
令和元年（2019年）6月2日（日）開催 START・ｽﾀｰﾄ時刻： 9:30

【 Start List ／　男子ジュニア、男子アンダー17 】 ENTRY・エントリー数：58人

Distance/距離：67.2km（5.6km×12周）

Cat. Num. 登録番号 選手名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属ﾁｰﾑ 登録等

M-J 1 43MJ1701233 上野　樹輝 ｳｴﾉ ﾀﾂｷ 千原台高校 熊本

M-J 2 43MJ1702083 濱道　昌義 ﾊﾏﾐﾁ ﾏｻﾖｼ 千原台高校 熊本

M-J 3 43MJ1701232 平川　稜将 ﾋﾗｶﾜ ﾘｮｳｽｹ 千原台高校 熊本

M-J 4 43MJ1701234 松岡　優馬 ﾏﾂｵｶ ﾕｳﾏ 千原台高校 熊本

M-J 5 43MY1801742 池田　伍功羽 ｲｹﾀﾞ ｺﾞｸｳ 千原台高校 熊本

M-J 6 43MY1801536 髙木　優亜 ﾀｶｷ ﾕｳｱ 千原台高校 熊本

M-J 7 43MY1801535 谷口　翔太郎 ﾀﾆｸﾞﾁ ｼｮｳﾀﾛｳ 千原台高校 熊本

M-J 8 43MY1801739 德永　大陽 ﾄｸﾅｶﾞ  ﾀｲﾖｳ 千原台高校 熊本

M-J 9 43MJ1801741 渡邉　天海 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾃﾝﾐ 千原台高校 熊本

M-J 10 43MJ1801537 中村　栄杜 ﾅｶﾑﾗ ｴｲﾄ 千原台高校 熊本

M-J 11 43mj1801738 江藤　正人 ｴﾄｳ ﾏｻﾋﾄ 千原台高校 熊本

M-J 12 43MJ1801740 德永　泰粋 ﾄｸﾅｶﾞ ﾀｲｷ 千原台高校 熊本

M-J 19 43MJ1600537 入江　航太 ｲﾘｴ ｺｳﾀ 九州学院高校 熊本

M-J 20 43MJ1700768 安達　大晴 ｱﾀﾞﾁ ﾀｲｾｲ 九州学院高校 熊本

M-J 21 43MJ1700767 花香　竜麻 ﾊﾅｶ ﾘｭｳﾏ 九州学院高校 熊本

M-J 22 43MJ1500754 飯田　要次郎 ｲｲﾀﾞ ﾖｳｼﾞﾛｳ 九州学院高校 熊本

M-J 23 43MJ1602705 前田　大騎 ﾏｴﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 九州学院高校 熊本

M-J 24 43MJ1801368 松本　秀之慎 ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾃﾞﾉｼﾝ 九州学院高校 熊本

M-J 29 43MJ1702744 鍋野　迅走 ﾅﾍﾞﾉ ﾊﾔﾄ 開新高校 熊本

M-J 30 43MY1801456 宮島　稔大 ﾐﾔｼﾞﾏ ﾄｼﾋﾛ 開新高校 熊本

M-J 31 43MY1801737 安藤　悠生 ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｳｷ 開新高校 熊本

M-J 36 46MJ1702296 稲留　敦貴 ｲﾅﾄﾞﾒ ｱﾂｷ 南大隅高校 鹿児島

M-J 37 46MJ1702467 大河内　将泰 ｵｵｺｳﾁ ﾏｻﾋﾛ 南大隅高校 鹿児島

M-J 38 46MJ1601904 古林　一夢 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾄﾑ 南大隅高校 鹿児島

M-J 39 46MJ1702294 下山　聖斗 ｻｶﾞﾔﾏ ｱｷﾄ 南大隅高校 鹿児島

M-J 40 46MJ1702295 髙田　堅斗 ﾀｶﾀﾞ ｹﾝﾄ 南大隅高校 鹿児島

M-J 41 46MJ1702293 永田　勘児 ﾅｶﾞﾀ ｶﾝｼﾞ 南大隅高校 鹿児島

M-J 42 46MY1602369 藤田　翔太郎 ﾌｼﾞﾀ ｼｮｳﾀﾛｳ 南大隅高校 鹿児島

M-J 43 46MJ1600578 吉満　貴祐 ﾖｼﾐﾂ ﾀｶﾋﾛ 南大隅高校 鹿児島

M-J 44 46MJ1700483 石橋　慧悟 ｲｼﾊﾞｼｹｲｺﾞ 南大隅高校 鹿児島

M-J 45 46MJ1802307 津留　崚 ﾂﾄﾞ ﾒﾘｮｳ 南大隅高校 鹿児島

M-J 46 46MJ1602674 永射　琢也 ﾅｶﾞ ｲﾀｸﾔ 南大隅高校 鹿児島

M-J 47 46MJ1802308 宮川　佳祐 ﾐﾔｶﾜ ｹｲｽｹ 南大隅高校 鹿児島

M-J 48 46MJ1802309 米倉　慶汰 ﾖﾈｸﾗ ｹｲﾀ 南大隅高校 鹿児島

M-J 57 岡田　翔輝 ｵｶﾀﾞ ｼｮｳｷ チームファンサイクル 福岡

M-U17 13 43MY1901957 栄田　一天 ｴｲﾀﾞ ｶｽﾞﾀｶ 千原台高校 熊本

M-U17 14 43MY1901959 北川　飛燕 ｷﾀｶﾞﾜ ﾋｴﾝ 千原台高校 熊本

M-U17 15 43MY1901960 酒井　翔伍 ｻｶｲ ｼｮｳｺﾞ 千原台高校 熊本

M-U17 16 43MY1901958 潮﨑　孔明 ｼｵｻｷ ｺｳﾒｲ 千原台高校 熊本

M-U17 17 43MY1901860 濱田　大空 ﾊﾏﾀﾞ ﾀｲｸ 千原台高校 熊本

M-U17 18 43MY1901861 松村　匠巳 ﾏﾂﾑﾗ ﾀｸﾐ 千原台高校 熊本

M-U17 25 43MY1600544 中山　遼太郎 ﾅｶﾔﾏ ﾘｮｳﾀﾛｳ 九州学院高校 熊本

M-U17 26 43MY1901315 鈴木　創太 ｽｽﾞｷ ｿｳﾀ 九州学院高校 熊本

M-U17 27 43MY1901310 宮本　新大 ﾐﾔﾓﾄ ｱﾗﾀ 九州学院高校 熊本

M-U17 28 43MY1901436 宮本　寛大 ﾐﾔﾓﾄ ｶﾝﾀ 九州学院高校 熊本

M-U17 32 43MY1901295 兼光　貴悠 ｶﾈﾐﾂ ｷﾕｳ 開新高校 熊本

M-U17 33 43MY1901718 舩石　開 ﾌﾅｲｼ ﾊﾙｷ 開新高校 熊本

M-U17 34 43MY1901717 国枝　晃樹 ｸﾆｴﾀﾞ ｺｳｷ 開新高校 熊本

M-U17 35 43MY1800539 沼田　崚太郎 ﾇﾏﾀ ﾘｮｳﾀﾛｳ 御船高校 熊本

M-U17 49 46MY1700169 瀬戸口　瑛 ｾﾄｸﾞﾁ ｱｷﾗ 南大隅高校 鹿児島

M-U17 50 46MY1800366 福迫　倖輔 ﾌｸｻﾞｺ ｺｳｽｹ 南大隅高校 鹿児島

M-U17 51 46MY1901695 古賀　仁誠 ｺｶﾞ ｼﾞﾝｾｲ 南大隅高校 鹿児島



令和元年（2019年）6月2日（日）開催 START・ｽﾀｰﾄ時刻： 9:30

【 Start List ／　男子ジュニア、男子アンダー17 】 ENTRY・エントリー数：58人

Distance/距離：67.2km（5.6km×12周）

Cat. Num. 登録番号 選手名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属ﾁｰﾑ 登録等

M-U17 52 46MY1901696 楢山　結己 ﾅﾗﾔﾏ ﾕｳｷ 南大隅高校 鹿児島

M-U17 53 46MY1901785 入田　龍馬 ｲﾘﾀ ﾘｭｳﾏ 南大隅高校 鹿児島

M-U17 54 46MY1901786 東郷　誉弥 ﾄｳｺﾞｳ ﾀｶﾔ 南大隅高校 鹿児島

M-U17 55 46MY1802547 中村　蓮 ﾅｶﾑﾗ ﾚﾝ 樟南高校 鹿児島

M-U17 56 46MY1901965 大迫　誠士 ｵｵｻｺ ｾｲｼﾞ 樟南高校 鹿児島

M-U17 58 43MY1703540 福永　隼人 ﾌｸﾅｶﾞ ﾊﾔﾄ SSPC-大津北中 熊本



令和元年（2019年）6月2日（日）開催 START・ｽﾀｰﾄ時刻： 11:40

【 Start List ／　男子エリート、男子アンダー23、マスターズ 】 ENTRY・エントリー数：14人

Distance/距離：67.2km（5.6km×12周）

Cat. Num. 登録番号 選手名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属ﾁｰﾑ 登録等

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

M-E 2 43ME1801369 緒方　佑樹 ｵｶﾞﾀ ﾕｳｷ SSPC アスリート 熊本

M-E 3 44ME1700456 福永　将大 ﾌｸﾅｶﾞ ｼｮｳﾀ 大分

M-U23 101 40MU1900083 中島　雅人 ﾅｶｼﾏ ﾏｻﾄ VC福岡 福岡

M-U23 102 43MU1601492 池田　渓人 ｲｹﾀﾞ ｹｲﾄ VC福岡 熊本

M-U23 103 44MU1802207 秋好　佑太 ｱｷﾖｼ ﾕｳﾀ VC福岡 福岡

M-U23 104 43MU1601634 溝口　永遠 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾄﾜ SSPC アスリート 熊本

M-M 1 35ME1900078 中村　和広 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞﾋﾛ 山口県自転車競技連盟・GRP 山口

M-M 2 35MM1700546 中田　辰朗 ﾅｶﾀ ﾀﾂﾛｳ 山口県自転車競技連盟・GRP 山口

M-M 3 43MM1502466 井上　健志 ｲﾉｳｴ ﾀｹｼ ﾁｰﾑGINRIN熊本 熊本

M-M 4 43MM1602669 武富　正芳 ﾀｹﾄﾐ ﾏｻﾖｼ ﾁｰﾑGINRIN熊本 熊本

M-M 5 45ME1301674 三浦　正志 ﾐｳﾗ ﾏｻｼ チームヤーボー 宮崎

M-M 6 45ME1501431 平瀬　拓郎 ﾋﾗｾ ﾀｸﾛｳ エイル宮崎 宮崎

M-M 7 山本　裕介 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｽｹ 丸子橋ろーどくらぶ 福岡



令和元年（2019年）6月2日（日）開催 START・ｽﾀｰﾄ時刻： 11:43

【 Start List ／　男子アンダー15、女子ジュニア、女子アンダー17、チャレンジ（未登録） 】 ENTRY・エントリー数：18人

Distance/距離：16.8km（5.6km×3周）

Cat. Num. 登録番号 選手名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属ﾁｰﾑ 登録等

M-U15 1 35MY1900004 宮本　翼輝 ﾐﾔﾓﾄ ﾂﾊﾞｷ Coraggio Kawanishi Cycling Team Junior Youth 山口

M-U15 2 43MY1900270 中原　湊 ﾅｶﾊﾗ ﾐﾅﾄ SSPCアスリート熊本 熊本

M-U15 3 43MY1900991 半田　莉都 ﾊﾝﾀﾞ ﾘｲﾁ SSSPC-御船中 熊本

M-U15 4 45MY1900286 藤村　一磨 ﾌｼﾞﾑﾗ ｶｽﾞﾏ チームヤーボー 宮崎

M-U15 5 山本　大輝 ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾞｲｷ チームGINRIN熊本 熊本

M-U15 6 金井　健翔 ｶﾅｲ ｹﾝｼｮｳ ラッキースマイル 鹿児島

M-U15 7 永田　一馬 ﾅｶﾞﾀ ｶｽﾞﾏ 鹿児島

W-J 1 43FJ1600540 中村　鈴花 ﾅｶﾑﾗ ﾘﾝｶ 千原台高校 熊本

W-J 2 43FJ1801743 田中　夢菜 ﾀﾅｶ ﾕｳﾅ 千原台高校 熊本

W-J 3 43FJ1700770 大和　志帆 ﾔﾏﾄ ｼﾎ 九州学院高校 熊本

W-U17 101 43FY1901833 田中　杏奈 ﾀﾅｶ ｱﾝﾅ 千原台高校 熊本

W-U17 102 46FY1901407 谷元　音羽 ﾀﾆﾓﾄ ｵﾄﾊ 鹿屋女子高校 鹿児島

W-U17 103 43FY1702095 広野　優璃 ﾋﾛﾉ ﾕｳﾘ 熊本

ﾁｬﾚﾝｼﾞ 1 関口　偉久 ｾｷｸﾞﾁ ﾀｹﾋｻ CSCｱｷﾂﾞｷ 長崎

ﾁｬﾚﾝｼﾞ 2 田上　康則 ﾀｶﾞﾐ ﾔｽﾉﾘ 熊本

ﾁｬﾚﾝｼﾞ 3 広野　照政 ﾋﾛﾉ ﾃﾙﾏｻ 熊本

ﾁｬﾚﾝｼﾞ 4 松尾　義久 ﾏﾂｵ ﾁｶﾋｻ 山口

ﾁｬﾚﾝｼﾞ 5 村上　将太 ﾑﾗｶﾐ ｼｮｳﾀ 熊本


