
令和元年（2019年）8月11日（日）開催

【 Start List ／　C-1（チャンピオン） 】 出走人数：57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 46ME1702156 林　ｺﾅﾝ ﾊﾔｼ　ｺﾅﾝ 茶輪子練 鹿児島

2 40ME9702976 小玉　篤志 ｺﾀﾞﾏ ｱﾂｼ Team FunCycles 福岡

3 46MU1800365 木村　純気 ｷﾑﾗ　ｼﾞｭﾝｷ 志學館大学 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 44ME1902046 岩男　康司 ｲﾜｵ ﾔｽｼ Team KOSEI MKI 大分

6 43ME1400499 左迫間　昭一 ｻｺﾏ ｼｮｳｲﾁ ﾁｰﾑGINRIN熊本 熊本

7 43ME1600525 安武　英治 ﾔｽﾀｹ　ｴｲｼﾞ ﾁｰﾑGINRIN熊本 熊本

8 43MM1301687 外村　貴司 ｿﾄﾑﾗ ﾀｶｼ ﾁｰﾑGINRIN熊本 熊本

9 47ME0300992 田仲　康矢 ﾀﾅｶ　ｺｳﾔ ﾁｰﾑGINRIN熊本 沖縄

10 40ME9702291 荒上　光亮 ｱﾗｶﾞﾐ ｺｳｽｹ ﾁｰﾑﾌｧﾝｻｲｸﾙ 福岡

11 40ME9900444 石堂　大悟 ｲｼﾄﾞｳ　ﾀﾞｲｺﾞ 石堂直子くらしﾃﾞｻﾞｲﾝｵﾌｨｽ一級建築士事務所 福岡

12 43ME1101062 大堀　雅行 ｵｵﾎﾘ ﾏｻﾕｷ ﾊﾟｰﾌﾟﾙﾓﾝｷｰ 熊本

13 43MJ1801537 中村　栄杜 ﾅｶﾑﾗ　ｴｲﾄ 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 43MY1801739 德永　大陽 ﾄｸﾅｶﾞ　ﾀｲﾖｳ 千原台高校 熊本

17 43MY1801741 渡邉　天海 ﾜﾀﾅﾍﾞ　ﾃﾝﾐ 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 43MY1901860 濱田　大空 ﾊﾏﾀﾞ　ﾀｲｸ 千原台高校 熊本

20 43MY1901861 松村　匠巳 ﾏﾂﾑﾗ　ﾀｸﾐ 千原台高校 熊本

21 43MY1901957 栄田　一天 ｴｲﾀﾞ　ｶｽﾞﾀｶ 千原台高校 熊本

22 43MY1901958 潮崎　孔明 ｼｵｻｷ　ｺｳﾒｲ 千原台高校 熊本

23 43MY1901959 北川　飛燕 ｷﾀｶﾞﾜ ﾋｴﾝ 千原台高校 熊本

24 43MY1901960 酒井　翔伍 ｻｶｲ　ｼｮｳｺﾞ 千原台高校 熊本

25 43FY1901833 田中　杏奈 ﾀﾅｶ ｱﾝﾅ 千原台高校 熊本

26 43MY1901310 宮本　新大 ﾐﾔﾓﾄ　ｱﾗﾀ 九州学院高校 熊本

27 43MY1901315 鈴木　創太 ｽｽﾞｷ　ｿｳﾀ 九州学院高校 熊本

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

29 43MY1703540 福永　隼人 ﾌｸﾅｶﾞ ﾊﾔﾄ SSPC-大津北中 熊本

30 43ME1801369 緒方　佑樹 ｵｶﾞﾀ　ﾕｳｷ SSPC-ｱｽﾘｰﾄ 熊本

31 43MY1900270 中原　湊 ﾅｶﾊﾗ　ﾐﾅﾄ SSPCｱｽﾘｰﾄ-益城中 熊本

32 43MY1800539 沼田　崚太郎 ﾇﾏﾀ ﾘｮｳﾀﾛｳ 御船高校 熊本

33 43MY1901295 兼光　貴悠 ｶﾈﾐﾂ　ｷﾕｳ 開新高校 熊本

34 46MJ1700483 石橋　慧悟 ｲｼﾊﾞｼ　ｹｲｺﾞ 南大隅高校 鹿児島

35 46MY1700169 瀬戸口　瑛 ｾﾄｸﾞﾁ ｱｷﾗ 南大隅高校 鹿児島

36 46MY1800366 福迫　倖輔 ﾌｸｻﾞｺ ｺｳｽｹ 南大隅高校 鹿児島

37 46MY1802308 宮川　佳祐 ﾐﾔｶﾜ　ｹｲｽｹ 南大隅高校 鹿児島

38 48MJ1802307 津留　崚 ﾂﾄﾞﾒ　ﾘｮｳ 南大隅高校 鹿児島

39 46MY1802547 中村　蓮 ﾅｶﾑﾗ　ﾚﾝ 樟南高校 鹿児島

40 26MJ1800621 藤田　黎明 ﾌｼﾞﾀ　ﾚｲﾒｲ 北桑田高校 京都

41 41MM1800701 岡　正太 ｵｶ　ｼｮｳﾀ 佐賀

42 西村　和樹 ﾆｼﾑﾗ　ｶｽﾞｷ ﾁｰﾑGINRIN熊本 熊本

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

44 柿原　健太 ｶｷﾊﾗ　ｹﾝﾀ SUCC 佐賀

45 俵　悠斗 ﾀﾜﾗ　ﾕｳﾄ Team I'm Ama 鹿児島



令和元年（2019年）8月11日（日）開催

【 Start List ／　C-1（チャンピオン） 】 出走人数：57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

46 中村　悠太 ﾅｶﾑﾗ　ﾕｳﾀ Teamｻｺｯｼｭ 福岡

47 古賀　隆信 ｺｶﾞ　ﾀｶﾉﾌﾞ あさひ 宮崎

48 淺田　隼也人 ｱｻﾀﾞ　ﾊﾔﾄ ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ 宮崎

49 森川　義之 ﾓﾘｶﾜ　ﾖｼﾕｷ ﾁｰﾑGINRIN熊本 熊本

50 山本　大輝 ﾔﾏﾓﾄ　ﾀﾞｲｷ ﾁｰﾑGINRIN熊本 熊本

51 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

52 志方　健太郎 ｼｶﾀ ｹﾝﾀﾛｳ ﾌﾘｰ 福岡

53 宮之前　健二 ﾐﾔﾉﾏｴ　ｹﾝｼﾞ 鹿児島

505 45MY1901312 堀北　大和 ﾎﾘｷﾀ　ﾔﾏﾄ 都城工業高校 宮崎

506 43MY1801536 髙木　優亜 ﾀｶｷ　ﾕｳア 千原台高校 熊本

507 46ME0800588 徳田　鍛造 ﾄｸﾀﾞ ﾀﾝｿﾞｳ 鹿児島FunRide 京都

508 43ME1800541 谷崎　雄樹 ﾀﾆｻﾞｷ　ﾕｳｷ ﾁｰﾑGINRIN熊本 熊本



令和元年（2019年）8月11日（日）開催

【 Start List ／　C-2（エキスパート） 】 出走人数：48人　

距離：46.0km（20周）

Num. 登録番号 選手名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属ﾁｰﾑ 登録等

201 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

202 丸山　博己 ﾏﾙﾔﾏ　ﾋﾛﾐ 鹿児島

203 40MJ1802890 桐島　一徳 ｷﾘｼﾏ　ｶｽﾞﾉﾘ 東福岡高等学校 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 42MM1902240 宮崎　良介 ﾐﾔｻﾞｷ　ﾘｮｳｽｹ ACS Nagasaki 長崎

206 43MY1900991 半田　莉都 ﾊﾝﾀﾞ　ﾘｲﾁ SSPC-御船中 熊本

207 45MJ1802221 牧野　泰河 ﾏｷﾉ　ﾀｲｶﾞ 延岡学園 宮崎

208 46FE1200469 徳留　春美 ﾄｸﾄﾞﾒ ﾊﾙﾐ R.226 鹿児島

209 坂本　泰崇 ｻｶﾓﾄ　ﾔｽﾀｶ A&Nｻｲｸﾙﾌﾚﾝﾄﾞ 福岡

210 秋吉　正則 ｱｷﾖｼ ﾏｻﾉﾘ CCPP 福岡

211 奥永　剛士 ｵｸﾅｶﾞ ﾂﾖｼ CCPP 福岡

212 白井　隆之 ｼﾗｲ　ﾀｶﾕｷ CCPP 福岡

213 高杉　龍元 ﾀｶｽｷﾞ　ﾀｶﾓﾄ CCPP 福岡

214 永友　政彦 ﾅｶﾞﾄﾓ ﾏｻﾋｺ CCPP 福岡

215 泉　正明 ｲｽﾞﾐ　ﾏｻｱｷ Cycling TEAM Chevalier. 宮崎

216 犬丸　隆行 ｲﾇﾏﾙ　ﾀｶﾕｷ FRF 福岡

217 坂田　多加雄 ｻｶﾀ ﾀｶｵ FRF 福岡

218 古野　哲三 ﾌﾙﾉ　ﾃﾂｿﾞｳ FRF 福岡

219 尊田　耀介 ｿﾝﾀﾞ　ﾖｳｽｹ hirabikes 福岡

220 小松　亮一 ｺﾏﾂ　ﾘｮｳｲﾁ KMTS 福岡

221 中岳　慎太郎 ﾅｶﾀﾞｹ　ｼﾝﾀﾛｳ L'equipe de Rry 福岡

222 平野　航大 ﾋﾗﾉ　ｺｳﾀﾞｲ nexstra GCK 福岡

223 松尾　義久 ﾏﾂｵ ﾁｶﾋｻ NIKO 山口

224 大神　勝伍 ｵｵｶﾞﾐ　ｼｮｳｺﾞ Orange's FLAT 0% PT 滋賀

225 楠本　颯太 ｸｽﾓﾄ　ｿｳﾀ sspc-ｱｽﾘｰﾄ熊本 熊本

226 木村　拓哉 ｷﾑﾗ　ﾀｸﾔ TEAM BIGBANG 熊本

227 石松　遼 ｲｼﾏﾂ　ﾘｮｳ TEAM BIGBANG IMP 熊本

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

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

230 村上　紘平 ﾑﾗｶﾐ　ｺｳﾍｲ TEAM BIGBANG IMP 熊本

231 石倉　恵介 ｲｼｸﾗ ｹｲｽｹ Triathlon Team SAMURAI 熊本

232 坂本　晋也 ｻｶﾓﾄ　ｼﾝﾔ さかしん 福岡

233 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

234 古川　弘典 ﾌﾙｶﾜ ﾋﾛﾉﾘ ﾁｰﾑ侍 福岡

235 緒方　敬士 ｵｶﾞﾀ　ｹｲｼ ﾊﾟｰﾌﾟﾙﾓﾝｷｰ 熊本

236 金井　健翔 ｶﾅｲ ｹﾝｼｮｳ ﾗｯｷｰｽﾏｲﾙ 鹿児島

237 冨田　洋介 ﾄﾐﾀ　ﾖｳｽｹ ﾗｯｷｰｽﾏｲﾙ 鹿児島

238 馬場﨑　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

239 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

240 麻生　信也 ｱｿｳ ｼﾝﾔ 福岡

241 今村　貴志 ｲﾏﾑﾗ　ﾀｶｼ 福岡

242 岩田　優也 ｲﾜﾀ　ﾕｳﾔ 熊本

243 太田黒　快斗 ｵｵﾀｸﾞﾛ　ｶｲﾄ 熊本

244 大津　哲郎 ｵｵﾂ　ﾃﾂﾛｳ 福岡

245 齊藤　和喜 ｻｲﾄｳ　ｶｽﾞｷ 福岡



令和元年（2019年）8月11日（日）開催

【 Start List ／　C-2（エキスパート） 】 出走人数：48人　

距離：46.0km（20周）

Num. 登録番号 選手名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属ﾁｰﾑ 登録等

246 直野　泰河 ﾅｵﾉ　ﾀｲｶﾞ 大分

247 米倉　亮太 ﾖﾈｸﾗ ﾘｮｳﾀ 福岡

504 小島　実来 ｵｼﾞﾏ ﾐﾂｷ 株式会社 北拓 高知



令和元年（2019年）8月11日（日）開催

【 Start List ／　C-3（チャレンジ） 】 出走人数：78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 檜森　亮佑 ﾋﾓﾘ　ﾘｮｳｽｹ SUCC 佐賀

302 下橋　佑亮 ｼﾓﾊｼ　ﾕｳｽｹ 佐賀

303 五嶋　豊 ｺﾞﾄｳ　ﾐﾉﾙ UTGCC 熊本

304 潮崎　史裕 ｼｵｻｷ　ﾌﾐﾋﾛ BLK 熊本

305 古田　智之 ﾌﾙﾀ　ﾄﾓﾕｷ Ccapac Apu 熊本

306 白井　朋幸 ｼﾗｲ　ﾄﾓﾕｷ nexstra GCK 福岡

307 林　勇輝 ﾊﾔｼ　ﾕｳｷ nexstra GCK 福岡

308 徳留　順一 ﾄｸﾄﾞﾒ ｼﾞｭﾝｲﾁ R.226 鹿児島

309 鎗居　達郎 ﾔﾘｲ ﾀﾂﾛｳ RCSC 熊本

310 久保　竹生 ｸﾎﾞ　ﾀｹｵ Scuderia Allegro 福岡

311 多田隈　崇志 ﾀﾀﾞｸﾏ　ﾀｶｼ SSPC-ｱｽﾘｰﾄ 熊本

312 坂井　達彦 ｻｶｲ　ﾀﾂﾋｺ SSPC-ｱｽﾘｰﾄ 熊本

313 宮谷　哲 ﾐﾔﾀﾆ　ｱｷﾗ SSPC-ｱｽﾘｰﾄ 熊本

314 多田隈　悠雅 ﾀﾀﾞｸﾏ　ﾕｳｶﾞ SSPC-菊陽中 熊本

315 渡邉　成穂 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｹﾞﾎ TCP 熊本

316 中野　憲二 ﾅｶﾉ　ｹﾝｼﾞ Team  ｻｺｯｼｭ 福岡

317 井上　智昭 ｲﾉｳｴ　ﾄﾓｱｷ UTGCC 熊本

318 小佐井　隆義 ｺｻﾞｲ　ﾀｶﾖｼ UTGCC 熊本

319 島津　弘蔵 ｼﾏﾂﾞ　ｺｳｿﾞｳ UTGCC 熊本

320 吉川　翔馬 ﾖｼｶﾜ　ｼｮｳﾏ UTGCC 熊本

321 六郎万　靖 ﾛｸﾛｳﾏﾝ　ﾔｽｼ UTGCC 熊本

322 上田　慎也 ｳｴﾀﾞ　ｼﾝﾔ ｱﾙｶﾝｼｪﾙ 長崎

323 飯田　亘稀 ｲｲﾀﾞ　ｺｳｷ ｻｲｸﾘｽﾀ熊本 熊本

324 伊藤　精治 ｲﾄｳ　ｾｲｼﾞ ｻｲｸﾘｽﾀ熊本 熊本

325 入谷　樹 ｲﾘﾀﾆ　ｲﾂｷ ｻｲｸﾘｽﾀ熊本 熊本

326 村上　智章 ﾑﾗｶﾐ　ﾄﾓｱｷ ｻｲｸﾘｽﾀ熊本 熊本

327 柴本　亘 ｼﾊﾞﾓﾄ　ﾜﾀﾙ ｼﾊﾞﾓｻｲｸﾙ 福岡

328 林　俊男 ﾊﾔｼ　ﾄｼｵ ﾁｰﾑGINRIN熊本 熊本

329 石垣　歩夢 ｲｼｶﾞｷ　ｱﾕﾑ なし 福岡

330 塚原　旺雅 ﾂｶﾊﾗ ｵｳｶﾞ 久留米高専ｻｲｸﾘﾝｸﾞ同好会 佐賀

331 寺尾　公志 ﾃﾗｵ　ﾏｻﾕｷ 熊本大学ｻｲｸﾘﾝｸﾞ部 熊本

332 谷口　凜 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾘﾝ 鹿南中学校 熊本

333 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

334 井上　翼 ｲﾉｳｴ　ﾂﾊﾞｻ 人吉球磨ｻｲｸﾘﾝｸﾞ倶楽部 熊本

335 西田　光宏 ﾆｼﾀﾞ　ﾐﾂﾋﾛ 西田ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ 熊本

336 赤坂　幸一 ｱｶｻｶ ｺｳｲﾁ 福岡

337 上田　勧 ｳｴﾀﾞ　ｽｽﾑ 熊本

338 植田　寛之 ｳｴﾀﾞ　ﾋﾛﾕｷ 熊本

339 梅木　洋平 ｳﾒｷ　ﾖｳﾍｲ 愛知

340 大田黒　晃平 ｵｵﾀｸﾞﾛ　ｺｳﾍｲ 熊本

341 大森　治豊 ｵｵﾓﾘ　ﾊﾙﾄﾖ 熊本

342 鍵山　良 ｶｷﾞﾔﾏ　ﾘｮｳ 福岡

343 唐田　宗一郎 ｶﾗﾀ　ｿｳｲﾁﾛｳ 熊本

344 管　慎哉 ｶﾝ　ｼﾝﾔ 大分

345 北村　陸斗 ｷﾀﾑﾗ　ﾘｸﾄ 熊本



令和元年（2019年）8月11日（日）開催

【 Start List ／　C-3（チャレンジ） 】 出走人数：78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

346 佐伯　　修明 ｻｴｷ　ﾉﾌﾞｱｷ 熊本

347 椎木　洋斗 ｼｲｷﾞ　ﾋﾛﾄ 山口

348 清水　圭一郎 ｼﾐｽﾞ　ｹｲｲﾁﾛｳ 熊本

349 寿福　拓也 ｼﾞｭﾌｸ　ﾀｸﾔ 鹿児島

350 大徳　朋亮 ﾀﾞｲﾄｸ　ﾄﾓｱｷ 熊本

351 立山　誠 ﾀﾃﾔﾏ　ﾏｺﾄ 熊本

352 田中　誠一 ﾀﾅｶ　ｾｲｲﾁ 熊本

353 谷川　洋則 ﾀﾆｶﾞﾜ　ﾋﾛﾉﾘ 熊本

354 谷口　淳一郎 ﾀﾆｸﾞﾁ　ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ 鹿児島

355 田端　賢 ﾀﾊﾞﾀ　ｹﾝ 熊本

356 田端　剛 ﾀﾊﾞﾀ　ﾂﾖｼ 熊本

357 塚野　英明 ﾂｶﾉ ﾋﾃﾞｱｷ 長崎

358 辻　孝規 ﾂｼﾞ ﾀｶﾉﾘ 福岡

359 永田　一馬 ﾅｶﾞﾀ　ｶｽﾞﾏ 鹿児島

360 濱田　純平 ﾊﾏﾀﾞ　ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 福岡

361 東　智徳 ﾋｶﾞｼ　ﾄﾓﾉﾘ 福岡

362 広野　照政 ﾋﾛﾉ　ﾃﾙﾏｻ 熊本

363 広野　優璃 ﾋﾛﾉ ﾕｳﾘ 熊本

364 福田　良 ﾌｸﾀﾞ　ﾘｮｳ 福岡

365 浮池　昌二朗 ﾌｹ　ｼｮｳｼﾞﾛｳ 熊本

366 本田　裕哉 ﾎﾝﾀﾞ　ﾕｳﾔ 福岡

367 前野　史朗 ﾏｴﾉ　ｼﾛｳ 山口

368 松田　亮二 ﾏﾂﾀﾞ　ﾘｮｳｼﾞ 熊本

369 宮口　昭彦 ﾐﾔｸﾞﾁ　ｱｷﾋｺ 熊本

370 村上　将太 ﾑﾗｶﾐ　ｼｮｳﾀ 熊本

371 村木　康男 ﾑﾗｷ ﾔｽｵ 福岡

372 森　雄利 ﾓﾘ　ﾕｳﾘ 長崎

373 山口　祥瑛 ﾔﾏｸﾞﾁ　ｼｮｳｴｲ 福岡

374 山本　翔 ﾔﾏﾓﾄ　ｶｹﾙ 熊本

375 吉川　智明 ﾖｼｶﾜ　ﾄﾓｱｷ 熊本

503 二神　琉泉 ﾌﾀｶﾐ　ﾙｲ 鍛造塾 鹿児島

502 佐藤　皓相 ｻﾄｳ　ｺｳｽｹ 福岡

509 大島　篤 ｵｵｼﾏ　ｱﾂｼ 鹿児島FunRide 鹿児島



令和元年（2019年）8月11日（日）開催

【 Start List ／　ビギナー　ＢC-1 】 出走人数：10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

301 山本　悠貴 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｷ ﾁｰﾑGINRIN熊本　月出小 熊本

302 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

303 広野　達徳 ﾋﾛﾉ ﾀﾂﾉﾘ 熊本

304 佐藤　康雄 ｻﾄｳ　ﾔｽｶﾂ 鍛造塾 鹿児島

305 中山　美月 ﾅｶﾔﾏ ﾐﾂｷ SSPCｰ菊陽西小 熊本

306 江崎　結衣 ｴｻｷ　ﾕｲ 熊本

307 多田隈　琉世 ﾀﾀﾞｸﾏ　ﾘｭｳｾｲ SSPC-菊陽北小 熊本

308 井上　悠喜 ｲﾉｳｴ ﾕｳｷ ﾁｰﾑｻﾝﾃﾞｨｽｸ 福岡

309 岡田　翔輝 ｵｶﾀﾞ　ｼｮｳｷ ﾁｰﾑﾌｧﾝｻｲｸﾙ 福岡

310 阿部　椿 ｱﾍﾞ ﾂﾊﾞｷ 鬼族自転車競技部 福岡

【 Start List ／　ビギナー　ＢC-2 】 出走人数：15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 飯干　智章 ｲｲﾎﾞｼ　ﾄﾓｱｷ Team E-STAR 福岡

202 福永　岳 ﾌｸﾅｶﾞ ｶﾞｸ SSPC-護川小 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 瀬本　月世美 ｾﾓﾄ　ﾂｷﾖﾐ 久木野小学校 熊本

205 宮谷　文吾 ﾐﾔﾀﾆ　ﾌﾞﾝｺﾞ SSPC-ｱｽﾘｰﾄ太田郷小学校 熊本

206 正木　颯人 ﾏｻｷ　ﾊﾔﾄ SSPC-ｱｽﾘｰﾄ 大江小 熊本

207 冨田　愛琉 ﾄﾐﾀ ｱｲﾙ ﾗｯｷｰｽﾏｲﾙ 鹿児島

208 谷川　莉玖 ﾀﾆｶﾞﾜ　ﾘｸ SSPC-武蔵小 熊本

209 小松　拓翔 ｺﾏﾂ ﾀｸﾄ KMTS 福岡

210 小玉　成珠 ｺﾀﾞﾏ ﾅﾙﾐ Team FunCycles 福岡

211 美輪　空人 ﾐﾜ　ｿﾗﾄ 垢田小学校 山口

212 高柳　風流 ﾀｶﾔﾅｷﾞ　ﾌｳﾙ 長崎

213 田中　奨真 ﾀﾅｶ ｼｮｳﾏ 熊本

214 松田　煌成 ﾏﾂﾀﾞ　ｺｳｾｲ 熊本

215 大内山　怜央 ｵｵｳﾁﾔﾏ　ﾚｵ 鍛造塾 鹿児島

【 Start List ／　ビギナー　ＢC-3 】 出走人数：9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

101 冨田　康洋 ﾄﾐﾀ ｺｳﾖｳ ﾗｯｷｰｽﾏｲﾙ 鹿児島

102 佐藤　軌雄 ｻﾄｳ　ﾐﾁｶﾂ 鍛造塾 鹿児島

103 下橋　龍太 ｼﾓﾊｼ　ﾘｭｳﾀ 佐賀

104 宮谷　治音 ﾐﾔﾀﾆ ﾊﾙﾈ SSPC-ｱｽﾘｰﾄ太田郷小学校 熊本

105 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

106 正木　脩介 ﾏｻｷ　ｼｭｳｽｹ SSPC-ｱｽﾘｰﾄ 大江小 熊本

107 冨田　楓 ﾄﾐﾀ ｶｴﾃﾞ ﾗｯｷｰｽﾏｲﾙ 鹿児島

108 小松　海翔 ｺﾏﾂ ｶｲﾄ KMTS 福岡

501 松田　翔成 ﾏﾂﾀﾞ　ｼｮｳｾｲ 熊本


