ME1600525 安武 英治 ﾔｽﾀｹ ｴｲｼﾞ ﾁｰﾑGINRIN熊本 熊本

 104 46MM1602040 牛山 恭一 ｳｼﾔﾏ ｷｮｳｲﾁ ｾﾚｸｼｵﾝ南九州 鹿児島

 105 43MM1500363 久野 広将 ﾋｻﾉ ｺｳｽｹ ｾﾚｸｼｵﾝ南九州 熊本

 106 43ME1400505 宮本 利徳 ﾐﾔﾓﾄ ﾄｼﾉﾘ ｾﾚｸｼｵﾝ南九州 熊本

 107 40ME9702976 小玉 篤志 ｺﾀﾞﾏ ｱﾂｼ ﾁｰﾑﾌｧﾝｻｲｸﾙ 福岡

 108 40ME2100078 桐原 拓也 ｷﾘﾊﾗ ﾀｸﾔ ﾁｰﾑﾌｧﾝｻｲｸﾙ 福岡

 109 40ME1200309 西山 信広 ﾆｼﾔﾏ ﾉﾌﾞﾋﾛ ﾁｰﾑﾌｧﾝｻｲｸﾙ 福岡

 110 40ME2000096 古川 豊英 ﾌﾙｶﾜ ﾄﾖﾋﾃﾞ ﾁｰﾑﾌｧﾝｻｲｸﾙ 福岡

 111 44MM9702601 津末 浩平 ﾂｽｴ ｺｳﾍｲ 津末ﾚｰｼﾝｸﾞ 大分

 112 44ME2100491 甲斐 祐輔 ｶｲ ﾕｳｽｹ 津末ﾚｰｼﾝｸﾞ 大分

 113 44ME1601921 山下 健一 ﾔﾏｼﾀ ｹﾝｲﾁ 津末ﾚｰｼﾝｸﾞ 大分

 114 42MM2001274 藤本 秀一 ﾌｼﾞﾓﾄ ｼｭｳｲﾁ TEAM Challenging ALL 長崎

 115 42ME2100570 寺田 三智也 ﾃﾗﾀﾞ ﾐﾁﾔ TEAM Challenging ALL 長崎

 116 12MM1801343 山本 耕平 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳﾍｲ ARCCﾚｰｼﾝｸﾞﾁｰﾑ 千葉

 117 11ME1900071 大友 守 ｵｵﾄﾓ ﾏﾓﾙ ARCCﾚｰｼﾝｸﾞﾁｰﾑ 埼玉

 118 46MM0101202 冨田 洋介 ﾄﾐﾀ ﾖｳｽｹ ｵﾑﾍﾞﾛｺｰﾁﾝｸﾞ 鹿児島

 119 45MM1301674 三浦 正志 ﾐｳﾗ ﾏｻｼ 白水舎乳業CC 宮崎

 120 44MM2100242 荒川 利積 ｱﾗｶﾜ ﾄｼｽﾞﾐ NSCｻｲｸﾙ同好会 大分

 121 43MM1703007 西田 光宏 ﾆｼﾀﾞ ﾐﾂﾋﾛ ｻｲｸﾘｽﾀ熊本 熊本

 122 40MM1702741 西冨 健司 ﾆｼﾄﾐ ｹﾝｼﾞ SSPCｱｽﾘｰﾄ福岡 福岡

 123 40ME2100076 小松 亮一 ｺﾏﾂ ﾘｮｳｲﾁ VC福岡ｴﾘｰﾄ 福岡

 124 40ME1902493 林 哲平 ﾊﾔｼ ﾃｯﾍﾟｲ A&N ｻｲｸﾙﾌﾚﾝﾄﾞ 福岡

 125 31ME2000066 片岡 敏一 ｶﾀｵｶ ﾄｼｶｽﾞ Katasei Compagno 鳥取

 126 22MM1800075 山崎 諭 ﾔﾏｻﾞｷ ｻﾄｼ TRAILBLAZER/松邨柔道ｸﾗﾌﾞ 愛知

 127 14MM1402317 有益 伸一 ｱﾘﾏｽ ｼﾝｲﾁ NEBcycling 神奈川

 128 13MM1201898 白鳥 興寛 ｼﾗﾄﾘ ﾄﾓﾋﾛ ARCCﾚｰｼﾝｸﾞﾁｰﾑ 東京

 129 13ME1602274 柏井 良太 ｶｼﾜｲ ﾘｮｳﾀ ｽﾐﾀ･ｴｲﾀﾞｲ･ﾊﾟｰﾙｲｽﾞﾐ･ﾗﾊﾞﾈﾛ 東京

 130 01ME1702062 臼井 一雅 ｳｽｲ ｶｽﾞﾏｻ Honda栃木 北海道

 131 46MM9702994 宮之前 健二 ﾐﾔﾉﾏｴ ｹﾝｼﾞ  鹿児島

 132 43MM2100327 田畑 克彦 ﾀﾊﾞﾀ ｶﾂﾋｺ  熊本

 133 14MM1800050 酒井 寛幸 ｻｶｲ ﾋﾛﾕｷ  神奈川

 134 臨時登録 佐藤 大輔 ｻﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ VC福岡ﾏｽﾀｰｽﾞ 福岡

 135 臨時登録 石橋 寛之 ｲｼﾊﾞｼ ﾋﾛﾕｷ VC福岡ﾏｽﾀｰｽﾞ 福岡

 136 臨時登録 宮近 拓二 ﾐﾔﾁｶ ﾀｸｼﾞ VC福岡ﾏｽﾀｰｽﾞ 福岡

 137 臨時登録 秋吉 正則 ｱｷﾖｼ ﾏｻﾉﾘ CCPP 福岡

 138 臨時登録 高杉 龍元 ﾀｶｽｷﾞ ﾀｶﾓﾄ CCPP 福岡

 139 臨時登録 沼野 慎平 ﾇﾏﾉ ｼﾝﾍﾟｲ CCPP 福岡

 140 臨時登録 大脇 正樹 ｵｵﾜｷ ﾏｻｷ CCPP 福岡

 141 臨時登録 奥永 剛士 ｵｸﾅｶﾞ ﾂﾖｼ CCPP 福岡

 142 臨時登録 佐藤 嘉郎 ｻﾄｳ ﾖｼﾛｳ CCPP 福岡

 143 臨時登録 吉田 純 ﾖｼﾀﾞ ﾏｺﾄ CCPP/VCFM 福岡

 144 臨時登録 中島 正登 ﾅｶｼﾏ ﾏｻﾄ CCPP/VCFM 福岡

 145 臨時登録 浜砂 満 ﾊﾏｽﾅ ﾐﾂﾙ ｴｲﾙ宮崎 宮崎

 146 臨時登録 平瀬 拓郎 ﾋﾗｾ ﾀｸﾛｳ ｴｲﾙ宮崎 宮崎

 147 臨時登録 長峯 達典 ﾅｶﾞﾐﾈ ﾀﾂﾉﾘ 津末ﾚｰｼﾝｸﾞ 大分

 148 臨時登録 石井 克典 ｲｼｲ ｶﾂﾉﾘ ﾁｰﾑﾌｧﾝｻｲｸﾙ 福岡

 149 臨時登録 野崎 周人 ﾉｻﾞｷ ﾋﾛﾄ ﾁｰﾑ ｵｱｼｽ 福岡

 150 臨時登録 今井 一成 ｲﾏｲ ｶｽﾞﾅﾘ ACS Nagasaki 長崎

 151 臨時登録 中村 やすし ﾅｶﾑﾗ ﾔｽｼ A&N ﾌｧｲﾅﾘｰ 福岡

 152 臨時登録 伊規須 康生 ｲｷﾞｽ ﾔｽｵ Orange's FLAT 0% PT 福岡



令和３年４月４日（日）１３：２０～
【 Start List  ／　男子マスターズ/MM 】 エントリー：57人　

距離：37.36km（8周）

RANK ゼッケン 登録番号 選手名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属ﾁｰﾑ 府県 Time

 153 臨時登録 川野 繁昭 ｶﾜﾉ ｼｹﾞｱｷ HAGIBOW BIKEWORKS 鹿児島

 154 臨時登録 橋口 友治 ﾊｼｸﾞﾁ ﾄﾓﾊﾙ NEST nagasaki 長崎

 155 臨時登録 樋口 明彦 ﾋｸﾞﾁ ｱｷﾋｺ  福岡

 156 臨時登録 黒木 康勘 ｸﾛｷ ﾔｽﾉﾘ  宮崎

 157 臨時登録 大堀 雅行 ｵｵﾎﾘ ﾏｻﾕｷ  熊本



令和３年４月４日（日）１４：４０～
【 Start List  ／　男子アンダー２３/MU23 】 エントリー：33人　

距離：70.05km（15周）

RANK ゼッケン 登録番号 選手名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属ﾁｰﾑ 府県 Time

 1 43MU1601492 池田 渓人 ｲｹﾀﾞ ｹｲﾄ 熊本県自転車競技連盟 熊本

 2 47MU1703111 新垣 慶晃 ｱﾗｶｷ ﾁｶﾃﾙ 鹿屋体育大学自転車競技部 沖縄

 3 47MU1601335 具志堅 大士 ｸﾞｼｹﾝ ﾀｲｼ 鹿屋体育大学自転車競技部 沖縄

 4 46MJ2001053 前原 壮一郎 ﾏｴﾊﾗ ｿｳｲﾁﾛｳ 鹿屋体育大学自転車競技部 鹿児島

 5 45MU1601742 加藤 凱也 ｶﾄｳ ｶﾞｲﾔ 鹿屋体育大学自転車競技部 宮崎

 6 44MU1501540 長松 空吾 ﾅｶﾞﾏﾂ ｸｳｺﾞ 鹿屋体育大学自転車競技部 大分

 7 29MU1702009 西岳 凌吾 ﾆｼｵｶ ﾘｮｳｺﾞ 鹿屋体育大学自転車競技部 奈良

 8 29MU1500108 西原 裕太郎 ﾆｼﾊﾗ ﾕｳﾀﾛｳ 鹿屋体育大学自転車競技部 奈良

 9 36MU1501717 真鍋 諒太 ﾏﾅﾍﾞ ﾘｮｳﾀ Ciel Bleu KANOYA 香川

 10 40MU2100170 渕上 啓斗 ﾌﾁｶﾞﾐ ｹｲﾄ VC福岡ｴﾘｰﾄ 福岡

 11 40MU1902062 原田 翔世 ﾊﾗﾀﾞ ｼｮｳｾｲ VC福岡ｴﾘｰﾄ 福岡

 12 40MU1900083 中島 雅人 ﾅｶｼﾏ ﾏｻﾄ VC福岡ｴﾘｰﾄ 福岡

 13 40MJ1800650 千原 一馬 ﾁﾊﾗ ｶｽﾞﾏ VC福岡ｴﾘｰﾄ 福岡

 14 13MU2100510 加藤 智基 ｶﾄｳ ﾄﾓｷ 中央大学 東京

 15 13MU1602677 田代 健祐 ﾀｼﾛ ｹﾝｽｹ 中央大学ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ 東京

 16 44MU2100268 ｻﾙﾏ 寛大 ｻﾙﾏ ｶﾝﾀ 津末ﾚｰｼﾝｸﾞ 大分

 17 44MJ1901904 三浦 駿 ﾐｳﾗ ｼｭﾝ 津末ﾚｰｼﾝｸﾞ 大分

 18 38MU1101533 武智 光 ﾀｹﾁ ﾋｶﾘ 愛媛大学 愛媛

 19 22MU1703396 初川 弘浩 ﾊﾂｶﾜ ｺｳﾋﾛ 中京大学 愛知

 20 11MU1600871 沢野 大地 ｻﾜﾉ ﾀﾞｲﾁ 作新学院大学 埼玉

 21 47MU1602301 佐藤 光 ｻﾄｳ ﾋｶﾙ W.V.R.T 沖縄

 22 42MU1601855 松本 敬之 ﾏﾂﾓﾄ ﾉﾘﾕｷ 9.sports 長崎

 23 37MU2100115 島田 晃 ｼﾏﾀﾞ ｱｷﾗ 徳島ｻｲｸﾙﾚｰｼﾝｸﾞ 徳島

 24 23MU1900883 加藤 功也 ｶﾄｳ ﾖｼﾅﾘ MAX SPEED 97 三重

DNS 25 21MU1501711 高梨 万里王 ﾀｶﾅｼ ﾏﾘｵ ﾚﾊﾞﾝﾃﾌｼﾞ静岡 静岡

 26 14MU1601996 香山 飛龍 ｶﾔﾏ ﾋﾘｭｳ 弱虫ﾍﾟﾀﾞﾙｻｲｸﾘﾝｸﾞﾁｰﾑ 神奈川

 27 14MU1502111 相原 晴一朗 ｱｲﾊﾗ ｾｲｲﾁﾛｳ ｽﾐﾀ･ｴｲﾀﾞｲ･ﾊﾟｰﾙｲｽﾞﾐ･ﾗﾊﾞﾈﾛ 神奈川

 28 28MU1901204 宮﨑 健太 ﾐﾔｻﾞｷ ｹﾝﾀ 大阪経済大学 兵庫

 29 臨時登録 屋宜 佑 ﾔｷﾞ ﾀｽｸ MAIYO 沖縄

 30 臨時登録 松原 悠希 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾊﾙｷ TEAM BIGBANG IMP 大阪

 31 臨時登録 榎木 啓樹 ｴﾉｷ ｹｲｼﾞｭ 立命館大学自転車競技部 沖縄

 32 臨時登録 渡真利 優介 ﾄﾏﾘ ﾕｳｽｹ ﾁｰﾑ米須 沖縄

 33 臨時登録 花香 竜麻 ﾊﾅｶ ﾘｭｳﾏ  熊本



令和３年４月４日（日）１４：４０～
【 Start List  ／　男子エリート/ME 】 エントリー：59人　

距離：70.05km（15周）

RANK ゼッケン 登録番号 選手名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属ﾁｰﾑ 府県 Time

 1 43MM1502466 井上 健志 ｲﾉｳｴ ﾀｹｼ ﾁｰﾑGINRIN熊本 熊本

 2 43ME2100258 木村 拓哉 ｷﾑﾗ ﾀｸﾔ ﾁｰﾑGINRIN熊本 熊本

 3 43ME2000851 畝原 尚太郎 ｳﾈﾊﾗ ｼｮｳﾀﾛｳ ﾁｰﾑGINRIN熊本 熊本

 4 43ME1800379 古澤 卓哉 ﾌﾙｻﾜ ﾀｸﾔ teamGINRIN熊本 熊本

 5 43ME1400499 左迫間 昭一 ｻｺﾏ ｼｮｳｲﾁ ﾁｰﾑGINRIN熊本 熊本

 6 46MU1702467 大河内 将泰 ｵｵｺｳﾁ ﾏｻﾋﾛ 鹿屋体育大学自転車競技部 鹿児島

 7 46MU1601208 馬場 慎也 ﾊﾞﾊﾞ ｼﾝﾔ 鹿屋体育大学自転車競技部 鹿児島

 8 46MU1601206 道見 優太 ﾄﾞｳﾐ ﾕｳﾀ 鹿屋体育大学自転車競技部 鹿児島

 9 46MU1300689 古谷田 貴斗 ｺﾔﾀ ﾀｶｺ 鹿屋体育大学自転車競技部 鹿児島

 10 14MU1702431 伊澤 将也 ｲｻﾞﾜ ﾏｻﾔ 鹿屋体育大学自転車競技部 神奈川

 11 46ME1400034 白川 幸希 ｼﾗｶﾜ ｺｳｷ Ciel Bleu KANOYA 鹿児島

 12 46ME1200621 冨尾 大地 ﾄﾐｵ ﾀﾞｲﾁ Ciel Bleu KANOYA 鹿児島

 13 46ME0900699 原田 裕成 ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾛｱｷ Ciel Bleu KANOYA 鹿児島

 14 46ME0801515 伊藤 舜紀 ｲﾄｳ ｼｭﾝｷ Ciel Bleu KANOYA 鹿児島

 15 02ME0801011 石橋 学 ｲｼﾊﾞｼ ﾏﾅﾌﾞ Ciel Bleu KANOYA 青森

 16 40ME1700662 檜室 建斗 ﾋﾑﾛ ｹﾝﾄ VC福岡 福岡

 17 40ME1000423 佐藤 信哉 ｻﾄｳ ｼﾝﾔ VC福岡 福岡

 18 29ME1201456 中川 智 ﾅｶｶﾞﾜ ｻﾄｼ VC福岡 奈良

 19 27MU1701988 東 優仁 ｱｽﾞﾏ ﾕｳﾄ VC福岡 大阪

 20 27ME9701956 向川 尚樹 ﾑｶｲｶﾞﾜ ﾅｵｷ VC福岡 大阪

 21 14ME1700238 武井 裕 ﾀｹｲ ﾕｳ VC福岡 神奈川

 22 46MU1800365 木村 純気 ｷﾑﾗ ｼﾞｭﾝｷ VC福岡ｴﾘｰﾄ 福岡

 23 40ME1900403 田中 亮祐 ﾀﾅｶ ﾘｮｳｽｹ VC福岡ｴﾘｰﾄ 福岡

 24 44MU1801266 宮崎 泰史 ﾐﾔｻﾞｷ ﾀｲｼ Sparkle Oita Racing Team 大分

 25 44MF1001079 沢田 桂太郎 ｻﾜﾀﾞ ｹｲﾀﾛｳ Sparkle Oita Racing Team 宮城

 26 44MF1000971 黒枝 咲哉 ｸﾛｴﾀﾞ ｻﾔ Sparkle Oita Racing Team 大分

 27 44MF1000953 孫崎 大樹 ﾏｺﾞｻｷ ﾀﾞｲｷ Sparkle Oita Racing Team 京

 28 44ME1900631 松本 佑馬 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳﾏ 津末ﾚｰｼﾝｸﾞ 大分

 29 44ME1400602 岩切 弘輝 ｲﾜｷﾘ ﾋﾛｷ 津末ﾚｰｼﾝｸﾞ 大分

 30 23ME1600601 高山 恭彰 ﾀｶﾔﾏ ﾔｽｱｷ Max speed 97 三重

 31 23ME1200156 天春 雄也 ｱﾏｶﾞｽ ﾕｳﾔ Max speed 97 三重

 32 44MF0700889 黒枝 士揮 ｸﾛｴﾀﾞ ｼｷ Sparkle Oita Racing Team 大分

 33 14MU1401372 小野 寛人 ｵﾉ ﾋﾛﾄ Sparkle Oita Racing Team 神奈川

 34 44ME1800122 小笠原 輝彦 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾃﾙﾋｺ Team UKYO Reve 大分

 35 27MU1502527 小山 智也 ｺﾔﾏ ﾄﾓﾔ Team UKYO SAGAMIHARA 大阪

 36 47MM2000343 Gregory Brown Gregory Brown Eliel Factory Team 沖縄

 37 47ME0901531 中鶴 友樹 ﾅｶﾂﾙ ﾄﾓｷ TEAM OKINAWA 沖縄

 38 44MM2100356 野上 幸正 ﾉｶﾞﾐ ﾕｷﾏｻ 豊後高田市 大分

 39 43ME2100255 石松 遼 ｲｼﾏﾂ ﾘｮｳ TEAM GINRIN KUMAMOTO 熊本

 40 42MM1900515 岩男 大輔 ｲﾜｵ ﾀﾞｲｽｹ NSBC/EMU 長崎

DNS 41 21ME1400265 野宮 一朗 ﾉﾐﾔ ｲﾁﾛｳ ﾚﾊﾞﾝﾃﾌｼﾞ静岡 静岡

 42 13ME9800459 小畑 郁 ｵﾊﾞﾀ ｶｵﾙ LEOMO Bellmare Racing Team 東京

 43 13ME1300906 鳴海 颯 ﾅﾙﾐ ｿｳ A.S.D.Aries Cycling 東京

 44 41MM1800701 岡 正太 ｵｶ ｼｮｳﾀ  佐賀

 45 01ME0000660 山本 幸平 ﾔﾏﾓﾄ  ｺｳﾍｲ  北海道

 46 臨時登録 池本 幸男 ｲｹﾓﾄ ﾕｷｵ HIDEO 山口

 47 臨時登録 遠藤 信也 ｴﾝﾄﾞｳ ｼﾝﾔ Azul Shirakami 青森

 48 臨時登録 満上 亘 ﾐﾂｶﾐ ﾜﾀﾙ ﾁｰﾑ ｼﾛｯｺ 福岡

 49 臨時登録 高橋 楽生 ﾀｶﾊｼ ﾖｼｷ ｴｲﾙ宮崎 宮崎

 50 臨時登録 林 未知彦 ﾊﾔｼ ﾐﾁﾋｺ  福岡

 51 臨時登録 石堂 大悟 ｲｼﾄﾞｳ ﾀﾞｲｺﾞ  福岡

 52 46MJ1700169 瀬戸口 瑛 ｾﾄｸﾞﾁ ｱｷﾗ Avenir Yamanashi Yamanakako 鹿児島



令和３年４月４日（日）１４：４０～
【 Start List  ／　男子エリート/ME 】 エントリー：59人　

距離：70.05km（15周）

RANK ゼッケン 登録番号 選手名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属ﾁｰﾑ 府県 Time

 12 46MJ2001131 德永 瑛士 ﾄｸﾅｶﾞ ｴｲｼﾞ 南大隅高校自転車競技部 鹿児島

 13 46MJ2001109 米倉 湧太 ﾖﾈｸﾗ ﾕｳﾀ 南大隅高校自転車競技部 鹿児島

 14 46MJ2001105 川邉 廣介 ｶﾜﾍﾞ ｺｳｽｹ 南大隅高校自転車競技部 鹿児島

 15 46MJ1901696 楢山 結己 ﾅﾗﾔﾏ ﾕｳｷ 南大隅高校自転車競技部 鹿児島

 16 46MJ1901695 古賀 仁誠 ｺｶﾞ ｼﾞﾝｾｲ 南大隅高校自転車競技部 鹿児島

 17 46MJ1800366 福迫 倖輔 ﾌｸｻﾞｺ ｺｳｽｹ 南大隅高校自転車競技部 鹿児島

 18 46MJ1703110 杉野 翔一 ｽｷﾞﾉ ｼｮｳｲﾁ 南大隅高校自転車競技部 鹿児島



令和３年４月４日（日）１４：４０～
【 Start List  ／　女子マスターズ/WM 】 エントリー：2人　

距離：37.36km（8周）

RANK ゼッケン 登録番号 選手名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属ﾁｰﾑ 府県 Time

 1 43FE1902474 井上 美幸 ｲﾉｳｴ ﾐﾕｷ TeamUKYO Reve 熊本

 2 41FE1600133 近藤 由美 ｺﾝﾄﾞｳ ﾕﾐ ﾊﾞﾙﾊﾞﾚｰｼﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 佐賀

令和３年４月４日（日）１４：４０～
【 Start List  ／　女子アンダー２３/WM23 】 エントリー：2人　

距離：37.36km（8周）

RANK ゼッケン 登録番号 選手名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属ﾁｰﾑ 府県 Time

 11 46FE1602704 久木野 衣美 ｸｷﾉ ｴﾐ TEAM YOU CAN 鹿児島

 12 44FE2100031 阿部 真由美 ｱﾍﾞ ﾏﾕﾐ  大分

令和３年４月４日（日）１４：４０～
【 Start List  ／　女子エリート/WE 】 エントリー：2人　

距離：37.36km（8周）

RANK ゼッケン 登録番号 選手名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属ﾁｰﾑ 府県 Time

 21 46FU1200767 成海 綾香 ﾅﾙﾐ ｱﾔｶ 鹿屋体育大学自転車競技部 鹿児島

 22 14FU1600404 石上 夢乃 ｲｼｶﾞﾐ ﾕﾉ 鹿屋体育大学自転車競技部 神奈川


