
令和元年（2019年）5月3日（金・祝）開催

【 Start List ／　C-1（チャンピオン） 】

Num. 登録番号 選手名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属ﾁｰﾑ 登録等

1 43ME1400499 左迫間　昭一 ｻｺﾏ ｼｮｳｲﾁ ﾁｰﾑGINRIN熊本 熊本

2 47ME0300992 田仲　康矢 ﾀﾅｶ　ｺｳﾔ ﾁｰﾑGINRIN熊本 沖縄

3 46ME1702156 林　ｺﾅﾝ ﾊﾔｼ　ｺﾅﾝ 茶輪子練 鹿児島

4 43ME1502466 井上　健志 ｲﾉｳｴ ﾀｹｼ ﾁｰﾑGINRIN熊本 熊本

5 40ME9702976 小玉　篤志 ｺﾀﾞﾏ ｱﾂｼ ﾁｰﾑﾌｧﾝｻｲｸﾙ 福岡

6 43MJ1700767 花香　竜麻 ﾊﾅｶ　ﾘｭｳﾏ 九州学院 熊本

7 43MJ1700768 安達　大晴 ｱﾀﾞﾁ　ﾀｲｾｲ 九州学院 熊本

8 43MJ1701232 平川　稜将 ﾋﾗｶﾜ　ﾘｮｳｽｹ 千原台高校 熊本

9 43MJ1701233 上野　樹輝 ｳｴﾉ　ﾀﾂｷ 千原台高校 熊本

10 43MJ1701234 松岡　優馬 ﾏﾂｵｶ　ﾕｳﾏ 千原台高校 熊本

11 43MJ1702083 濱道　昌義 ﾊﾏﾐﾁ　ﾏｻﾖｼ 千原台高校 熊本

12 43MJ1801537 中村　栄杜 ﾅｶﾑﾗ　ｴｲﾄ 千原台高校 熊本

13 43MJ1801738 江藤　正人 ｴﾄｳ　ﾏｻﾋﾄ 千原台高校 熊本

14 43MJ1801740 徳永　泰粋 ﾄｸﾅｶﾞ　ﾀｲｷ 千原台高校 熊本

15 43MY1801535 谷口　翔太郎 ﾀﾆｸﾞﾁ　ｼｮｳﾀﾛｳ 千原台高校 熊本

16 43MY1801536 髙木　優亜 ﾀｶｷ　ﾕｳｱ 千原台高校 熊本

17 43MY1801739 徳永　大陽 ﾄｸﾅｶﾞ　ﾀｲﾖｳ 千原台高校 熊本

18 43MY1801742 池田　伍功羽 ｲｹﾀﾞ　ｺﾞｸｳ 千原台高校 熊本

19 43MY1801741 渡邉　天海 ﾜﾀﾅﾍﾞ　ﾃﾝﾐ 千原台高校 熊本

20 43FJ1600540 中村　鈴花 ﾅｶﾑﾗ　ﾘﾝｶ 千原台高校 熊本

21 40MY1703421 田中　壮大朗 ﾀﾅｶ　ｿｳﾀﾛｳ 東福岡高等学校 福岡

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

23 43MU1601492 池田　渓人 ｲｹﾀﾞ ｹｲﾄ VC福岡 熊本

24 43MU1801266 宮崎　泰史 ﾐﾔｻﾞｷ　ﾀｲｼ 津末ﾚｰｼﾝｸﾞ 熊本

25 44MM1700806 神尊　隆治 ｺｳｿ ﾘｭｳｼﾞ 津末ﾚｰｼﾝｸﾞ 大分

26 43ME1801369 緒方　佑樹 ｵｶﾞﾀ　ﾕｳｷ SSPCｰｱｽﾘｰﾄ 熊本

27 43MY1601634 溝口　永遠 ﾐｿﾞｸﾞﾁ　ﾄﾜ SSPCｰｱｽﾘｰﾄ 熊本

28 43MY1703540 福永　隼人 ﾌｸﾅｶﾞ ﾊﾔﾄ SSPC-大津北中 熊本

29 45ME1301674 三浦　正志 ﾐｳﾗ ﾏｻｼ ﾁｰﾑﾔｰﾎﾞｰ 宮崎

30 45ME1400938 泊　義浩 ﾄﾏﾘ ﾖｼﾋﾛ ｴｲﾙ宮崎 宮崎

31 45ME1501431 平瀬　拓郎 ﾋﾗｾ ﾀｸﾛｳ ｴｲﾙ宮崎 宮崎

32 45MY1702082 高佐　龍太郎 ｺｳｻ ﾘｭｳﾀﾛｳ 都城工業高校 宮崎

33 45MY1802223 渡邊　悠晴 ﾜﾀﾅﾍﾞ　ﾕｳｾｲ 都城工業高校 宮崎

34 45MY1901312 堀北　大和 ﾎﾘｷﾀ　ﾔﾏﾄ 都城工業高校 宮崎

35 46MB1900727 米倉　湧太 ﾖﾈｸﾗ　ﾕｳﾀ CIEL BLEU KANOYA Jr. 鹿児島

36 46MU1800365 木村　純気 ｷﾑﾗ　ｼﾞｭﾝｷ 志學館大学自転車競技部 鹿児島

37 44MJ1701508 生野　優翔 ｼｮｳﾉ　ﾕｳﾄ 大分

38 40ME1900403 田中　亮祐 ﾀﾅｶ　ﾘｮｳｽｹ 福岡

39 41MM1800701 岡　正太 ｵｶ　ｼｮｳﾀ 佐賀

出走人数：48人

距離：69.0km（30周）



【 Start List ／　C-1（チャンピオン） 】

Num. 登録番号 選手名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属ﾁｰﾑ 登録等

40 島内　健治 ｼﾏｳﾁ　ｹﾝｼﾞ arcenciel 長崎

41 西村　和樹 ﾆｼﾑﾗ　ｶｽﾞｷ ﾁｰﾑGINRIN熊本 熊本

42 山本　大輝 ﾔﾏﾓﾄ　ﾀﾞｲｷ ﾁｰﾑGINRIN熊本 熊本

43 岩男　康司 ｲﾜｵ ﾔｽｼ Team KOSEI MKI 大分

44 吉田　達哉 ﾖｼﾀﾞ　ﾀﾂﾔ Team ｻｺｯｼｭ 福岡

45 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

46 北川　飛燕 ｷﾀｶﾞﾜ　ﾋｴﾝ 千原台高校 熊本

47 竹本　昌永 ﾀｹﾓﾄ　ｼｮｳｴｲ 長崎

48 馬場﨑　勇人 ﾊﾞﾊﾞｻｷ　ﾕｳﾄ 鹿児島

出走人数：48人

距離：69.0km（30周）



令和元年（2019年）5月3日（金・祝）開催

【 Start List ／　C-2（エキスパート） 】

Num. 登録番号 選手名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属ﾁｰﾑ 登録等

201 40ME1702741 西冨　健司 ﾆｼﾄﾐ　ｹﾝｼﾞ 祐誠高校保護者会OB 福岡

202 40MJ1802890 桐島　一徳 ｷﾘｼﾏ　ｶｽﾞﾉﾘ 東福岡高等学校 福岡

203 40MM1700485 梅本　和寿 ｳﾒﾓﾄ ｶｽﾞﾋｻ Hagibow Bikeworks 福岡

204 40MY1800649 石丸　幸士郎 ｲｼﾏﾙ　ｺｳｼﾛｳ ﾁｰﾑまるこぅ｡ 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 41ME1900471 木下　知哉 ｷﾉｼﾀ　ﾄﾓﾔ PARABOLAｲﾜｲｼｰｶﾞﾙ 佐賀

207 43MY1900270 中原　湊 ﾅｶﾊﾗ　ﾐﾅﾄ SSPC-益城中学校 熊本

208 43MY1900991 半田　莉都 ﾊﾝﾀﾞ　ﾘｲﾁ SSPCｱｽﾘｰﾄ 熊本

209 45ME1802383 石山　和真 ｲｼﾔﾏ　ｶｽﾞﾏ ｴｲﾙ宮崎 宮崎

210 45MY1702066 前畠　伶哉 ﾏｴﾊﾀ　ﾚｲﾔ 都城工業高校 宮崎

211 45MY1702081 高佐　駿平 ｺｳｻ ｼｭﾝﾍﾟｲ 加久藤中学校 宮崎

212 46MY1900466 登　雅輝 ﾉﾎﾞﾙ　ﾏｻｷ 祁答院中学校 茶輪子練 鹿児島

213 松本　昂大 ﾏﾂﾓﾄ ｺｳﾀﾞｲ 9.sports 長崎

214 安徳　優真 ｱﾝﾄｸ　ﾕｳﾏ AJ FACTORY 福岡

215 秋吉　正則 ｱｷﾖｼ ﾏｻﾉﾘ CCPP 福岡

216 大脇　正樹 ｵｵﾜｷ　ﾏｻｷ CCPP 福岡

217 白井　隆之 ｼﾗｲ　ﾀｶﾕｷ CCPP 福岡

218 高杉　龍元 ﾀｶｽｷﾞ　ﾀｶﾓﾄ CCPP 福岡

219 本田　親司 ﾎﾝﾀﾞ ﾁｶｼ CCPP 福岡

220 古野　哲三 ﾌﾙﾉ　ﾃﾂｿﾞｳ FRF 福岡

221 二村　徹 ﾌﾀﾑﾗ　ﾄｵﾙ GFB 福岡

222 尊田　耀介 ｿﾝﾀﾞ　ﾖｳｽｹ hirabikes 福岡

223 高野　樹 ﾀｶﾉ　ｲﾂｷ HITA 大分

224 小松　亮一 ｺﾏﾂ　ﾘｮｳｲﾁ KMTS 福岡

225 森永　剛 ﾓﾘﾅｶﾞ　ﾂﾖｼ Morinaga 3Fit Academy 福岡

226 米倉　亮太 ﾖﾈｸﾗ ﾘｮｳﾀ Morinaga 3Fit Academy 福岡

227 大神　勝伍 ｵｵｶﾞﾐ　ｼｮｳｺﾞ Orange's FLAT0% PT 滋賀

228 石倉　恵介 ｲｼｸﾗ ｹｲｽｹ Triathlon team SAMURAI 熊本

229 牧野　茂一 ﾏｷﾉ　ｼｹﾞｶｽ ｼﾞｪｯﾄｻｲｸﾙ/林商店 福岡

230 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

231 高谷　直人 ﾀｶﾀﾆ ﾅｵﾄ ﾁｰﾑｻｲｸﾙﾌﾟﾗｽ福岡 福岡

232 冨田　洋介 ﾄﾐﾀ　ﾖｳｽｹ ﾗｯｷｰｽﾏｲﾙ 鹿児島

233 前田　瑞穂 ﾏｴﾀﾞ　ﾐｽﾞﾎ TEAM BIGBANG IMP 熊本

234 牧野　圭佑 ﾏｷﾉ　ｹｲｽｹ 鹿児島大学ｻｲｸﾘﾝｸﾞ部　茶輪子練 鹿児島

235 明瀬　直幸 ﾐｮｳｾ　ﾅｵﾕｷ 日本ろう自転車競技協会 熊本

236 麻生　信也 ｱｿｳ ｼﾝﾔ 福岡

237 池上　翔太 ｲｹｶﾞﾐ　ｼｮｳﾀ 福岡

238 大津　哲郎 ｵｵﾂ　ﾃﾂﾛｳ 福岡

239 後藤　隆生 ｺﾞﾄｳ　ﾀｶｵ 福岡

240 小森　達弥 ｺﾓﾘ　ﾀﾂﾔ 大分

出走人数：47人

距離：46.0km（20周）



令和元年（2019年）5月3日（金・祝）開催

【 Start List ／　C-2（エキスパート） 】

Num. 登録番号 選手名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属ﾁｰﾑ 登録等

241 齊藤　和喜 ｻｲﾄｳ　ｶｽﾞｷ 福岡

242 田畑　克彦 ﾀﾊﾞﾀ　ｶﾂﾋｺ 熊本

243 中嶋　岳人 ﾅｶｼﾏ　ﾀｹﾄ 福岡

244 永野　典詞 ﾅｶﾞﾉ　ﾃﾝｼﾞ 熊本

245 松尾　義久 ﾏﾂｵ ﾁｶﾋｻ 山口

246 峯村　拓歩 ﾐﾈﾑﾗ　ﾀｸﾑ 長崎

247 山口　浩二 ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳｼﾞ 広島

出走人数：47人

距離：46.0km（20周）



令和元年（2019年）5月3日（金・祝）開催

【 Start List ／　C-3（チャレンジ） 】

Num. 登録番号 選手名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属ﾁｰﾑ 登録等

301 宮崎　良介 ﾐﾔｻﾞｷ　ﾘｮｳｽｹ ACS Nagasaki 長崎

302 豊藤　翔平 ﾄﾖﾌｼﾞ　ｼｮｳﾍｲ arcenciel 長崎

303 礒井　仁太郎 ｲｿｲ ｼﾞﾝﾀﾛｳ AZCC 福岡

304 次郎丸　高志 ｼﾞﾛｳﾏﾙ ﾀｶｼ AZCC 福岡

305 中村　政信 ﾅｶﾑﾗ　ﾏｻﾉﾌﾞ Fit.co. with Jet cycle 福岡

306 近藤　陽南太 ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾅﾀ JTU 長崎

307 本田　正治 ﾎﾝﾀﾞ　ﾏｻﾊﾙ MacheLaren HONDA 福岡

308 久保　竹生 ｸﾎﾞ　ﾀｹｵ Scuderia Allegro 福岡

309 松岡　悠 ﾏﾂｵｶ　ﾕｳ sspcｱｽﾘｰﾄ 益城中 熊本

310 福沢　輝 ﾌｸｻﾞﾜ　ｱｷﾗ TEAM BIGBANG 熊本

311 柳田　真吾 ﾔﾅｷﾞﾀﾞ　ｼﾝｺﾞ team gck 福岡

312 中野　憲二 ﾅｶﾉ　ｹﾝｼﾞ teamｻｺｯｼｭ 福岡

313 上田　慎也 ｳｴﾀﾞ　ｼﾝﾔ ｱﾙｶﾝｼｪﾙ 長崎

314 菊地　浩二 ｷｸﾁ　ｺｳｼﾞ ｱﾙｶﾝｼｪﾙ 長崎

315 伊藤　精治 ｲﾄｳ　ｾｲｼﾞ ｻｲｸﾘｽﾀ熊本 熊本

316 川村　侃生 ｶﾜﾑﾗ　ﾂﾖｷ ｻｲｸﾘｽﾀ熊本 熊本

317 西田　光宏 ﾆｼﾀﾞ　ﾐﾂﾋﾛ ｻｲｸﾘｽﾀ熊本 熊本

318 古田　智之 ﾌﾙﾀ　ﾄﾓﾕｷ ｻｲｸﾘｽﾀ熊本 熊本

319 福田　俊一 ﾌｸﾀﾞ　ｼｭﾝｲﾁ ｻｺｯｼｭ 福岡

320 柴本　亘 ｼﾊﾞﾓﾄ　ﾜﾀﾙ ｼﾊﾞﾓｻｲｸﾙ 福岡

321 橋本　元気 ﾊｼﾓﾄ ｹﾞﾝｷ しょぼよわ宇都宮支店 栃木

322 矢野　朋宣 ﾔﾉ ﾄﾓﾉﾘ ﾁｰﾑ ｻｺｯｼｭ 福岡

323 小松山　陽翔 ｺﾏﾂﾔﾏ　ﾊﾙﾄ ﾁｰﾑGINRIN熊本大津北中 熊本

324 山田　耕平 ﾔﾏﾀﾞ　ｺｳﾍｲ ふｰちゃんｽﾞ 長崎

325 山田　高弘 ﾔﾏﾀﾞ　ﾀｶﾋﾛ ふｰちゃんｽﾞ 長崎

326 水上　央渉 ﾐｽﾞｶﾐ ｶﾅﾙ ﾌﾞﾗｳ･ﾌﾞﾘｯﾂｪﾝ 栃木

327 金井　健翔 ｶﾅｲ ｹﾝｼｮｳ ﾗｯｷｰｽﾏｲﾙ 鹿児島

328 畝原　尚太郎 ｳﾈﾊﾗ　ｼｮｳﾀﾛｳ 熊本大学ｻｲｸﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 熊本

329 藤本　和久 ﾌｼﾞﾓﾄ　ｶｽﾞﾋｻ 上津江の肥後もっこす 大分

330 上野　英治 ｳｴﾉ　ｴｲｼﾞ 日出杵築共同組合 大分

331 志賀　隆文 ｼｶﾞ ﾀｶﾌﾐ 日出杵築共同組合 大分

332 末松　辰憲 ｽｴﾏﾂ　ﾀﾂﾉﾘ 日出杵築共同組合 大分

333 淵　信隆 ﾌﾁ　ﾉﾌﾞﾀｶ 日出杵築共同組合 大分

334 井上　裕佑 ｲﾉｳｴ　ﾕｳｽｹ 福岡

335 浦田　博行 ｳﾗﾀ　ﾋﾛﾕｷ 福岡

336 鍵山　良 ｶｷﾞﾔﾏ　ﾘｮｳ 福岡

337 小佐井　隆義 ｺｻﾞｲ　ﾀｶﾖｼ 熊本

338 五嶋　豊 ｺﾞﾄｳ　ﾐﾉﾙ 熊本

339 佐々木　崚 ｻｻｷ　ﾘｮｳ 佐賀

340 島津　弘蔵 ｼﾏﾂﾞ　ｺｳｿﾞｳ 熊本

出走人数：55人

距離：34.5km（15周）



令和元年（2019年）5月3日（金・祝）開催

【 Start List ／　C-3（チャレンジ） 】

Num. 登録番号 選手名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属ﾁｰﾑ 登録等

341 清水　圭一郎 ｼﾐｽﾞ　ｹｲｲﾁﾛｳ 熊本

342 下橋　佑亮 ｼﾓﾊｼ　ﾕｳｽｹ 佐賀

343 添田　康之 ｿｴﾀﾞ ﾔｽﾕｷ 福岡

344 田端　賢 ﾀﾊﾞﾀ　ｹﾝ 熊本

345 田端　剛 ﾀﾊﾞﾀ　ﾂﾖｼ 熊本

346 角田　保治 ﾂﾉﾀﾞ ﾔｽﾊﾙ 熊本

347 濱田　純平 ﾊﾏﾀﾞ　ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 福岡

348 広野　照政 ﾋﾛﾉ　ﾃﾙﾏｻ 熊本

349 広野　優璃 ﾋﾛﾉ ﾕｳﾘ 熊本

350 宮口　昭彦 ﾐﾔｸﾞﾁ　ｱｷﾋｺ 熊本

351 村上　将太 ﾑﾗｶﾐ　ｼｮｳﾀ 熊本

352 森山　佳治 ﾓﾘﾔﾏ　ﾖｼﾊﾙ 佐賀

353 山口　貴之 ﾔﾏｸﾞﾁ　ﾀｶﾕｷ 長崎

354 吉川　翔馬 ﾖｼｶﾜ　ｼｮｳﾏ 熊本

355 藤本　飛雅 ﾌｼﾞﾓﾄ　ﾋｭｳｶﾞ 熊本

出走人数：55人

距離：34.5km（15周）



令和元年（2019年）5月3日（金・祝）開催

【 Start List ／ビギナー　BC-1 】

Num. 登録番号 選手名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属ﾁｰﾑ 登録等

301 近藤　瑠菜 ｺﾝﾄﾞｳ ﾙﾅ JTU 長崎

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

303 中山　美月 ﾅｶﾔﾏ ﾐﾂｷ SSPC菊陽西小 熊本

304 石倉　煌介 ｲｼｸﾗ ｺｳｽｹ Triathlon team SAMURAI Jr 熊本

305 服部　宥成 ﾊｯﾄﾘ　ﾕｳｾｲ ﾁｰﾑGINRIN熊本 熊本

306 山本　悠貴 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｷ ﾁｰﾑGINRIN熊本　月出小 熊本

307 佐藤　康雄 ｻﾄｳ　ﾔｽｶﾂ 鍛造塾 鹿児島

308 江崎　結衣 ｴｻｷ　ﾕｲ 熊本

309 広野　達徳 ﾋﾛﾉ ﾀﾂﾉﾘ 熊本

310 山口　鳳也 ﾔﾏｸﾞﾁ　ﾀｶﾔ 長崎

令和元年（2019年）5月3日（金・祝）開催

【 Start List ／ビギナー　BC-2 】

Num. 登録番号 選手名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属ﾁｰﾑ 登録等

201 小松　拓翔 ｺﾏﾂ ﾀｸﾄ KMTS 福岡

202 正木　颯人 ﾏｻｷ　ﾊﾔﾄ SSPC-ｱｽﾘｰﾄ 大江小 熊本

203 藤田　怜太郎 ﾌｼﾞﾀ　ﾘｮｳﾀﾛｳ SSPC-菊陽中部小 熊本

204 福永　岳 ﾌｸﾅｶﾞ ｶﾞｸ SSPC-護川小 熊本

205 宮谷　文吾 ﾐﾔﾀﾆ　ﾌﾞﾝｺﾞ SSPC-太田郷小学校 熊本

206 谷川　莉玖 ﾀﾆｶﾞﾜ　ﾘｸ SSPC-武蔵小 熊本

207 飯干　智章 ｲｲﾎﾞｼ　ﾄﾓｱｷ Team　E-Star 福岡

208 服部　奏ﾉ輔 ﾊｯﾄﾘ　ｿｳﾉｽｹ ﾁｰﾑGINRIN熊本 熊本

209 小玉　成珠 ｺﾀﾞﾏ ﾅﾙﾐ ﾁｰﾑﾌｧﾝｻｲｸﾙ 福岡

210 金井　龍迅 ｶﾅｲ ﾘｭｳｼﾝ ﾗｯｷｰｽﾏｲﾙ 鹿児島

211 冨田　愛琉 ﾄﾐﾀ ｱｲﾙ ﾗｯｷｰｽﾏｲﾙ 鹿児島

212 森山　元晴 ﾓﾘﾔﾏ　ﾓﾄﾊﾙ 佐賀

213 瀬本　月世美 ｾﾓﾄ　ﾂｷﾖﾐ 久木野小学校 熊本

令和元年（2019年）5月3日（金・祝）開催

【 Start List ／ビギナー　BC-3 】

Num. 登録番号 選手名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属ﾁｰﾑ 登録等

101 小松　海翔 ｺﾏﾂ ｶｲﾄ KMTS 福岡

102 宮谷　治音 ﾐﾔﾀﾆ ﾊﾙﾈ SSPC-太田郷小学校 熊本

103 水上　寛大 ﾐｽﾞｶﾐ ｶﾝﾀ しょぼよわ 栃木

104 冨田　康洋 ﾄﾐﾀ ｺｳﾖｳ ﾗｯｷｰｽﾏｲﾙ 鹿児島

105 橋口　楓 ﾊｼｸﾞﾁ　ｶｴﾃﾞ ﾗｯｷｰｽﾏｲﾙ 熊本

106 佐藤　軌雄 ｻﾄｳ　ﾐﾁｶﾂ 鍛造塾 鹿児島

107 近藤　八雲 ｺﾝﾄﾞｳ　ﾔｸﾓ ジャイアントストア熊本 熊本

距離：2.3km（1周）

出走人数：7人

距離：6.9km（3周）

出走人数：10人

出走人数：13人

距離：4.6km（2周）


