
2019年3月16日（土）開催

Num. 登録番号 Y 選手名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属ﾁｰﾑ 登録等

101 14FY1500249 渡部　春雅 ﾜﾀﾍﾞ ｶｽｶﾞ 駒澤大学高等学校 神奈川

102 26MJ1602656 石田　唯 ｲｼﾀﾞ ﾕｲ 北桑田高校 京都

103 40FJ1500468 金田　舞夏 ｶﾈﾀﾞ ﾏｲｶ 祐誠高校 福岡

2019年3月16日（土）開催

Num. 登録番号 Y 選手名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属ﾁｰﾑ 登録等

201 38FY1900106 平林　つかさ ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾂｶｻ 伊予市立港南中学校 愛媛

202 43FY1702095 広野　優璃 ﾋﾛﾉ ﾕｳﾘ 熊本

203 谷元　音羽 ﾀﾆﾓﾄ　ｵﾄﾊ Ciel Bleu 鹿児島

204 垣田　真穂 ｶｷﾀ　ﾏﾎ 北九州市立穴生中学校（あのお） 福岡

2019年3月16日（土）開催

Num. 登録番号 Y 選手名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属ﾁｰﾑ 登録等

1 45MY1900286 藤村　一磨 ﾌｼﾞﾑﾗ ｶｽﾞﾏ ﾁｰﾑﾔｰﾎﾞｰ 宮崎

2 浜砂　輝 ﾊﾏｽﾅ ｱｷﾗ ｴｲﾙ宮崎 宮崎

3 山本　大輝 ﾔﾏﾓﾄ　ﾀﾞｲｷ ﾁｰﾑGINRIN熊本　 熊本

4 35MY1900004 宮本　翼輝 ﾐﾔﾓﾄ ﾂﾊﾞｷ Coraggio Kawanishi Cycling Team Kids 山口

5 43MY1702094 広野　達徳 ﾋﾛﾉ ﾀﾂﾉﾘ 熊本

6 43MY1900270 中原　湊 ﾅｶﾊﾗ　ﾐﾅﾄ SSPCｱｽﾘｰﾄ 益城中 熊本

7 43MY1900991 半田　莉都 ﾊﾝﾀﾞ　ﾘｲﾁ SSPC-ｱｽﾘｰﾄ 熊本

8 46MY1900466 登　雅輝 ﾉﾎﾞﾙ　ﾏｻｷ 茶輪子練 祁答院中学校 鹿児島

9 金井　健翔 ｶﾅｲ ｹﾝｼｮｳ ﾗｯｷｰｽﾏｲﾙ 鹿児島

Distance：　34.6km／2周→2周

【 Start List ／女子 ｼﾞｭﾆｱ W-J 】
出走人数：　3人
StartTime：　13:00:00

Distance：　34.6km／2周→2周

【 Start List／女子 ｱﾝﾀﾞｰ17 W-U17 】
出走人数：　4人
StartTime：　13:00:00

Distance：　34.6km／2周→2周

【 Start List／男子 ｱﾝﾀﾞｰ15 M-U15 】
出走人数：　9人
StartTime：　13:00:00



2019年3月16日（土）開催

Num. 登録番号 Y 選手名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属ﾁｰﾑ 登録等

101 46MY1700169 瀬戸口　瑛 ｾﾄｸﾞﾁ ｱｷﾗ CIEL BLEU Jr. 鹿児島

102 46MY1800366 福迫　倖輔 ﾌｸｻﾞｺ ｺｳｽｹ CIEL BLEU Jr. 鹿児島

103 46MY1802547 中村　蓮 ﾅｶﾑﾗ　ﾚﾝ CIEL BLEU Jr. 鹿児島

104 38MY1703244 半田　誠 ﾊﾝﾀﾞ　ﾏｺﾄ SSPC-ｱｽﾘｰﾄ 愛媛

105 38MY1601616 佐藤　壮志 ｻﾄｳ　ﾀｹｼ SSPC-ｱｽﾘｰﾄ 愛媛

106 01MY1800377 木綿　崚介 ﾓﾒﾝ ﾘｮｳｽｹ ｳﾞｨﾌｧﾘｽﾄ 北海道

107 38MY1700822 村上　裕二郎 ﾑﾗｶﾐ　ﾕｳｼﾞﾛｳ 松山工業高等学校 愛媛

108 38MY1703346 金田　歩 ｶﾈﾀﾞ　ｱﾕﾑ 愛媛

109 40MY1602661 山内　伊織 ﾔﾏｳﾁ ｲｵﾘ 福岡

110 40MY1800649 石丸　幸士郎 ｲｼﾏﾙ　ｺｳｼﾛｳ 大牟田高校 福岡

111 42MY1801616 竹村　海人 ﾀｹﾑﾗ　ｶｲﾄ 長崎県立鹿町工業高等学校自転車競技部 長崎

112 42MY1801620 原　望実 ﾊﾗ　ﾉｿﾞﾐ 長崎県立鹿町工業高等学校自転車競技部 長崎

113 43MY1801535 谷口　翔太郎 ﾀﾆｸﾞﾁ ｼｮｳﾀﾛｳ 千原台高校 熊本

114 43MY1801742 池田　伍功羽 ｲｹﾀﾞ　ｺﾞｸｳ 熊本

115 46MB1900727 米倉　湧太 ﾖﾈｸﾗ　ﾕｳﾀ ｼｴﾙﾌﾞﾙｰ鹿屋ｼﾞｭﾆｱ 鹿児島

116 北川　飛燕 ｷﾀｶﾞﾜ ﾋｴﾝ 玉南中学校 熊本

117 福永　隼人 ﾌｸﾅｶﾞ ﾊﾔﾄ SSPC-大津北中 熊本

118 原田　翔世 ﾊﾗﾀﾞ　ｼｮｳｾｲ 福岡大学付属大濠高等学校 福岡

【 Start List ／男子 ｱﾝﾀﾞｰ17 M-U17 】
出走人数：　18人
StartTime：　14:30:00

Distance：　51.9km／3周→3周



2019年3月16日（土）開催

Num. 登録番号 Y 選手名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属ﾁｰﾑ 登録等

1 43MJ1701233 上野　樹輝 ｳｴﾉ　ﾀﾂｷ 千原台高校 熊本

2 43MJ1801536 高木　優亜 ﾀｶｷ　ﾕｳｱ 千原台高校 熊本

3 43MY1801739 徳永　大陽 ﾄｸﾅｶﾞ　ﾀｲﾖｳ 千原台高校 熊本

4 43MY1801740 徳永　泰粋 ﾄｸﾅｶﾞ　ﾀｲｷ 千原台高校 熊本

5 43MY1801741 渡邉　天海 ﾜﾀﾅﾍﾞ　ﾃﾝﾐ 千原台高校 熊本

6 43MJ1801537 中村　栄杜 ﾅｶﾑﾗ　ｴｲﾄ 千原台高校 熊本

7 26MJ1700838 川村　峻輝 ｶﾜﾑﾗ ｼｭﾝｷ 北桑田高校 京都

8 26MJ1700840 四宮　寛人 ｼﾉﾐﾔ ﾋﾛﾄ 北桑田高校 京都

9 26MJ1700840 山口　海翔 ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｲﾄ 北桑田高校 京都

10 26MJ1700844 小池　陽斗 ｺｲｹ ｱｷﾄ 北桑田高校 京都

11 26MJ1700893 山品　純大 ﾔﾏｼﾅ ｼﾞｭﾝﾀﾞｲ 北桑田高校 京都

12 26MJ1701160 安井　悠真 ﾔｽｲ ﾕｳﾏ 北桑田高校 京都

13 26MJ1800621 藤田　黎明 ﾌｼﾞﾀ ﾚｲﾒｲ 北桑田高校 京都

14 26MJ1801516 岡本　勝哉 ｵｶﾓﾄ ｶﾂﾔ 北桑田高校 京都

15 26MJ1801516 小西　渉 ｺﾆｼ ﾜﾀﾙ 北桑田高校 京都

16 46MJ1600578 吉満　貴祐 ﾖｼﾐﾂ　ﾀｶﾋﾛ 南大隅高校自転車競技部 鹿児島

17 46MJ1601904 古林　一夢 ｺﾊﾞﾔｼ　ﾋﾄﾑ 南大隅高校自転車競技部 鹿児島

18 46MJ1702295 高田　堅斗 ﾀｶﾀﾞ　ｹﾝﾄ 南大隅高校自転車競技部 鹿児島

19 46MJ1702467 大河内　将泰 ｵｵｺｳﾁ　ﾏｻﾋﾛ 南大隅高校自転車競技部 鹿児島

20 46MJ1802307 津留　崚 ﾂﾄﾞﾒ　ﾘｮｳ 南大隅高校自転車競技部 鹿児島

21 46MY1602369 藤田　翔太郎 ﾌｼﾞﾀ ｼｮｳﾀﾛｳ 南大隅高校自転車競技部 鹿児島

22 46MY1602674 永射　琢也 ﾅｶﾞｲ　ﾀｸﾔ 南大隅高校自転車競技部 鹿児島

23 46MY1700483 石橋　慧悟 ｲｼﾊﾞｼ　ｹｲｺﾞ 南大隅高校自転車競技部 福岡

24 46MY1802308 宮川　佳祐 ﾐﾔｶﾜ　ｹｲｽｹ 南大隅高校自転車競技部 鹿児島

25 02MJ1702200 寺澤　勇人 ﾃﾗｻﾜ　ﾊﾔﾄ 青森県立八戸工業高等学校 青森

26 02MJ1702201 畑崎　大輝 ﾊﾀｻﾞｷ　ﾀﾞｲｷ 青森県立八戸工業高等学校 青森

27 02MJ1702202 下川原　誠悟 ｼﾓｶﾜﾗ　ｾｲｺﾞ 青森県立八戸工業高等学校 青森

28 02MY1701189 吉田　真聖 ﾖｼﾀﾞ　ｼﾝｾｲ 八戸工業大学第一高等学校 青森

29 02MY1701190 高橋　翔夢 ﾀｶﾊｼ　ｶｹﾑ 八戸工業大学第一高等学校 青森

30 02MY1701192 荒谷　駿輔 ｱﾗﾔ　ｼｭﾝｽｹ 八戸工業大学第一高等学校 青森

31 02MY1701197 北城　純 ｷﾀｼﾞｮｳ　ｼﾞｭﾝ 八戸工業大学第一高等学校 青森

32 13MJ1802573 荻田　晴 ｵｷﾞﾀ　ｾｲ 東京

33 24MJ1703396 初川　弘浩 ﾊﾂｶﾜ　ｺｳﾋﾛ DADDY 岐阜

34 26MJ1701101 岡本　友汰 ｵｶﾓﾄ　ﾕｳﾀ 京都府立鴨沂高等学校自転車競技部 京都

35 26MJ1701102 藤井　響流 ﾌｼﾞｲ　ｺｳﾙ 京都府立鴨沂高等学校自転車競技部 京都

36 26MJ1701163 見瀬　矩慧 ﾐｾ　ﾀﾀﾞｻﾄ 京都府立向陽高等学校 京都

37 26MJ1701164 福原　名月 ﾌｸﾊﾗ　ﾅﾂﾞｷ 京都府立向陽高等学校 京都

38 26MY1701162 吉田　圭吾 ﾖｼﾀﾞ　ｹｲｺﾞ 京都府立向陽高等学校 京都

39 36MJ1602640 香西　高良 ｺｳｻﾞｲ ﾀｶﾗ 高松工芸高校 香川

40 36MJ1701559 上野　雅彦 ｳｴﾉ　ﾏｻﾋｺ 高松工芸高校 香川

41 36MJ1701563 馬渕　泰誠 ﾏﾌﾞﾁ　ﾀｲｾｲ 高松工芸高校 香川

42 36MJ1701567 原　颯摩 ﾊﾗ　ｿｳﾏ 高松工芸高校 香川

43 36MJ1702519 木村　天哉 ｷﾑﾗ　ﾀｶﾔ 高松工芸高校 香川

44 38MJ1601629 祖母井　佑樹 ｳﾊﾞｶﾞｲ ﾕｳｷ ｴｷｯﾌﾟUﾚｰｼﾝｸﾞ 愛媛

Distance：　51.9km／3周→3周

【 Start List ／男子 ｼﾞｭﾆｱ M-J 】
出走人数：　66人
StartTime：　14:30:00



2019年3月16日（土）開催

Num. 登録番号 Y 選手名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属ﾁｰﾑ 登録等

45 38MJ1101504 岡崎　日向 ｵｶｻﾞｷ　ﾋｭｳｶﾞ 松山工業高等学校 愛媛

46 38MJ1602368 増田　伊吹 ﾏｽﾀﾞ　ｲﾌﾞｷ 松山工業高等学校 愛媛

47 38MJ1900237 山本　航輝 ﾔﾏﾓﾄ　ｺｳｷ 松山工業高等学校 愛媛

48 40MJ1501897 岡山　優太 ｵｶﾔﾏ　ﾕｳﾀ 福岡大学附属大濠高等学校 福岡

49 40MJ1802117 上野　彪馬 ｳｴﾉ　ﾋｭｳﾏ 祐誠高校 自転車競技部 福岡

50 40MJ1802890 桐島　一徳 ｷﾘｼﾏ　ｶｽﾞﾉﾘ 東福岡高等学校 福岡

51 40MY1703421 田中　壮大朗 ﾀﾅｶ　ｿｳﾀﾛｳ 東福岡高等学校 福岡

52 40MJ1900268 宮崎　祐亮 ﾐﾔｻﾞｷ　ﾕｳｽｹ VC福岡ｴﾘｰﾄ 福岡

53 40MJ1900305 出口　駿平 ﾃﾞｸﾞﾁ　ｼｭﾝﾍﾟｲ 福岡県立糸島高等学校 福岡

54 42MY1703367 氏山　和弥 ｳｼﾞﾔﾏ　ｶｽﾞﾔ 長崎県立鹿町工業高等学校自転車競技部 長崎

55 42MY1703368 松本　光 ﾏﾂﾓﾄ　ﾋｶﾙ 長崎県立鹿町工業高等学校自転車競技部 長崎

56 42MY1703371 川原　清雅 ｶﾜﾊﾗ　ｾｲｶﾞ 長崎県立鹿町工業高等学校自転車競技部 長崎

57 42MY1703374 木田　宇龍 ｷﾀﾞ　ｳﾘｭｳ 長崎県立鹿町工業高等学校自転車競技部 長崎

58 42MY1801617 永安　真輝 ﾅｶﾞﾔｽ　ﾏｻｷ 長崎県立鹿町工業高等学校自転車競技部 長崎

59 42MY1801618 平山　有喜 ﾋﾗﾔﾏ　ﾕｳｷ 長崎県立鹿町工業高等学校自転車競技部 長崎

60 42MY1801622 峯口　司 ﾐﾈｸﾞﾁ　ﾂｶｻ 長崎県立鹿町工業高等学校自転車競技部 長崎

61 43MJ1700767 花香　竜麻 ﾊﾅｶ　ﾘｭｳﾏ 九州学院 熊本

62 45MJ1601743 中武　大地 ﾅｶﾀﾞｹ ﾀﾞｲﾁ 宮崎県立　妻高校 宮崎

63 45MJ1802220 木下　晧介 ｷﾉｼﾀ ｺｳｽｹ 延岡学園高校 宮崎

64 45MJ1802221 牧野　泰河 ﾏｷﾉ ﾀｲｶﾞ 延岡学園高校 宮崎

65 43MJ1801738 江藤　正人 ｴﾄｳ　ﾏｻﾋﾄ 熊本

66 43MY1801534 吉川　堅紳 ﾖｼｶﾜ　ｹﾝｼﾝ 熊本

Distance：　51.9km／3周→3周

【 Start List ／男子 ｼﾞｭﾆｱ M-J 】
出走人数：　68人
StartTime：　14:30:00



2019年3月17日（日）開催

Num. 登録番号 Y 選手名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属ﾁｰﾑ 登録等

101 山本　悠貴 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｷ ﾁｰﾑGINRIN熊本　月出小 熊本

102 43MY1702094 広野　達徳 ﾋﾛﾉ ﾀﾂﾉﾘ 熊本

103 石倉　煌介 ｲｼｸﾗ ｺｳｽｹ SAMURAI Jr 熊本

104 内田　柊太朗 ｳﾁﾀﾞ　ｼｭｳﾀﾛｳ SSPC-ｱｽﾘｰﾄ 熊本

105 服部　宥成 ﾊｯﾄﾘ　ﾕｳｾｲ ﾁｰﾑGINRIN熊本 熊本

106 井上　悠喜 ｲﾉｳｴ ﾕｳｷ ﾁｰﾑｻﾝﾃﾞｨｽｸ 福岡

107 岡田　翔輝 ｵｶﾀﾞ　ｼｮｳｷ ﾁｰﾑﾌｧﾝｻｲｸﾙ 福岡

108 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

109 百原　敬吾 ﾓﾓﾊﾗ　ｹｲｺﾞ 熊本

2019年3月17日（日）開催

Num. 登録番号 Y 選手名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属ﾁｰﾑ 登録等

201 冨田　愛琉 ﾄﾐﾀ ｱｲﾙ ﾗｯｷｰｽﾏｲﾙ&鍛造塾 鹿児島

202 宮谷　文吾 ﾐﾔﾀﾆ　ﾌﾞﾝｺﾞ SSPC-太田郷小学校 熊本

203 福永　岳 ﾌｸﾅｶﾞ ｶﾞｸ SSPC-ｱｽﾘｰﾄ 熊本

204 谷川　莉玖 ﾀﾆｶﾞﾜ　ﾘｸ SSPC-武蔵小 熊本

205 藤田　怜太郎 ﾌｼﾞﾀ　ﾘｮｳﾀﾛｳ SSPCｰ菊陽中部小 熊本

206 関口　徳浩 ｾｷｸﾞﾁ　ﾉﾘﾋﾛ 3年3組 長崎

207 飯干　智章 ｲｲﾎﾞｼ　ﾄﾓｱｷ TEAM E-Star 福岡

208 黒澤　おりん ｸﾛｻﾜ ｵﾘﾝ ﾁｰﾑ　ｻﾝﾃﾞｨｽｸ 福岡

209 服部　奏ﾉ輔 ﾊｯﾄﾘ　ｿｳﾉｽｹ ﾁｰﾑGINRIN熊本 熊本

210 瀬本　月世美 ｾﾓﾄ　ﾂｷﾖﾐ 熊本

2019年3月17日（日）開催

Num. 登録番号 Y 選手名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属ﾁｰﾑ 登録等

301 冨田　康洋 ﾄﾐﾀ ｺｳﾖｳ ﾗｯｷｰｽﾏｲﾙ&鍛造塾 鹿児島

302 宮谷　治音 ﾐﾔﾀﾆ ﾊﾙﾈ SSPC-太田郷小学校 熊本

Distance：　3.5km／1周

【 Start List ／　BC-3 】
出走人数：　2人
StartTime：　08:30:00

【 Start List ／　BC-2 】
出走人数：　10人
StartTime：　08:30:00

Distance：　7.0km／2周

【 Start List ／　BC-1 】
出走人数：　9人
StartTime：　08:30:00

Distance：　3.5km／1周



2019年3月17日（日）開催

Num. 登録番号 Y 選手名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属ﾁｰﾑ 登録等

301 竹中　大輔 ﾀｹﾅｶ　ﾀﾞｲｽｹ AZCC 福岡

302 田中　健太郎 ﾀﾅｶ　ｹﾝﾀﾛｳ AZCC 福岡

303 古川　竜司 ﾌﾙｶﾜ　ﾘｭｳｼﾞ COWCOWﾚｰｼﾝｸﾞ 鹿児島

304 橋本　幸樹 ﾊｼﾓﾄ　ｺｳｷ Cycling TEAM Chevalier. 宮崎

305 佐藤　大志 ｻﾄｳ　ﾀﾞｲｼ SSPC-ｱｽﾘｰﾄ 熊本

306 山口　隆博 ﾔﾏｸﾞﾁ　ﾀｶﾋﾛ ｱｸﾞﾘ ｴｺ ﾜｰｸｽ 熊本

307 山口　巧翔 ﾔﾏｸﾞﾁ　ﾀｸﾄ ｱｸﾞﾘ ｴｺ ﾜｰｸｽ 熊本

308 瀬戸　孝 ｾﾄ　ﾀｶｼ かせだｻｲｸﾘﾝｸﾞ倶楽部 鹿児島

309 上假屋　公志郎 ｶﾐｶﾘﾔ　ｺｳｼﾛｳ 久留米大学 福岡

310 田畑　信茂 ﾀﾊﾞﾀ　ﾉﾌﾞｼｹﾞ 三代絆力 熊本

311 田畑　元司 ﾀﾊﾞﾀ　ﾓﾄｼ 三代絆力 熊本

312 楳澤　卓磨 ｳﾒｻﾞﾜ　ﾀｸﾏ 無所属 福岡

313 井上　翼 ｲﾉｳｴ　ﾂﾊﾞｻ 熊本

314 梅田　直輝 ｳﾒﾀﾞ　ﾅｵｷ 福岡

315 瓜生　敬博 ｳﾘｭｳ　ﾀｶﾋﾛ 宮崎

316 加藤　大雄 ｶﾄｳ　ﾊﾙｵ 熊本

317 清水　稜太郎 ｼﾐｽﾞ　ﾘｮｳﾀﾛｳ 長崎

318 田畑　幸司郎 ﾀﾊﾞﾀ　ｺｳｼﾛｳ 熊本

319 中村　倫丈 ﾅｶﾑﾗ　ﾄﾓﾀｹ 鹿児島

320 橋住　伸一郎 ﾊｼｽﾞﾐ　ｼﾝｲﾁﾛｳ 佐賀

321 日野　裕一郎 ﾋﾉ　ﾕｳｲﾁﾛｳ 大分

322 広野　照政 ﾋﾛﾉ　ﾃﾙﾏｻ 熊本

323 村上　将太 ﾑﾗｶﾐ　ｼｮｳﾀ 熊本

324 村木　康男 ﾑﾗｷ ﾔｽｵ 福岡

325 百原　あゆみ ﾓﾓﾊﾗ　ｱﾕﾐ 熊本

326 百原　圭紀 ﾓﾓﾊﾗ　ﾖｼﾉﾘ 熊本

327 脇山　航平 ﾜｷﾔﾏ　ｺｳﾍｲ 熊本

Distance：　13.8km／2周

【 Start List ／チャレンジ（B-3） 】
出走人数：　27人
StartTime：　08:50:00



2019年3月17日（日）開催

Num. 登録番号 Y 選手名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属ﾁｰﾑ 登録等

201 麻生　信也 ｱｿｳ ｼﾝﾔ 福岡

202 宮崎　良介 ﾐﾔｻﾞｷ　ﾘｮｳｽｹ ACS Nagasaki 長崎

203 礒井　仁太郎 ｲｿｲ ｼﾞﾝﾀﾛｳ AZCC 福岡

204 次郎丸　高志 ｼﾞﾛｳﾏﾙ ﾀｶｼ AZCC 福岡

205 前田　瑞穂 ﾏｴﾀﾞ　ﾐｽﾞﾎ BIGBANG 熊本

206 尾形　翔平 ｵｶﾞﾀ　ｼｮｳﾍｲ CCPP 福岡

207 関口　偉久 ｾｷｸﾞﾁ　ﾀｹﾋｻ CSCｱｷﾂﾞｷ 長崎

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

209 木下　知哉 ｷﾉｼﾀ　ﾄﾓﾔ PARABOLAｲﾜｲｼｰｶﾞﾙ 佐賀

210 川上　遼馬 ｶﾜｶﾐ　ﾘｮｳﾏ TEAM ﾌﾟﾛﾎﾟｽﾀ 熊本

211 加治屋　孝弘 ｶｼﾞﾔ　ﾀｶﾋﾛ かせだCC 鹿児島

212 西田　光宏 ﾆｼﾀﾞ　ﾐﾂﾋﾛ ｻｲｸﾘｽﾀ熊本 熊本

213 笹原　賢一 ｻｻﾊﾗ　ｹﾝｲﾁ ﾁｰﾑﾁｬﾘｵｯﾂ 熊本

214 金井　健翔 ｶﾅｲ ｹﾝｼｮｳ ﾗｯｷｰｽﾏｲﾙ 鹿児島

215 松永　悠聖 ﾏﾂﾅｶﾞ　ﾕｳｾｲ 久留米大学自転車愛好会 福岡

216 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

217 西　達彦 ﾆｼ ﾀﾂﾋｺ 人吉球磨ﾄﾗｲｱｽﾛﾝｸﾗﾌﾞ 熊本

218 志賀　隆文 ｼｶﾞ ﾀｶﾌﾐ 日出杵築共同組合 大分

219 淵　信隆 ﾌﾁ　ﾉﾌﾞﾀｶ 日出杵築共同組合 大分

220 光永　将大 ﾐﾂﾅｶﾞ　ｼｮｳﾀ 日曜日のﾈｺ 福岡

221 石井　康平 ｲｼｲ　ｺｳﾍｲ 福岡

222 岩崎　誠 ｲﾜｻｷ　ﾏｺﾄ 熊本

223 桑野　兼悟 ｸﾜﾉ　ｹﾝｺﾞ 熊本

224 今野　泰佑 ｺﾝﾉ　ﾀｲｽｹ 福岡

225 佐藤　俊一郎 ｻﾄｳ ｼｭﾝｲﾁﾛｳ 福岡

226 重山　太介 ｼｹﾞﾔﾏ ﾀﾞｲｽｹ 鹿児島

227 新郷　皓大 ｼﾝｺﾞｳ　ｺｳﾀﾞｲ 佐賀

228 竹本　昌永 ﾀｹﾓﾄ　ｼｮｳｴｲ 長崎

229 東　有子 ﾋｶﾞｼ　ﾕｳｺ 宮崎

230 峯村　拓歩 ﾐﾈﾑﾗ　ﾀｸﾑ 長崎

Distance：　20.7km／3周

【 Start List ／エキスパート（B-2） 】
出走人数：　30人
StartTime：　09:25:00



2019年3月17日（日）開催

Num. 登録番号 Y 選手名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属ﾁｰﾑ 登録等

101 白井　隆之 ｼﾗｲ　ﾀｶﾕｷ CCPP 福岡

102 池上　竜太 ｲｹｶﾞﾐ　ﾘｭｳﾀ TEAM　BIGBANG　IMP 熊本

103 森部　陽一郎 ﾓﾘﾍﾞ ﾖｳｲﾁﾛｳ ｴｲﾙ宮崎 宮崎

104 吉野　和美 ﾖｼﾉ ｶｽﾞﾐ ｴｲﾙ宮崎 宮崎

105 大脇　正樹 ｵｵﾜｷ　ﾏｻｷ CCPP 福岡

106 奥永　剛士 ｵｸﾅｶﾞ ﾂﾖｼ CCPP 福岡

107 多小谷　享 ﾀｺﾀﾆ ｽｽﾑ GFB 福岡

108 伊規須　康生 ｲｷﾞｽ ﾔｽｵ Orange's FLAT 0% PT 福岡

109 福有　聖斗 ﾌｸｱﾘ　ﾏｻﾄ Orange's FLAT 0% PT 福岡

110 石倉　恵介 ｲｼｸﾗ ｹｲｽｹ SAMURAI 熊本

111 二村　徹 ﾌﾀﾑﾗ　ﾄｵﾙ ｻﾝﾄﾘｰ with 大濠Bella! 福岡

112 穂苅　健吾 ﾎｶﾘ　ｹﾝｺﾞ ｻﾝﾄﾘｰ with 大濠Bella! 福岡

113 西山　正臣 ﾆｼﾔﾏ　ﾏｻｵﾐ ｾﾚｸｼｵﾝ南九州 福岡

114 山本　大輝 ﾔﾏﾓﾄ　ﾀﾞｲｷ ﾁｰﾑGINRIN熊本　 熊本

115 藤村　一磨 ﾌｼﾞﾑﾗ ｶｽﾞﾏ ﾁｰﾑﾔｰﾎﾞｰ 宮崎

116 西村　泰憲 ﾆｼﾑﾗ　ﾔｽﾉﾘ つばきねこ 熊本

117 村社　由朗 ﾑﾗｺｿ　ﾖｼﾛｳ ﾎﾝﾀﾞﾛｯｸ自転車部 宮崎

118 冨田　洋介 ﾄﾐﾀ　ﾖｳｽｹ ﾗｯｷｰｽﾏｲﾙ 鹿児島

119 安藤　周 ｱﾝﾄﾞｳ　ｼｭｳ 久留米大学 福岡

120 保田　薫 ﾔｽﾀﾞ　ｶｵﾙ 佐伯BRC 大分

121 西尾　憲悟 ﾆｼｵ　ｹﾝｺﾞ 鹿児島大学ｻｲｸﾘﾝｸﾞ部 鹿児島

122 馬場崎　勇人 ﾊﾞﾊﾞｻｷ　ﾕｳﾄ 鹿児島大学ｻｲｸﾘﾝｸﾞ部 鹿児島

123 石井　海斗 ｲｼｲ　ｶｲﾄ 津末ｼﾞｭﾆｱ 大分

124 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

125 黒田　晃平 ｸﾛﾀﾞ　ｺｳﾍｲ 宮崎

126 境目　拓也 ｻｶｲﾒ　ﾀｸﾔ 熊本

127 中嶋　岳人 ﾅｶｼﾏ　ﾀｹﾄ 福岡

128 福田　理恩 ﾌｸﾀﾞ　ﾘｵﾝ 宮崎

129 吉田　悠輝 ﾖｼﾀﾞ　ﾕｳｷ 福岡

【 Start List ／チャンピオン（B-1） 】
出走人数：　29人
StartTime：　10:10:00

Distance：　27.6km／4周



2019年3月17日（日）開催

Num. 登録番号 Y 選手名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属ﾁｰﾑ 登録等

1 14FM0801083 菊池　香 ｷｸﾁ ｶｵﾘ なるしまﾌﾚﾝﾄﾞ 神奈川

2 46FE1200469 徳留　春美 ﾄｸﾄﾞﾒ ﾊﾙﾐ R.226 鹿児島

3 明地　麻由 ｱｹﾁ ﾏﾕ alcenciel 長崎

2019年3月17日（日）開催

Num. 登録番号 Y 選手名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属ﾁｰﾑ 登録等

21 14FY1500249 渡部　春雅 ﾜﾀﾍﾞ ｶｽｶﾞ 駒澤大学高等学校 神奈川

2019年3月17日（日）開催

Num. 登録番号 Y 選手名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属ﾁｰﾑ 登録等

11 13FE1200505 簑原　由加利 ﾐﾉﾊﾗ ﾕｶﾘ 日本ろう自転車競技協会 東京

12 14FE1301628 早瀬　久美 ﾊﾔｾ ｸﾐ 日本ろう自転車競技協会 神奈川

13 11FE1800749 植田　美香 ｳｴﾀﾞ　ﾐｶ ｻｲﾀﾏｻｲｸﾙﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 埼玉

14 12FE1500315 番場　しおり ﾊﾞﾝﾊﾞ ｼｵﾘ SKG PHARMA 千葉

15 13FE1201909 小田　恵利花 ｵﾀﾞ ｴﾘｶ 東京

16 13FE1702962 手塚　悦子 ﾃﾂﾞｶ　ｴﾂｺ IMEﾚｰｼﾝｸﾞ 東京

17 17FE1703541 永井　愛衣 ﾅｶﾞｲ　ｱｲ ﾄﾏﾄ大好き 長野

18 牛　孟洋 ﾆｭｳ ﾓｳﾖｳ 東京

Distance：　34.6km／2周→2周

【 Start List／女子 ﾏｽﾀｰｽﾞ W-M】
出走人数：　3人
StartTime：　11:15:00

Distance：　34.6km／2周→2周

【 Start List／女子 ｱﾝﾀﾞｰ23　W-U23】
出走人数：　1人
StartTime：　11:15:00

Distance：　34.6km／2周→2周

【 Start List／女子 ｴﾘｰﾄ　W-E】
出走人数：　8人
StartTime：　11:15:00



2019年3月17日（日）開催

Num. 登録番号 Y 選手名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属ﾁｰﾑ 登録等

1 岩男　康司 ｲﾜｵ ﾔｽｼ Team KOSEI @VLKYS 大分

2 44ME1700736 江藤　潤 ｴﾄｳ　ｼﾞｭﾝ 津末ﾚｰｼﾝｸﾞ 大分

3 44MM9702601 津末　浩平 ﾂｽｴ　ｺｳﾍｲ 津末ﾚｰｼﾝｸﾞ 大分

4 44ME1700372 村上　隆弘 ﾑﾗｶﾐ　ﾀｶﾋﾛ 津末ﾚｰｼﾝｸﾞ 大分

5 44MM1700806 神尊　隆治 ｺｳｿ ﾘｭｳｼﾞ 津末ﾚｰｼﾝｸﾞ 大分

6 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

7 藤村　修平 ﾌｼﾞﾑﾗ ｼｭｳﾍｲ ﾁｰﾑﾔｰﾎﾞｰ 宮崎

8 43ME1400505 宮本　利徳 ﾐﾔﾓﾄ ﾄｼﾉﾘ ｾﾚｸｼｵﾝ南九州 熊本

9 46ME1402338 比良　和巳 ﾋﾗ ｶｽﾞﾐ ｾﾚｸｼｵﾝ南九州 鹿児島

10 46ME0700474 和田　桂一 ﾜﾀﾞ ｹｲｲﾁ ｾﾚｸｼｵﾝ南九州 鹿児島

11 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

12 46ME1900467 溝口　智浩 ﾐｿﾞｸﾁ ﾄﾓﾋﾛ ｾﾚｸｼｵﾝ南九州 鹿児島

13 43MM1500363 久野　広将 ﾋｻﾉ　ｺｳｽｹ ｾﾚｸｼｵﾝ南九州 熊本

14 43MM1500364 本田　政隆 ﾎﾝﾀﾞ ﾏｻﾀｶ ｾﾚｸｼｵﾝ南九州 熊本

15 12ME1500311 番場　慶太郎 ﾊﾞﾝﾊﾞ　ｹｲﾀﾛｳ SKG PHARMA 千葉

16 12MM1500253 石塚　将人 ｲｼﾂﾞｶ ﾏｻﾄ 湾岸ｻｲｸﾘﾝｸﾞ･ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ 千葉

17 14MM0801526 菊池　透 ｷｸﾁ ﾄｵﾙ なるしまﾌﾚﾝﾄﾞ 神奈川

18 21ME1300020 川又　直 ｶﾜﾏﾀ ﾀﾀﾞｼ Pinazou Test Team 静岡

19 35ME1200445 岡本　順 ｵｶﾓﾄ ｼﾞｭﾝ 山口県自転車競技連盟･GRP 山口

20 35MM0800557 西川　昌宏 ﾆｼｶﾜ ﾏｻﾋﾛ 山口県自転車競技連盟･GRP 山口

21 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

22 35ME1900078 中村　和広 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞﾋﾛ 温泉同好会 山口

23 40ME1300249 今倉　慎司 ｲﾏｸﾗ ｼﾝｼﾞ ﾌﾟｸﾌﾟｸ団 自転車部 福岡

24 40ME1500347 川上　豪仁 ｶﾜｶﾐ ﾀｹﾋﾄ VC福岡 福岡

25 40ME1700199 深堀　理 ﾌｶﾎﾘ ﾏｻﾙ PARABOLAｲﾜｲｼｰｶﾞﾙ 福岡

26 40ME1900523 渡邉　俊一 ﾜﾀﾅﾍﾞ　ｼｭﾝｲﾁ PARABOLAｲﾜｲｼｰｶﾞﾙ 福岡

27 40MT1700194 水町　勝彦 ﾐｽﾞﾏﾁ ｶﾂﾋｺ PARABOLAｲﾜｲｼｰｶﾞﾙ 福岡

28 40ME1900267 小俣　伸城 ｵﾏﾀ　ﾉﾌﾞｼﾛ Y’s Road 福岡

29 40ME9702499 柴田　健太郎 ｼﾊﾞﾀ ｹﾝﾀﾛｳ TEAM QMAX 福岡

30 40ME9702976 小玉　篤志 ｺﾀﾞﾏ ｱﾂｼ Team Funcycle 福岡

31 40MM1700485 梅本　和寿 ｳﾒﾓﾄ ｶｽﾞﾋｻ Hagibow Bikeworks 福岡

32 43MM1301687 外村　貴司 ｿﾄﾑﾗ ﾀｶｼ ﾁｰﾑGINRIN熊本 熊本

33 43MM1502466 井上　健志 ｲﾉｳｴ ﾀｹｼ ﾁｰﾑGINRIN熊本 熊本

34 43MM1602669 武富　正芳 ﾀｹﾄﾐ ﾏｻﾖｼ ﾁｰﾑGINRIN熊本 熊本

35 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

36 44ME1800122 小笠原　輝彦 ｵｶﾞｻﾜﾗ　ﾃﾙﾋｺ team all out relic 大分

37 45ME1400938 泊　義浩 ﾄﾏﾘ ﾖｼﾋﾛ ｴｲﾙ宮崎 宮崎

38 45ME1501431 平瀬　拓郎 ﾋﾗｾ ﾀｸﾛｳ ｴｲﾙ宮崎 宮崎

39 45ME1600648 羽根田　大 ﾊﾈﾀﾞ ﾀﾞｲ ｴｲﾙ宮崎 宮崎

40 45ME1802384 池田　健 ｲｹﾀﾞ　ﾀｹｼ ｴｲﾙ宮崎 宮崎

41 46ME1500530 川原　康太朗 ｶﾜﾊﾗ　ｺｳﾀﾛｳ Deer Mag Leev 鹿児島

42 秋吉　正則 ｱｷﾖｼ ﾏｻﾉﾘ CCPP 福岡

43 大脇　正樹 ｵｵﾜｷ　ﾏｻｷ CCPP 福岡

44 佐藤　嘉郎 ｻﾄｳ ﾖｼﾛｳ CCPP 福岡

45 中島　正登 ﾅｶｼﾏ　ﾏｻﾄ CCPP 福岡

【 Start List ／男子 ﾏｽﾀｰｽﾞ M-M 】
出走人数：　71人
StartTime：　13:00:00

Distance：　51.9km／3周→3周



2019年3月17日（日）開催

Num. 登録番号 Y 選手名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属ﾁｰﾑ 登録等

46 島内　健治 ｼﾏｳﾁ　ｹﾝｼﾞ arcenciel 長崎

47 橋口　友治 ﾊｼｸﾞﾁ ﾄﾓﾊﾙ NEST nagasaki 長崎

48 越智　雅史 ｵﾁ ﾏｻｼ PARABOLAｲﾜｲｼｰｶﾞﾙ 福岡

49 塚本　茂浩 ﾂｶﾓﾄ ｼｹﾞﾋﾛ PARABOLAｲﾜｲｼｰｶﾞﾙ 福岡

50 佐藤　稔巳 ｻﾄｳ　ﾅﾙﾐ TEAM makai 大分

51 中村　やすし ﾅｶﾑﾗ ﾔｽｼ TEAM SENNA 福岡

52 吉田　達哉 ﾖｼﾀﾞ　ﾀﾂﾔ Team ｻｺｯｼｭ 福岡

53 山下　辰徳 ﾔﾏｼﾀ ﾀﾂﾉﾘ TEAM ﾌﾟﾛﾎﾟｽﾀ 熊本

54 浜砂　満 ﾊﾏｽﾅ　ﾐﾂﾙ ｴｲﾙ宮崎 宮崎

55 園田　哲二 ｿﾉﾀﾞ　ﾃﾂｼﾞ ﾁｰﾑ ｾｶﾝﾄﾞｳｲﾝﾄﾞ 鹿児島 鹿児島

56 山口　健児 ﾔﾏｸﾞﾁ ｹﾝｼﾞ ﾁｰﾑ ｾｶﾝﾄﾞｳｲﾝﾄﾞ 鹿児島 鹿児島

57 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

58 黒木　康勘 ｸﾛｷ ﾔｽﾉﾘ ﾁｰﾑﾔｰﾎﾞｰ 宮崎

59 緒方　敬士 ｵｶﾞﾀ　ｹｲｼ ﾊﾟｰﾌﾟﾙﾓﾝｷｰ 熊本

60 吉岡　雄一 ﾖｼｵｶ ﾕｳｲﾁ ﾓｱ/筑紫丘ﾛｹｯﾄ 福岡

61 冨田　洋介 ﾄﾐﾀ　ﾖｳｽｹ ﾗｯｷｰｽﾏｲﾙ 鹿児島

62 山本　裕介 ﾔﾏﾓﾄ　ﾕｳｽｹ 丸子橋ろｰどくらぶ 福岡

63 川野　繁昭 ｶﾜﾉ ｼｹﾞｱｷ 京ｾﾗｻｲｸﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 鹿児島

64 関本　晃洋 ｾｷﾓﾄ　ｱｷﾋﾛ 水と生きる SUNTORY with 大濠Bella! 福岡

65 宇都　浩隆 ｳﾄ ﾋﾛﾀｶ 鹿児島

66 岡口　広樹 ｵｶｸﾞﾁ　ﾋﾛｷ 熊本

67 齊藤　和喜 ｻｲﾄｳ　ｶｽﾞｷ 福岡

68 中久喜　勇一 ﾅｶｸｷ　ﾕｳｲﾁ 熊本

69 難波　圭太郎 ﾅﾝﾊﾞ　ｹｲﾀﾛｳ 鹿児島

70 日高　隆裕 ﾋﾀﾞｶ　ﾀｶﾋﾛ 宮崎

71 満尾　貞博 ﾐﾂｵ ｻﾀﾞﾋﾛ 鹿児島

Distance：　51.9km／3周→3周

【 Start List ／男子 ﾏｽﾀｰｽﾞ M-M 】
出走人数：　71人
StartTime：　13:00:00



2019年3月17日（日）開催

Num. 登録番号 Y 選手名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属ﾁｰﾑ 登録等

101 17MU1601005 佐藤　宇志 ｻﾄｳ　ﾀｶｼ 明星大学 長野

102 21MU1500036 津田　悠太 ﾂﾀﾞ　ﾕｳﾀ 明星大学 静岡

103 17MU1601004 佐藤　大志 ｻﾄｳ　ﾋﾛｼ 明星大学 東京

104 11MU1500743 佐々木　洸太 ｻｻｷ　ｺｳﾀ 明星大学 埼玉

105 11MU1601679 花見　和哉 ﾊﾅﾐ　ｶｽﾞﾔ 明星大学 埼玉

106 13MU1602077 鷲巣　怜 ﾜｼｽﾞ　ﾚｲ 明星大学 東京

107 14MU1601730 松井　夢源 ﾏﾂｲ　ﾑｹﾞﾝ 明星大学 神奈川

108 21MJ1601346 前島　稔輝 ﾏｴｼﾏ　ﾄｼｷ 明星大学 静岡

109 38MU1400155 平林　飛都 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ　ﾀｶﾄ 明星大学 愛媛

110 02MJ1702200 寺澤　勇人 ﾃﾗｻﾜ　ﾊﾔﾄ 青森県立八戸工業高等学校 青森

111 02MJ1702201 畑崎　大輝 ﾊﾀｻﾞｷ　ﾀﾞｲｷ 青森県立八戸工業高等学校 青森

112 02MJ1702202 下川原　誠悟 ｼﾓｶﾜﾗ　ｾｲｺﾞ 青森県立八戸工業高等学校 青森

113 12MU1601765 川尻　泰生 ｶﾜｼﾞﾘ　ﾀｲｷ 千葉

114 21MU1300010 鈴木　史竜 ｽｽﾞｷ　ｼﾘｭｳ Team Eurasia - IRC Tire 静岡

115 21MU1502760 杉山　雄亮 ｽｷﾞﾔﾏ　ﾕｳｽｹ Leap Hamamatsu Cycling Team 静岡

116 23MU1900883 加藤　功也 ｶﾄｳ　ﾖｼﾅﾘ MAX SPEED97 三重

117 24MU1701584 杉山　陽帥 ｽｷﾞﾔﾏ　ﾖｳｽｲ 大阪大学 岐阜

118 26MU1401047 瀧山　里玖 ﾀｷﾔﾏ　ﾘｸ Team Eurasia - IRC Tire 京都

119 28MU1201117 道見　和也 ﾄﾞｳﾐ　ｶｽﾞﾔ VC AVANZARE 兵庫

120 31MU1703273 野本　周平 ﾉﾓﾄ　ｼｭｳﾍｲ 神戸大学自転車競技ｻｰｸﾙ 鳥取

121 33MU1301007 奥村　祐希 ｵｸﾑﾗ　ﾕｳｷ ｻｲﾌｧｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 岡山

122 34MU1601789 平田　成基 ﾋﾗﾀ　ﾅﾙｷ 九州大学 広島

123 37MU1900297 井上　創太 ｲﾉｳｴ　ｿｳﾀ 九州大学ｻｲｸﾘﾝｸﾞ同好会 徳島

124 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

125 38MJ1500589 村上　功太郎 ﾑﾗｶﾐ ｺｳﾀﾛｳ Decoja Racing 愛媛

126 40MU1702566 原田　将樹 ﾊﾗﾀﾞ　ﾏｻｷ 久留米大学 福岡

127 41MU1401646 佐藤　和輝 ｻﾄｳ　ｶｽﾞｷ 久留米大学 佐賀

128 40MU1900083 中島　雅人 ﾅｶｼﾏ　ﾏｻﾄ VC福岡 福岡

129 43MU1601492 池田　渓人 ｲｹﾀﾞ ｹｲﾄ VC福岡 熊本

130 40MY1402348 田代　匠 ﾀｼﾛ ﾀｸﾐ DIG-IT 福岡

131 43MU1702241 萩本　拓也 ﾊｷﾞﾓﾄ　ﾀｸﾔ 熊本

132 43MU1801266 宮崎　泰史 ﾐﾔｻﾞｷ　ﾀｲｼ 津末ﾚｰｼﾝｸﾞ 熊本

133 43MU1900457 平田　昌大 ﾋﾗﾀ　ｱｷﾋﾛ ﾁｰﾑGINRIN熊本 熊本

134 43MY1601634 溝口　永遠 ﾐｿﾞｸﾞﾁ　ﾄﾜ SSPC-ｱｽﾘｰﾄ 熊本

135 43MY1900270 中原　湊 ﾅｶﾊﾗ　ﾐﾅﾄ SSPCｱｽﾘｰﾄ 益城中 熊本

136 44MU1600352 服平　和樹 ﾌｸﾍﾞ　ｶｽﾞｷ all out 大分

137 44MU1800805 武氏　一真 ﾀｹｳｼﾞ　ｶｽﾞﾏ 大分大学自転車部 大分

138 44MU1800902 上田　智也 ｳｴﾀﾞ　ﾄﾓﾔ 大分大学自転車部 大分

139 45MU1900079 高橋　楽生 ﾀｶﾊｼ　ﾖｼｷ ｴｲﾙ宮崎 宮崎

140 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

141 安徳　優真 ｱﾝﾄｸ　ﾕｳﾏ AJ FACTORY 福岡

142 尊田　耀介 ｿﾝﾀﾞ　ﾖｳｽｹ hirabikes 福岡

143 中村　悠太 ﾅｶﾑﾗ　ﾕｳﾀ teamｻｺｯｼｭ 福岡

144 小島　実来 ｵｼﾞﾏ　ﾐﾂｷ 株式会社 北拓 宮崎

145 安部　響生 ｱﾍﾞ　ﾋﾋﾞｷ 宮崎

Distance：　69.2km／4周→4周

【 Start List ／男子 ｱﾝﾀﾞｰ23 M-U23 】
出走人数：　49人
StartTime：　14:35:00



2019年3月17日（日）開催

Num. 登録番号 Y 選手名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属ﾁｰﾑ 登録等

146 02MY1701192 荒谷　駿輔 ｱﾗﾔ ｼｭﾝｽｹ 八戸工業大学第一高等学校 青森

147 02MY1701197 北城　純生 ｷﾀｼﾞｮｳ ｼﾞｭﾝ 八戸工業大学第一高等学校 青森

148 02MY1701189 吉田　真聖 ﾖｼﾀﾞ ｼﾝｾｲ 八戸工業大学第一高等学校 青森

149 02MY1701190 高橋　翔夢 ﾀｶﾊｼ ｶｹﾙ 八戸工業大学第一高等学校 青森

Distance：　69.2km／4周→4周

【 Start List ／男子 ｱﾝﾀﾞｰ23 M-U23 】
出走人数：　49人
StartTime：　14:35:00



2019年3月17日（日）開催

Num. 登録番号 Y 選手名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属ﾁｰﾑ 登録等

1 12MU1600476 鈴木　浩太 ｽｽﾞｷ　ｺｳﾀ 明星大学 千葉

2 11MJ1600867 今井　希 ｲﾏｲ　ﾉｿﾞﾐ 明星大学 埼玉

3 09MU1501668 島田　柊生 ｼﾏﾀﾞ　ｼｭｳｾｲ 明星大学 栃木

4 38MU1200122 平林　楓輝 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ　ﾌｳｷ 明星大学 愛媛

5 47MU1401137 重満　丈 ｼｹﾞﾐﾂ ｼﾞｮｳ 鹿屋体育大学自転車競技部 沖縄

6 37MU1500383 中村　圭佑 ﾅｶﾑﾗ ｹｲｽｹ 鹿屋体育大学自転車競技部 広島

7 08MU1602239 新田　東弥 ﾆｯﾀ　ﾄｳﾔ 鹿屋体育大学自転車競技部 茨城

8 10MU1300673 石井　駿平 ｲｼｲ ｼｭﾝﾍﾟｲ 鹿屋体育大学自転車競技部 埼玉

9 26MU1301047 徳田　匠 ﾄｸﾀﾞ ﾀｸﾐ 鹿屋体育大学自転車競技部 京都

10 29MU1500108 西原　祐太郎 ﾆｼﾊﾗ ﾕｳﾀﾛｳ 鹿屋体育大学自転車競技部 奈良

11 31MU1401495 河藤　相真 ｶﾜﾄｳ　ｿｳﾏ 鹿屋体育大学自転車競技部 鳥取

12 44MU1401244 長松　大祐 ﾅｶﾞﾏﾂ ﾀﾞｲｽｹ 鹿屋体育大学自転車競技部 大分

13 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

14 47MU1200765 成海　大聖 ﾅﾙﾐ ﾀｲｾｲ 鹿屋体育大学自転車競技部 沖縄

15 46MJ1601207 高良　柊也 ﾀｶﾗ　ｼｭｳﾔ 鹿屋体育大学　Blue Sky 鹿児島

16 46MU1300689 小谷田　貴人 ｺﾔﾀ　ﾀｶﾄ 鹿屋体育大学　Blue Sky 鹿児島

17 46MU1601208 馬場　慎也 ﾊﾞﾊﾞ　ｼﾝﾔ 鹿屋体育大学　Blue Sky 鹿児島

18 46MJ1702467 大河内　将泰 ｵｵｺｳﾁ　ﾏｻﾋﾛ 南大隅高校自転車競技部 鹿児島

19 46MJ1600578 吉満　貴祐 ﾖｼﾐﾂ　ﾀｶﾋﾛ 南大隅高校自転車競技部 鹿児島

20 46MJ1601904 古林　一夢 ｺﾊﾞﾔｼ　ﾋﾄﾑ 南大隅高校自転車競技部 鹿児島

21 46MJ1702295 高田　堅斗 ﾀｶﾀﾞ　ｹﾝﾄ 南大隅高校自転車競技部 鹿児島

22 46MJ1802307 津留　崚 ﾂﾄﾞﾒ　ﾘｮｳ 南大隅高校自転車競技部 鹿児島

23 46MY1700483 石橋　慧悟 ｲｼﾊﾞｼ　ｹｲｺﾞ 南大隅高校自転車競技部 福岡

24 46MY1802308 宮川　佳祐 ﾐﾔｶﾜ　ｹｲｽｹ 南大隅高校自転車競技部 鹿児島

25 11MM0100069 奈良　浩 ﾅﾗ ﾋﾛｼ ｻｲﾀﾏｻｲｸﾙﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 埼玉

26 11MM0210018 小室　雅成 ｺﾑﾛ ﾏｻﾅﾘ ｲﾅｰﾒ信濃山形 埼玉

27 11MJ1600863 氏原　真之介 ｳｼﾞﾊﾗ　ｼﾝﾉｽｹ 埼玉県立浦和高等学校 埼玉

28 13ME1301464 中村　潤 ﾅｶﾑﾗ ｼﾞｭﾝ 東京

29 13ME1402092 川野　健太 ｶﾜﾉ　ｹﾝﾀ 日本ろう自転車競技協会 東京

30 13ME1402245 松井　崇 ﾏﾂｲ　ﾀｶｼ Innocent 東京

31 13ME1700605 松木　匡宏 ﾏﾂｷ　ﾀﾀﾞﾋﾛ MIVRO 東京

32 13ME1800535 小川　剛司 ｵｶﾞﾜ　ｺｳｼﾞ IMEﾚｰｼﾝｸﾞ 東京

33 13ME1800593 國本　幸太 ｸﾆﾓﾄ　ｺｳﾀ なるしまﾌﾚﾝﾄﾞﾚｰｼﾝｸﾞﾁｰﾑ 東京

34 14ME1100042 早瀬　憲太郎 ﾊﾔｾ ｹﾝﾀﾛｳ 日本ろう自転車競技協会 神奈川

35 14ME1500159 高杉　知彰 ﾀｶｽｷﾞ　ﾄﾓｱｷ ｲﾅｰﾒ信濃山形 神奈川

36 18ME0500685 清水　一弘 ｼﾐｽﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 日本写真判定株式会社 富山

37 21ME1100018 石井　基朗 ｲｼｲ ﾓﾄｱｷ 竹芝ｻｲｸﾙﾚｰｼﾝｸﾞ 静岡

38 21ME1401999 秋山　哲也 ｱｷﾔﾏ　ﾃﾂﾔ ﾍﾞﾛｸﾗﾌﾞ　ｱﾚ 静岡

39 21ME9701450 山本　裕昭 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛｱｷ BONDS静岡ｻｲｸﾙＲＴ 静岡

40 22ME1801094 松本　雄大 ﾏﾂﾓﾄ　ﾕｳﾀﾞｲ KINAN AACA 愛知

41 22MM9701178 筧　五郎 ｶｹｲ　ｺﾞﾛｳ 愛知

42 23ME1600600 矢田　健太郎 ﾔﾀﾞ　ｹﾝﾀﾛｳ MAX SPEED97 三重

43 23ME1600601 高山　恭彰 ﾀｶﾔﾏ　ﾔｽｱｷ MAX SPEED97 三重

44 24MJ1703396 初川　弘浩 ﾊﾂｶﾜ　ｺｳﾋﾛ DADDY 岐阜

45 27ME1101605 元山　高嶺 ﾓﾄﾔﾏ　ﾀｶﾈ ｼﾏﾉﾄﾞﾘﾝｷﾝｸﾞ 大阪

【 Start List ／男子 ｴﾘｰﾄ M-E 】
出走人数：　79人
StartTime：　14:35:00

Distance：　69.2km／4周→4周



2019年3月17日（日）開催

Num. 登録番号 Y 選手名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属ﾁｰﾑ 登録等

46 28ME1300230 藤枝　三央 ﾌｼﾞｴﾀﾞ ﾐﾂｵ 兵庫

47 28ME1800285 桐山　雄一 ｷﾘﾔﾏ　ﾕｳｲﾁ ﾁﾊﾞﾎﾟﾝｽﾞ 兵庫

48 34MM1502726 松浦　正己 ﾏﾂｳﾗ　ﾏｻｷ ｴｷｯﾌﾟﾃｨﾗﾝ 広島

49 35MM0100423 真鍋　英祐 ﾏﾅﾍﾞ　ｴｲｽｹ 山口県自転車競技連盟 山口

50 35MM1100616 杉山　文崇 ｽｷﾞﾔﾏ ﾌﾐﾀｶ 山口県自転車競技連盟･GRP 山口

51 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

52 40ME1900403 田中　亮祐 ﾀﾅｶ　ﾘｮｳｽｹ VC福岡 福岡

53 眞武　僚太 ﾏﾀｹ　ﾘｮｳﾀ 久留米大学 福岡

54 41MM1800701 岡　正太 ｵｶ　ｼｮｳﾀ 佐賀

55 42ME1300697 中村　邦男 ﾅｶﾑﾗ ｸﾆｵ ｳｨｽﾞﾗﾝ 長崎

56 42ME1801369 緒方　佑樹 ｵｶﾞﾀ　ﾕｳｷ SSPC＿ｱｽﾘｰﾄ 熊本

57 43ME1101262 大堀　雅行 ｵｵﾎﾘ ﾏｻﾕｷ PURPLE MONKEY 熊本

58 43ME1900089 田中　良介 ﾀﾅｶ　ﾘｮｳｽｹ VC福岡 熊本

59 44ME1400602 岩切　弘輝 ｲﾜｷﾘ ﾋﾛｷ 津末ﾚｰｼﾝｸﾞ 大分

60 44ME1700456 福永　将大 ﾌｸﾅｶﾞ　ｼｮｳﾀ 津末ﾚｰｼﾝｸﾞ 大分

61 45ME1301674 三浦　正志 ﾐｳﾗ ﾏｻｼ ﾁｰﾑﾔｰﾎﾞｰ 宮崎

62 45ME1600649 木本　譲司 ｷﾓﾄ ｼﾞｮｳｼﾞ ｴｲﾙ宮崎 宮崎

63 46ME0800588 徳田　鍛造 ﾄｸﾀﾞ ﾀﾝｿﾞｳ 鹿児島FunRide 鹿児島

64 46ME1702156 林　ｺﾅﾝ ﾊﾔｼ　ｺﾅﾝ 茶輪子練 鹿児島

65 43ME1400499 左迫間　昭一 ｻｺﾏ ｼｮｳｲﾁ ﾁｰﾑGINRIN熊本 熊本

66 43ME1600525 安武　英治 ﾔｽﾀｹ　ｴｲｼﾞ ﾁｰﾑGINRIN熊本 熊本

67 43ME1800379 古澤　卓哉 ﾌﾙｻﾜ　ﾀｸﾔ ﾁｰﾑGINRIN熊本 熊本

68 43ME1800541 谷崎　雄樹 ﾀﾆｻﾞｷ　ﾕｳｷ ﾁｰﾑGINRIN熊本 熊本

69 中原　裕章 ﾅｶﾊﾗ　ﾋﾛｱｷ ﾁｰﾑGINRIN熊本 熊本

70 西村　和樹 ﾆｼﾑﾗ　ｶｽﾞｷ ﾁｰﾑGINRIN熊本 熊本

71 宮田　直也 ﾐﾔﾀ　ﾅｵﾔ Innocent 千葉

72 武藤　奎 ﾑﾄｳ　ｹｲ Innocent 東京

73 山根　舜 ﾔﾏﾈ　ｼｭﾝ 宮崎大学自転車部 宮崎

74 木村　拓哉 ｷﾑﾗ　ﾀｸﾔ 熊本

75 西　貞博 ﾆｼ　ｻﾀﾞﾋﾛ 福岡

76 林　未知彦 ﾊﾔｼ ﾐﾁﾋｺ 福岡

77 福井　康典 ﾌｸｲ　ｺｳｽｹ 熊本

78 46ME0900699 原田　裕成 ﾊﾗﾀﾞﾋﾛｱｷ シエルブルー鹿屋 鹿児島

79 42MM1900515 岩男　大輔 ｲﾜｵ ﾀﾞｲｽｹ ACS nagasaki 長崎

Distance：　69.2km／4周→4周

【 Start List ／男子 ｴﾘｰﾄ M-E 】
出走人数：　79人
StartTime：　14:35:00


