
令和2年（2020年）6月21日（日）開催

【 Start List ／　C-1（チャンピオン） 】 出走人数：79人　

距離：69.0km（30周）

Num 登録番号 選手名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属ﾁｰﾑ 登録等

1 46MU1800365 木村　純気 ｷﾑﾗ　ｼﾞｭﾝｷ VC福岡(ｴﾘｰﾄ) 鹿児島

2 46ME0800588 徳田　鍛造 ﾄｸﾀﾞ ﾀﾝｿﾞｳ Team FunRide よしおかｸﾘﾆｯｸ 鹿児島

3 43ME1502466 井上　健志 ｲﾉｳｴ ﾀｹｼ ﾁｰﾑGINRIN熊本 熊本

4 44MU1801266 宮崎　泰史 ﾐﾔｻﾞｷ　ﾀｲｼ 津末ﾚｰｼﾝｸﾞ 大分

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

6 40MM9702976 小玉　篤志 ｺﾀﾞﾏ ｱﾂｼ Team FunCycle 福岡

7 27ME1700662 檜室　建斗 ﾋﾑﾛ　ｹﾝﾄ VC福岡ｴﾘｰﾄ 大阪

8 43MU1601492 池田　渓人 ｲｹﾀﾞ ｹｲﾄ VC福岡(ｴﾘｰﾄ) 熊本

9 40MU1900083 中島　雅人 ﾅｶｼﾏ　ﾏｻﾄ VC福岡(ｴﾘｰﾄ) 福岡

10 40ME1500347 川上　豪仁 ｶﾜｶﾐ ﾀｹﾋﾄ VC福岡 福岡

11 40MJ1800650 千原　一馬 ﾁﾊﾗ　ｶｽﾞﾏ VC福岡 福岡

12 40ME1900403 田中　亮祐 ﾀﾅｶ　ﾘｮｳｽｹ VC福岡 福岡

13 43ME1900089 田中　良介 ﾀﾅｶ　ﾘｮｳｽｹ VC福岡 熊本

14 44MU1802207 秋好　佑太 ｱｷﾖｼ　ﾕｳﾀ VC福岡 大分

15 40MU1501897 岡山　優太 ｵｶﾔﾏ　ﾕｳﾀ VC Fukuoka 福岡

16 43ME1600525 安武　英治 ﾔｽﾀｹ　ｴｲｼﾞ ﾁｰﾑGINRIN熊本 熊本

17 43ME1800379 古澤　卓哉 ﾌﾙｻﾜ　ﾀｸﾔ ﾁｰﾑGINRIN熊本 熊本

18 43MM1400501 蓑田　幸作 ﾐﾉﾀﾞ　ｺｳｻｸ ﾁｰﾑGINRIN熊本 熊本

19 43MM2000543 森川　義之 ﾓﾘｶﾜ　ﾖｼﾕｷ ﾁｰﾑGINRIN熊本 熊本

20 27MM1800057 中村　将也 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾔ ALL OUT reric 大阪府

21 28ME1703353 植田　恒平 ｳｴﾀﾞ　ｺｳﾍｲ allout reric 兵庫

22 28ME1800028 佐藤　俊雄 ｻﾄｳ　ﾄｼｵ all out reric 兵庫

23 28ME1802568 原田　将人 ﾊﾗﾀﾞ　ﾏｻﾄ team all out reric 兵庫

24 34ME1100565 宮田　久生 ﾐﾔﾀ　ﾋｻｵ Team UKYO Reve 広島

25 36MY1700477 福家　拓 ﾌｹ ﾋﾗｸ 高松工芸 香川

26 38MJ1700822 村上　裕二郎 ﾑﾗｶﾐ ﾕｳｼﾞﾛｳ 松山工業高校 愛媛

27 38MU1500589 村上　功太郎 ﾑﾗｶﾐ ｺｳﾀﾛｳ 松山大学 愛媛

28 40ME1700198 川口　照悟 ｶﾜｸﾞﾁ　ｼｮｳｺﾞ PARABOLAｲﾜｲｼｰｶﾞﾙ 福岡

29 40MJ1800649 石丸　幸士郎 ｲｼﾏﾙ　ｺｳｼﾛｳ 大牟田高校 福岡

30 40MU1800356 尊田　耀介 ｿﾝﾀﾞ　ﾖｳｽｹ ｵﾑﾍﾞﾛｺｰﾁﾝｸﾞ 福岡

31 42MJ1901509 清水　稜太郎 ｼﾐｽﾞ　ﾘｮｳﾀﾛｳ 鹿町工業高校 長崎

32 43MY1703540 福永　隼人 ﾌｸﾅｶﾞ ﾊﾔﾄ 九州学院高校 熊本

33 43MJ1901310 宮本　新大 ﾐﾔﾓﾄ　ｱﾗﾀ 九州学院高校 熊本

34 43MJ1901436 宮本　寛大 ﾐﾔﾓﾄ　ｶﾝﾀ 九州学院高校 熊本

35 43MJ1801537 中村　栄杜 ﾅｶﾑﾗ　ｴｲﾄ 千原台高校 熊本

36 43MJ1901860 濱田　大空 ﾊﾏﾀﾞ　ﾀｲｸ 千原台高校 熊本

37 43MJ1901957 栄田　一天 ｴｲﾀﾞ　ｶｽﾞﾀｶ 千原台高校 熊本

38 43MJ1901959 北川　飛燕 ｷﾀｶﾞﾜ　ﾋｴﾝ 千原台高校 熊本

39 43MJ1901960 酒井　翔伍 ｻｶｲ　ｼｮｳｺﾞ 千原台高校 熊本

40 43MY1801535 谷口　翔太郎 ﾀﾆｸﾞﾁ ｼｮｳﾀﾛｳ 千原台高校 熊本

41 43MY1901861 松村　匠巳 ﾏﾂﾑﾗ　ﾀｸﾐ 千原台高校 熊本

42 43MY1901958 潮崎　孔明 ｼｵｻｷ　ｺｳﾒｲ 千原台高校 熊本

43 43MJ2000317 上村　晃平 ｳｴﾑﾗ　ｺｳﾍｲ 御船高校 熊本
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44 43ME1801369 緒方　佑樹 ｵｶﾞﾀ　ﾕｳｷ SSPC 熊本

45 43MY1900270 中原　湊 ﾅｶﾊﾗ　ﾐﾅﾄ SSPCｱｽﾘｰﾄ　益城中 熊本

46 43MM9801847 白石　裕二 ｼﾗｲｼ　ﾕｳｼﾞ ﾁｰﾑ　ｻｲｸﾙﾌﾟﾗｽ 熊本

47 45MJ1702082 高佐　龍太郎 ｺｳｻ ﾘｭｳﾀﾛｳ 都城工業自転車競技部 宮崎

48 45MJ1802223 渡邊　悠晴 ﾜﾀﾅﾍﾞ　ﾕｳｾｲ 都城工業自転車競技部 宮崎

49 45MY1802508 楠　皓雅 ｸｽﾉｷ　ﾋﾛﾏｻ 都城工業自転車競技部 宮崎

50 45MY1901312 堀北　大和 ﾎﾘｷﾀ　ﾔﾏﾄ 都城工業高校 宮崎

51 45MY1900286 藤村　一磨 ﾌｼﾞﾑﾗ ｶｽﾞﾏ 宮崎県ｼﾞｭﾆｱｸﾗﾌﾞ 宮崎

52 46FE1602704 久木野　衣美 ｸｷﾉ　ｴﾐ TEAM YOU CAN 鹿児島

53 46ME0101202 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

54 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

55 46MJ1700169 瀬戸口　瑛 ｾﾄｸﾞﾁ ｱｷﾗ Bonne Chance ACA 鹿児島

56 46MJ1802547 中村　蓮 ﾅｶﾑﾗ　ﾚﾝ FunRide 鹿児島

57 47MY2000118 大城　滉 ｵｵｼﾛ ｺｳ Team-Kids 沖縄

58 38MY1601925 梅澤　幹太 ｳﾒｻﾞﾜ ｶﾝﾀ 愛媛

59 40MM9900444 石堂　大悟 ｲｼﾄﾞｳ　ﾀﾞｲｺﾞ 福岡

60 40MU1401314 花田　凱成 ﾊﾅﾀﾞ ｶｲｾｲ 福岡

61 40MU1702364 堀川　敬太郎 ﾎﾘｶﾜ　ｹｲﾀﾛｳ 福岡

62 42MY2000081 松村　千聖 ﾏﾂﾑﾗ　ﾁｻﾄ 長崎

63 43MM2001152 岡口　広樹 ｵｶｸﾞﾁ　ﾋﾛｷ 熊本

64 43MU1601487 水上　隆助 ﾐﾅｶﾐ　ﾀｶｽｹ 熊本

65 43MY1901315 鈴木　創太 ｽｽﾞｷ　ｿｳﾀ 熊本

66 45FU1502171 岩元　杏奈 ｲﾜﾓﾄ　ｱﾝﾅ 宮崎

67 46MJ1901695 古賀　仁誠 ｺｶﾞ　ｼﾞﾝｾｲ 鹿児島

68 安徳　優真 ｱﾝﾄｸ　ﾕｳﾏ AJ FACTORY 福岡

69 西村　和樹 ﾆｼﾑﾗ　ｶｽﾞｷ GINRIN 熊本

70 木村　拓哉 ｷﾑﾗ　ﾀｸﾔ TEAM BIGBANG IMP 熊本

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

72 小松　亮一 ｺﾏﾂ　ﾘｮｳｲﾁ ｵﾑﾍﾞﾛｺｰﾁﾝｸﾞ 福岡

73 山本　大輝 ﾔﾏﾓﾄ　ﾀﾞｲｷ ﾁｰﾑGINRIN熊本 熊本

74 大堀　雅行 ｵｵﾎﾘ ﾏｻﾕｷ ﾁｰﾑかよ 熊本

75 志方　健太郎 ｼｶﾀ ｹﾝﾀﾛｳ ﾌﾘｰ 福岡

76 奥村　彩人 ｵｸﾑﾗ　ｱﾔﾄ 崇徳高校自転車競技部 広島

77 沖　祐治 ｵｷ ﾕｳｼﾞ 福岡

78 花香　竜麻 ﾊﾅｶ　ﾘｭｳﾏ 熊本

79 宮之前　健二 ﾐﾔﾉﾏｴ　ｹﾝｼﾞ 鹿児島



令和2年（2020年）6月21日（日）開催

【 Start List ／　C-2（エキスパート） 】 出走人数：74人　
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Num 登録番号 選手名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属ﾁｰﾑ 登録等

201 32ME2000331 矢野　諒太郎 ﾔﾉ　ﾘｮｳﾀﾛｳ ﾁｰﾑﾌｧﾝｻｲｸﾙ 島根

202 38MY1901182 村上　ﾋｶﾙ ﾑﾗｶﾐ ﾋｶﾙ DECOJA　RACING 愛媛

203 40ME1601816 橋爪　佑輔 ﾊｼﾂﾞﾒ ﾕｳｽｹ Team Sciroco 福岡

204 40MJ1902598 大神　快士 ｵｵｶﾞﾐ　ｶｲﾄ 沖学園 福岡

205 40MU1900404 初田　宗一郎 ﾊﾂﾀﾞ　ｿｳｲﾁﾛｳ 九州大学ｻｲｸﾘﾝｸﾞ同好会 福岡

206 42MJ1901510 中竹　俊斗 ﾅｶﾀｹ　ｼｭﾝﾄ 鹿町工業高校 長崎

207 42MJ1901511 大津　颯斗 ｵｵﾂ　ﾊﾔﾄ 鹿町工業高校 長崎

208 42MJ1901512 小田　幸樹 ｵﾀﾞ　ｺｳｷ 鹿町工業高校 長崎

209 43MM0901280 福島　雄二 ﾌｸｼﾏ ﾕｳｼﾞ ﾍﾞｽﾃｯｸｽ 熊本

210 43MM1500363 久野　広将 ﾋｻﾉ　ｺｳｽｹ ｾﾚｸｼｵﾝ南九州 熊本

211 43MM1500364 本田　政隆 ﾎﾝﾀﾞ ﾏｻﾀｶ ｾﾚｸｼｵﾝ南九州 熊本

212 43MY1900991 半田　莉都 ﾊﾝﾀﾞ　ﾘｲﾁ SSPC御船中 熊本

213 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

214 43MY2000544 多田隈　琉世 ﾀﾀﾞｸﾏ　ﾘｭｳｾｲ ＳＳＰＣ－菊陽中 熊本

215 45FY1901314 岩元　美佳 ｲﾜﾓﾄ　ﾐｶ 都城工業自転車競技部 宮崎

216 45ME1802383 石山　和真 ｲｼﾔﾏ　ｶｽﾞﾏ ｴｲﾙ宮崎 宮崎

217 45MJ1802221 牧野　泰河 ﾏｷﾉ ﾀｲｶﾞ 延岡学園高校 宮崎

218 45MJ1901791 冨士野　寛太 ﾌｼﾞﾉ　ｶﾝﾀ 延岡学園高校 宮崎

219 45MY1901790 金子　翼 ｶﾈｺ　ﾂﾊﾞｻ 延岡学園高校 宮崎

220 45MY2001188 林　飛碧 ﾊﾔｼ　ﾋｾｲ 延岡学園高校 宮崎

221 45MY1902741 村山　健太郎 ﾑﾗﾔﾏ　ｹﾝﾀﾛｳ 宮崎ｼﾞｭﾆｱｸﾗﾌﾞ 宮崎

222 46MJ2000101 東　大貴 ﾋｶﾞｼ　ﾀﾞｲｷ 川辺高校 鹿児島

223 43FY1901833 田中　杏奈 ﾀﾅｶ ｱﾝﾅ 千原台高校 熊本

224 43MY2001149 中村　信太 ﾅｶﾑﾗ　ｼﾝﾀ 千原台高校 熊本

225 43FY2001182 谷口　凜 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾘﾝ 千原台高校 熊本

226 43FY2001107 渡邊　あかり ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｶﾘ 千原台高校 熊本

227 44MY1901907 安部　夢心 ｱﾍﾞ　ﾕｳｼﾞﾝ 大分

228 45MY1702081 高佐　駿平 ｺｳｻ　ｼｭﾝﾍﾟｲ 宮崎

229 石松　遼 ｲｼﾏﾂ　ﾘｮｳ BIGBANG IMP 熊本

230 秋吉　正則 ｱｷﾖｼ ﾏｻﾉﾘ CCPP 福岡

231 奥永　剛士 ｵｸﾅｶﾞ ﾂﾖｼ CCPP 福岡

232 高杉　龍元 ﾀｶｽｷﾞ　ﾀｶﾓﾄ CCPP 福岡

233 永友　政彦 ﾅｶﾞﾄﾓ ﾏｻﾋｺ CCPP 福岡

234 本田　親司 ﾎﾝﾀﾞ ﾁｶｼ CCPP 福岡

235 吉田　純 ﾖｼﾀﾞ　ﾏｺﾄ CCPP 福岡

236 大脇　正樹 ｵｵﾜｷ　ﾏｻｷ CCPP/VCFM 福岡

237 尾崎　一徹 ｵｻﾞｷ　ｲﾁﾃﾂ EMU 福岡

238 栗原　功 ｸﾘﾊﾗ　ｲｻｵ EMU 佐賀

239 下橋　佑亮 ｼﾓﾊｼ　ﾕｳｽｹ EMU 佐賀

240 犬丸　隆行 ｲﾇﾏﾙ　ﾀｶﾕｷ FRF 福岡

241 松下　和磨 ﾏﾂｼﾀ ｶｽﾞﾏ FRF 福岡

242 河田　瑞樹 ｶﾜﾀ　ﾐｽﾞｷ HCC 福岡

243 富本　健明 ﾄﾐﾓﾄ　ﾀｹｱｷ NEST nagasaki 長崎
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244 平野　航大 ﾋﾗﾉ　ｺｳﾀﾞｲ nexstraGCK 福岡

245 松尾　義久 ﾏﾂｵ ﾁｶﾋｻ NIKO 山口

246 雄城　羽音 ｵｷﾞ　ﾊｵﾄ PAGORU 福岡

247 楠　侑磨 ｸｽﾉｷ ﾕｳﾏ Q-shu Union 宮崎

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

249 前田　瑞穂 ﾏｴﾀﾞ　ﾐｽﾞﾎ TEAMBIGBANGIMP 熊本

250 吉満　貴祐 ﾖｼﾐﾂ　ﾀｶﾋﾛ teamなび 福岡

251 池田　健 ｲｹﾀﾞ　ﾀｹｼ ｴｲﾙ宮崎 宮崎

252 滝川　智博 ﾀｷｶﾞﾜ　ﾄﾓﾋﾛ たぬきｻｲｸﾙ 福岡

253 岩崎　雄也 ｲﾜｻｷ　ﾕｳﾔ ﾁｰﾑQTQ 大分

254 江藤　大 ｴﾄｳ　ﾀﾞｲ ﾁｰﾑQTQ 大分

255 寺園　美智人 ﾃﾗｿﾞﾉ ﾐﾁﾄ ﾁｰﾑｾｶﾝﾄﾞｳｲﾝﾄﾞ鹿児島 鹿児島

256 大下　隼人 ｵｵｼﾀ　ﾊﾔﾄ ﾁｰﾑﾌｧﾝｻｲｸﾙ 愛媛

257 中濱　将弘 ﾅｶﾊﾏ　ﾏｻﾋﾛ ﾁｰﾑﾌｧﾝｻｲｸﾙ 福岡

258 吉岡　灯志 ﾖｼｵｶ　ﾄﾓｼ なかがわAC 福岡

259 西田　光宏 ﾆｼﾀﾞ　ﾐﾂﾋﾛ ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ西田 熊本

260 山本　裕介 ﾔﾏﾓﾄ　ﾕｳｽｹ 丸子橋ろｰどくらぶ 福岡

261 渕上　啓斗 ﾌﾁｶﾞﾐ　ｹｲﾄ 木曜ﾅｲﾄｸﾗﾌﾞ 福岡

262 赤坂　幸一 ｱｶｻｶ ｺｳｲﾁ 福岡

263 麻生　信也 ｱｿｳ ｼﾝﾔ 宮崎

264 池上　翔太 ｲｹｶﾞﾐ　ｼｮｳﾀ 福岡

265 齊藤　和喜 ｻｲﾄｳ　ｶｽﾞｷ 福岡

266 坂本　恭平 ｻｶﾓﾄ　ｷｮｳﾍｲ 大阪

267 辻野　壱哉 ﾂｼﾞﾉ　ｶｽﾞﾔ 福岡

268 中原　誠也 ﾅｶﾊﾗ　ｾｲﾔ 熊本

269 中村　悠太 ﾅｶﾑﾗ　ﾕｳﾀ 福岡

270 原田　猛希 ﾊﾗﾀﾞ　ﾀｹｷ 福岡

271 二村　徹 ﾌﾀﾑﾗ　ﾄｵﾙ 福岡

272 丸山　博己 ﾏﾙﾔﾏ　ﾋﾛﾐ 鹿児島

273 峯村　拓歩 ﾐﾈﾑﾗ　ﾀｸﾑ 長崎

274 山口　祥瑛 ﾔﾏｸﾞﾁ　ｼｮｳｴｲ 福岡



令和2年（2020年）6月21日（日）開催

【 Start List ／　C-3（チャレンジ） 】 出走人数：69人　

距離：34.5km（15周）

Num 登録番号 選手名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属ﾁｰﾑ 登録等

301 永尾　眞介 ﾅｶﾞｵ ｼﾝｽｹ AJ福岡 福岡

302 手塚　詠士 ﾃﾂﾞｶ　ｴｲｼ CARPE DIEM 鹿児島

303 石井　秀晃 ｲｼｲ ﾋﾃﾞｱｷ FRF 福岡

304 坂田　多加雄 ｻｶﾀ ﾀｶｵ FRF 福岡

305 石本　祐太郎 ｲｼﾓﾄ　ﾕｳﾀﾛｳ KUCC 熊本

306 中島　正博 ﾅｶｼﾏ　ﾏｻﾋﾛ L'equipe de Ryo 福岡

307 白井　朋幸 ｼﾗｲ　ﾄﾓﾕｷ nexstra GCK 福岡

308 柳田　真吾 ﾔﾅｷﾞﾀﾞ　ｼﾝｺﾞ nexstra GCK 福岡

309 林　勇輝 ﾊﾔｼ　ﾕｳｷ nexstraGCK 福岡

310 東　智徳 ﾋｶﾞｼ　ﾄﾓﾉﾘ nexstraGCK 福岡

311 松岡　海音 ﾏﾂｵｶ　ｶｲﾄ nexstraGCK 福岡

312 次郎丸　高志 ｼﾞﾛｳﾏﾙ ﾀｶｼ nextraGCK 福岡

313 楠本　颯太 ｸｽﾓﾄ　ｿｳﾀ sspcｱｽﾘｰﾄ 熊本

314 谷川　洋則 ﾀﾆｶﾞﾜ　ﾋﾛﾉﾘ SSPC-ｱｽﾘｰﾄ 熊本

315 田上　麻美 ﾀﾉｳｴ　ｱｻﾐ SSPC-ｱｽﾘｰﾄ 熊本

316 多田隈　悠雅 ﾀﾀﾞｸﾏ　ﾕｳｶﾞ ＳＳＰＣ－菊陽中 熊本

317 山口　浩樹 ﾔﾏｸﾞﾁ　ﾋﾛｷ SUCC 佐賀

318 檜森　亮佑 ﾋﾓﾘ　ﾘｮｳｽｹ SUCC TCP 佐賀

319 寺尾　公志 ﾃﾗｵ　ﾏｻﾕｷ team BIGBANG IMP 熊本

320 中野　憲二 ﾅｶﾉ　ｹﾝｼﾞ Team ｻｺｯｼｭ 福岡

321 原　朋輝 ﾊﾗ　ﾄﾓｷ TeamFunRide鍛造塾 鹿児島

322 五嶋　豊 ｺﾞﾄｳ　ﾐﾉﾙ UTKｻｲｸﾘﾝｸﾞ 熊本

323 島津　弘蔵 ｼﾏﾂﾞ　ｺｳｿﾞｳ UTKｻｲｸﾘﾝｸﾞ 熊本

324 吉川　翔馬 ﾖｼｶﾜ　ｼｮｳﾏ UTKｻｲｸﾘﾝｸﾞ 熊本

325 中原　煌真 ﾅｶﾊﾗ　ｺｳﾏ ｱﾙﾐｻｲｺｳ 鹿児島

326 川俣　勝也 ｶﾜﾏﾀ　ｶﾂﾔ ｶﾞﾝﾊﾞﾘｱﾝﾄ 福岡

327 伊藤　精治 ｲﾄｳ　ｾｲｼﾞ ｻｲｸﾘｽﾀ熊本 熊本

328 中野　貴之 ﾅｶﾉ　ﾀｶﾕｷ ｻｲｸﾘｽﾀ熊本 熊本

329 吉武　凪乙 ﾖｼﾀｹ　ﾅｷﾞﾄ ｾｰﾗｰｽﾞ 福岡

330 林　俊男 ﾊﾔｼ　ﾄｼｵ ﾁｰﾑGINRIN熊本 熊本

331 山本　悠貴 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｷ ﾁｰﾑGINRIN熊本　錦ｹ丘中 熊本

332 相馬　竜太 ｿｳﾏ　ﾘｭｳﾀ ﾃﾞｨｰﾌﾟｲﾝﾊﾟｸﾄ 熊本

333 中尾　栄治 ﾅｶｵ　ｴｲｼﾞ ﾏｯｽﾙﾌｧｸﾄﾘｰ炎 熊本

334 葉山　正人 ﾊﾔﾏ ﾏｻﾄ ﾏｯｽﾙﾌｧｸﾄﾘｰ炎 熊本

335 宮本　啓司 ﾐﾔﾓﾄ　ｹｲｼﾞ ﾏｯｽﾙﾌｧｸﾄﾘｰ炎 熊本

336 山元　康平 ﾔﾏﾓﾄ　ｺｳﾍｲ ﾏｯｽﾙﾌｧｸﾄﾘｰ炎 熊本

337 柳田　萌心 ﾔﾅｷﾞﾀ　ﾓｴﾐ 延岡学園高校 宮崎

338 小口　陽介 ｵｸﾞﾁ ﾖｳｽｹ 熊本CTC 熊本

339 泉　真世 ｲｽﾞﾐ　ﾏﾖ 鹿児島 FunRide 鹿児島

340 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

341 森芳　柾博 ﾓﾘﾖｼ　ﾏｻﾋﾛ 福岡教育大学 福岡

342 大西　倖 ｵｵﾆｼ　ｺｳ 福大附属大濠 福岡

343 西山　渓太 ﾆｼﾔﾏ　ｹｲﾀ 佐賀大学ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ部　vigor 佐賀



令和2年（2020年）6月21日（日）開催

【 Start List ／　C-3（チャレンジ） 】 出走人数：69人　

距離：34.5km（15周）

Num 登録番号 選手名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属ﾁｰﾑ 登録等

344 荒木　崇匡 ｱﾗｷ　ﾀｶﾏｻ 熊本

345 井上　隼介 ｲﾉｳｴ　ｼｭﾝｽｹ 宮崎

346 梅木　洋平 ｳﾒｷ　ﾖｳﾍｲ 福岡

347 江崎　結衣 ｴｻｷ　ﾕｲ 熊本

348 大塚　鉄矢 ｵｵﾂｶ　ﾃﾂﾔ 熊本

349 小川　俊介 ｵｶﾞﾜ　ｼｭﾝｽｹ 福岡

350 鍵山　良 ｶｷﾞﾔﾏ　ﾘｮｳ 福岡

351 川代　剛一 ｶﾜｼﾛ　ｺｳｲﾁ 神奈川

352 際田　直樹 ｷﾜﾀﾞ　ﾅｵｷ 熊本

353 小塩　周平 ｺｼｵ　ｼｭｳﾍｲ 福岡

354 田端　賢 ﾀﾊﾞﾀ　ｹﾝ 熊本

355 塚原　旺雅 ﾂｶﾊﾗ ｵｳｶﾞ 佐賀

356 手塚　友二郎 ﾃﾂﾞｶ　ﾕｳｼﾞﾛｳ 熊本

357 中島　圭達 ﾅｶｼﾏ　ｹｲﾀﾂ 福岡

358 中岳　慎太郎 ﾅｶﾀﾞｹ　ｼﾝﾀﾛｳ 福岡

359 中山　真之介 ﾅｶﾔﾏ　ｼﾝﾉｽｹ 熊本

360 引場　正弥 ﾋｷﾊﾞ　ﾏｻﾔ 熊本

361 広野　達徳 ﾋﾛﾉ ﾀﾂﾉﾘ 熊本

362 広野　照政 ﾋﾛﾉ　ﾃﾙﾏｻ 熊本

363 淵　信隆 ﾌﾁ　ﾉﾌﾞﾀｶ 大分

364 松本　憲二 ﾏﾂﾓﾄ ｹﾝｼﾞ 福岡

365 宮口　昭彦 ﾐﾔｸﾞﾁ　ｱｷﾋｺ 熊本

366 宮副　雅晶 ﾐﾔｿﾞｴ　ﾏｻｱｷ 宮崎

367 村上　将太 ﾑﾗｶﾐ　ｼｮｳﾀ 大分

368 山内　晴 ﾔﾏｳﾁ　ﾊﾙ 長崎

369 吉川　智明 ﾖｼｶﾜ　ﾄﾓｱｷ 熊本



令和2年（2020年）6月21日（日）開催

【 Start List ／　ビギナー　ＢC-1 】 出走人数：17人　

距離：6.9km（3周）

Num 登録番号 選手名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属ﾁｰﾑ 登録等

101 小松　拓翔 ｺﾏﾂ ﾀｸﾄ KMTS 福岡

102 中川　楓汰朗 ﾅｶｶﾞﾜ　ﾌｳﾀﾛｳ SSPCｱｽﾘｰﾄ 福岡

103 福永　岳 ﾌｸﾅｶﾞ ｶﾞｸ SSPCｱｽﾘｰﾄ 熊本

104 宮谷　文吾 ﾐﾔﾀﾆ　ﾌﾞﾝｺﾞ SSPC-ｱｽﾘｰﾄ 熊本

105 正木　颯人 ﾏｻｷ　ﾊﾔﾄ SSPCｱｽﾘｰﾄ大江小 熊本

106 谷川　莉玖 ﾀﾆｶﾞﾜ　ﾘｸ SSPC-ｱｽﾘｰﾄ武蔵小 熊本

107 藤田　怜太郎 ﾌｼﾞﾀ　ﾘｮｳﾀﾛｳ SSPC－菊陽中部 熊本

108 飯干　智章 ｲｲﾎﾞｼ　ﾄﾓｱｷ Team E-Star 福岡

109 岩野　優心 ｲﾜﾉ ﾕｳｼﾝ YCCC 熊本

110 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

111 黒澤　おりん ｸﾛｻﾜ ｵﾘﾝ ﾁｰﾑ　ｻﾝﾃﾞｨｽｸ 福岡

112 奥山　大輝 ｵｸﾔﾏ　ﾀﾞｲｷ ﾁｰﾑGINRIN熊本託麻南小 熊本

113 井上　悠喜 ｲﾉｳｴ ﾕｳｷ ﾁｰﾑｻﾝﾃﾞｨｽｸ 福岡

114 瀬戸口　寛二 ｾﾄｸﾞﾁ ｶﾝｼﾞ ﾁｰﾑﾌﾛｯｸﾞｻｲｸﾙ 鹿児島

115 佐藤　康雄 ｻﾄｳ　ﾔｽｶﾂ 鍛造塾 鹿児島

116 冨田　愛琉 ﾄﾐﾀ ｱｲﾙ 鍛造塾 鹿児島

令和2年（2020年）6月21日（日）開催

【 Start List ／　ビギナー　ＢC-2 】 出走人数：11人　

距離：4.6km（2周）

Num 登録番号 選手名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属ﾁｰﾑ 登録等

201 小松　海翔 ｺﾏﾂ ｶｲﾄ KMTS 福岡

202 楠　㤗駕 ｸｽﾉｷ ﾀｲｶﾞ Q-shu Union 宮崎

203 宮谷　治音 ﾐﾔﾀﾆ ﾊﾙﾈ SSPC-ｱｽﾘｰﾄ 熊本

204 谷川　結良 ﾀﾆｶﾞﾜ　ﾕﾗ SSPC-ｱｽﾘｰﾄ武蔵小 熊本

205 多田隈　彩綾 ﾀﾀﾞｸﾏ　ｻｱﾔ SSPC-菊陽北小 熊本

206 美輪　空人 ﾐﾜ　ｿﾗﾄ ｻﾝﾃﾞｨｽｸ 山口

207 近藤　八雲 ｺﾝﾄﾞｳ　ﾔｸﾓ ｼﾞｬｲｱﾝﾄｽﾄｱ熊本 熊本

208 佐藤　軌雄 ｻﾄｳ　ﾐﾁｶﾂ 鍛造塾 鹿児島

209 冨田　楓 ﾄﾐﾀ ｶｴﾃﾞ 鍛造塾 鹿児島

210 冨田　康洋 ﾄﾐﾀ ｺｳﾖｳ 鍛造塾 鹿児島

211 江崎　美友 ｴｻｷ　ﾐﾕ 熊本

令和2年（2020年）6月21日（日）開催

【 Start List ／　ビギナー　ＢC-3 】 出走人数：4人　

距離：2.3km（1周）

Num 登録番号 選手名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属ﾁｰﾑ 登録等

301 下橋　龍太 ｼﾓﾊｼ　ﾘｭｳﾀ EMU 佐賀

302 正木　脩介 ﾏｻｷ　ｼｭｳｽｹ SSPCｱｽﾘｰﾄ大江小 熊本

303 小田　和弥 ｵﾀﾞ　ｶｽﾞﾔ 熊本

304 濱崎　七海 ﾊﾏｻｷ　ﾅﾅﾐ 福岡


