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ソ　ロ

1 脇　公兒 ワキ　コウジ 大分県 55 畑　洋介 ハタ　ヨウスケ 津末サイクル 大分県

2 下窪　秀昭 シモクボ　ヒデアキ 宮崎県 56 伊藤　大輔 イトウ ダイスケ 脇坂一家 大分県

3 小野　節雄 オノ セツオ SHINGARI 大分県 57 宮成　國仁 ミヤナリ　クニヒト 津末レーシング時々クラモン 大分県

4 齊藤　和喜 サイトウ　カズキ 散走会 福岡県 58 平津　一茂 ヒラツ　カズシゲ 大分県

5 森下　遼太 モリシタ　リョウタ 福岡県 59 橋口　裕次朗 ハシグチ　ユウジロウ 大分県

6 宇野　友樹 ウノ トモキ 大分県 60 藤田　祐資 フジタ ユウスケ ステアーズ 大分県

7 山崎　武志 ヤマサキ　タケシ 大分県 61 木戸　智大 キド　トモヒロ 大分県

8 野上　幸正 ノガミ　ユキマサ 野上幸正 大分県 62 岩尾　大河 イワオ　タイガ 大分県

9 今冨　紳夫 イマトミ ノブオ 大分県 63 御手洗　秀二 ミタライ　シュウジ タートル・マックス 大分県

10 江藤　潤 エトウ　ジュン 大分県 64 野尻　敦弘 ノジリ　アツヒロ 大分県

11 甲斐　祐輔 カイ ユウスケ 大分県 65 江口　祐亮 エグチ　ユウスケ 福岡県

12 田北　凌 タキタ　リョウ 大分県 66 岩瀬　宣広 イワセ　ノブヒロ 宮崎県

13 白井　隆之 シライ　タカユキ 福岡県 67 原村　正宏 ハラムラ マサヒロ ENEOSヴィーゴ 大分県

14 荒金　コジョチョ アラカネ　コジョチョ それいけアシパンマン！！ 大分県 68 古屋　哲志 フルヤ サトシ ステアーズ 大分県

15 片山　達也 カタヤマ　タツヤ 福岡県 69 大城　俊二 オオキ　シュンジ TTS 大分県

16 西村　和文 ニシムラ　カズフミ 大分県 70 長岡　健朗 ナガオカ ケンロウ 大分県

17 福見　智明 フクミ トモアキ HOPE -A- 宮崎県 71 御子神　恵人 ミコガミ　ヤスヒト 宮崎県

18 小野　英明 オノ　ヒデアキ ROPPORACING 大分県 72 吉田　浩 ヨシダ ヒロシ チーム毒ガス 大分県

19 首藤　博 シュトウ　ヒロム 津末レーシング 大分県 73 岩切　弘輝 イワキリ ヒロキ 大分県

20 佐藤　稔巳 サトウ　ナルミ TTM老人会 大分県 74 松田　光智 マツダ　コウヂ 福岡県

21 石田　憲之助 イシダ　ケンノスケ TTM 大分県 75 首藤　聡一郎 シュトウ　ソウイチロウ Justice31 大分県

22 仲谷　宗一 ナカヤ ソウイチ Bbc佐伯 大分県 76 安東　弘文 アンドウ　ヒロフミ Team A 大分県

23 佐藤　昭徳 サトウ　アキノリ 延消自転車部 宮崎県 77 和田　雄介 ワダ　ユウスケ 宮崎県

24 松本　幸祐 マツモト　コウスケ 西予ジオライダー 愛媛県 78 江山　智之 エヤマ　トモユキ BELTEMPO 山口県

25 田崎　博道 タザキ　ヒロミチ 宮崎県 79 中富　倫彦 ナカトミ ノリヒコ L'equipe de Ryo 福岡県

26 雄山　浩一 オヤマ コウイチ 大分マスターズ 大分県 80 末永　優希 スエナガ　ユウキ 大分県

27 渡辺　勝己 ワタナベ カツミ 大分県 81 志水　大五郎 シミズ ダイゴロウ TeamDOQGASS　栄支部 大分県

28 後藤　隆生 ゴトウ　タカオ 福岡県 82 佐保　秀樹 サホ ヒデキ 福島病院　自転車部 大分県

29 佐藤　浩一 サトウ コウイチ 大分県 83 小野　尚登 オノ ナオト Blue Grass 大分県

30 田中　大地 タナカ　ダイチ 大分県 84 三重野　将章 ミエノ　マサアキ 津末レーシング 大分県

31 管　慎哉 カン　シンヤ 大分医療センター 大分県 85 西村　泰憲 ニシムラ　ヤスノリ ツバキネコ 熊本県

32 村上　厚史 ムラカミ アツシ Teamはかたんもん 福岡県 86 尾田　繁 オダ　シゲル 福岡県

33 尾本　翔 オモト　ツバサ ROPPO racing 大分県 87 西山　信広 ニシヤマ ノブヒロ チーム ファンサイクル 福岡県

34 津田　吉輝 ツダ　ヨシテル 福岡県 88 原口　凌 ハラグチ　リョウ ロード推進サークル 愛知県

35 森元　大樹 モリモト　ダイキ 大分県 89 磯部　直樹 イソベ ナオキ チームREDSUNS 福岡県

36 廣田　淳一 ヒロタ ジュンイチ 大分県 90 吉田　輝彦 ヨシダ　テルヒコ ブルーグラス 福岡県

37 福村　信行 フクムラ ノブユキ Team　okina 大分県 91 三原　良太 ミハラ　リョウタ 宮崎大学自転車部 宮崎県

38 牛島　隆裕 ウシジマ　タカヒロ 大分大学 大分県 92 八木　宏樹 ヤギ　ヒロキ 宮崎大学自転車部 宮崎県

39 池田　明子 イケダ　アキコ 佐賀県 93 村田　昭一郎 ムラタ ショウイチロウ 大分県

40 中村　純 ナカムラ　ジュン 福岡県 94 外園　智大 ホカゾノ　トモヒロ Team MKS 大分県

41 井上　久哉 イノウエ ヒサヤ Blue Grass 福岡県 95 梶原　勇吾 カジワラ　ユウゴ 大分県

42 高見　忠祐 タカミ　タダヒロ オーメストグランデ宮崎支部 宮崎県 96 江藤　勝彦 エトウ　カツヒコ 大分県

43 大原　健司 オオハラ　ケンジ 嬉野医療センター 大分県 97 本田　克己 ホンダ カツミ 大分県

44 岡本　正治 オカモト　マサハル 大分大学自転車部  S 大分県 98 鶴岡　英明 ツルオカ　ヒデアキ 大分県

45 宮崎　潤 ミヤザキ　ジュン 熊本県 99 甲斐　丈雄 カイ タケオ チーム輝輪　ゆっくり走るぜ 大分県

46 本田　正治 ホンダ　マサハル MacheLaren HONDA 福岡県 100 南　翔平 ミナミ　ショウヘイ 熊本県

47 柏原　護 カシヤバラ　マモル 熊本県 101 穂積　孝一 ホズミ　コウイチ クライミングモンキー 大分県

48 柴村　英智 シバムラ　ヒデトモ Teamはかたんもん 福岡県 102 三浦　大五郎 ミウラ ダイゴロウ Roppo Racing 大分県

49 立麻　潤一郎 タツマ　ジュンイチロウ チーム412hlp 大分県 103 安東　宏高 アンドウ　ヒロタカ 大分フトモモ隊（補欠） 大分県

50 甲斐　達矢 カイ　タツヤ 共栄自動車サービス 大分県 104 佐藤　風輝 サトウ フウキ 津末レーシング 大分県

51 松永　義孝 マツナガ　ヨシタカ 長崎県 105 渡邉　房寛 ワタナベ フサヒロ 大分県

52 佐藤　宏 サトウ ヒロシ 大分県 106 河村　信幸 カワムラ ノブユキ 大分県

53 中川　誠道 ナカガワ　セイドウ RCSC熊本 熊本県 107 森　宏詞 モリ　コウジ 熊本県

54 城石　龍弥 シロイシ　タツヤ サイクルベースあさひ別府店 大分県
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108 108 日出総合 磯田　一輝 大分県 154 136 矢野　浩文 ヤノ　ヒロフミ 大分県

109 109 日出総合 新谷　龍之介 大分県 155 岡部　司 オカベ　ツカサ 大分県

110 110 日出総合 荒巻　悠喜 大分県 156 137 豊田　晃大 トヨダ　アキヒロ 大分県

111 111 日出総合 石井　啓伍 大分県 157 金子　尚博 カネコ　ナオヒロ 大分県

112 112 日出総合 中根　秀誠 大分県 158 138 奥村　世紀生 オクムラ　セキオ 福岡県

113 113 日出総合 岡田　凌 大分県 159 花田　学 ハナダ　マナブ 福岡県

114 114 別府翔青 荒金　賢司郎 大分県 160 139 秋吉　浩之 アキヨシ　ヒロユキ 大分県

115 115 別府翔青 円福竜之介 大分県 161 森下　政和 モリシタ　マサカズ 大分県

116 116 別府翔青 大山丈一郎 大分県 162 140 立麻　未向 タツマ　ミサキ 大分県

117 117 別府翔青 福良亮佑 大分県 163 矢坂　大知 ヤサカ　ダイチ 大分県

　 　 164 141 迫井　亮輔 サコイ　リョウスケ 福岡県

　 チーム　2人 165 岩瀬　晃 イワセ　アキラ 福岡県

118 118 惣野　正則 ソウノ　マサノリ 大分県 166 142 福永　将大 フクナガ　ショウタ 大分県

119 惣野　トミエ ソウノ　トミエ 大分県 167 長尾　将志 ナガオ　マサユキ 大分県

120 119 酒匂　大輔 サコウ　ダイスケ 大分県 168 143 鳥部　樹 トリベ　タツキ 福岡県

121 福田　修 フクダ　オサム 大分県 169 三苫　友貴 ミトマ　トモキ 福岡県

122 120 西嶋　康二郎 ニシジマ　コウジロウ 大分県 170 144 土居ノ内　遼 ドイノウチ　リョウ 福岡県

123 羽田　道彦 ハダ　ミチヒコ 大分県 171 蔵本　涼介 クラモト　リョウスケ 福岡県

124 121 後藤　武 ゴトウ　タケシ 大分県 172 145 津末　利保 ツスエ　トシヤス 大分県

125 後藤　大輝 ゴトウ　ダイキ 大分県 173 徳丸　玉夫 トクマル　タマオ 大分県

126 122 井尾　一也 イオ　カズヤ 大分県 174 146 宮本　賢一 ミヤモト　ケンイチ 大分県

127 桑原　崇 クワバラ　タカシ 福岡県 175 高橋　強 タカハシ　ツヨシ 大分県

128 123 小野　修平 オノ　シュウヘイ 大分県 176 147 東　耕平 ヒガシ　コウヘイ 大分県

129 河野　有司 コウノ　ユウジ 大分県 177 須藤　呈 スドウ　ススム 大分県

130 124 拝田　英治 ハイタ　エイジ 大分県 178 148 栗原　邦明 クリハラ　クニアキ 福岡県

131 拝田　田津子 ハイタ　タヅコ 大分県 179 樋口　將一 ヒグチ　ショウイチ 大分県

132 125 後藤　龍典 ゴトウ　タツノリ 大分県 180 149 中川　正一 ナカガワ　ショウイチ 宮崎県

133 後藤　智裕 ゴトウ　トモヒロ 大分県 181 坂元　優介 サカモト　ユウスケ 宮崎県

134 126 福重　高洋 フクシゲ　タカヒロ 大分県 182 150 足達　政雄 アダチ　マサオ 大分県

135 山崎　勝文 ヤマサキ　カツフミ 福岡県 183 植木　弘道 ウエキ　ヒロミチ 大分県

136 127 千葉　康平 チバ　コウヘイ 山口県 184 151 山内　伊織 ヤマウチ　イオリ 福岡県

137 金山　薫 カナヤマ　カオル 山口県 185 山田　大五朗 ヤマダ　ダイゴロウ 福岡県

138 128 吉山　隆史 ヨシヤマ　タカシ 福岡県 186 152 佐藤　隆一 サトウ　リュウイチ 大分県

139 保田　和秀 ヤスダ　カズヒデ 福岡県 187 北村　千尋 キタムラ　チヒロ 大分県

140 129 柴村　英智 シバムラ　ヒデトモ 福岡県 188 153 原田　誠司 ﾊﾗﾀﾞ　ｾｲｼﾞ 福岡県

141 奥村　世紀生 オクムラ　セキオ 福岡県 189 三嶋　稔 ﾐｼﾏ　ﾐﾉﾙ 福岡県

142 130 堤　竜典 ツツミ　タツノリ 福岡県 190 154 久保山　征平 クボヤマ　ショウヘイ 福岡県

143 野田　博幸 ノダ　ヒロユキ 福岡県 191 河口　峻也 カワグチ　タカヤ 福岡県

144 131 工藤　翔太 クドウ　ショウタ 大分県 192 155 松場　啓吾 マツバ　ケイゴ 大分県

145 妹尾　有記 セノオ　ユウキ 大分県 193 城　豊剛 ジョウ　トヨタカ 大分県

146 132 八川　薫 ヤツガワ　カオル 大分県 194 156 矢坂　善行 ヤサカ　ヨシユキ 大分県

147 太田　慎太郎 オオタ　シンタロウ 大分県 195 岸本　貴 キシモト　タカシ 大分県

148 133 梶原　隆弘 カジワラ　タカヒロ 大分県 196 157 池上　健史 イケガミ　タケシ 福岡県

149 梶原　寛子 カジワラ　ヒロコ 大分県 197 久恒　匠真 ヒサツネ　タクマ 福岡県

150 134 清水　剛 シミズ　ツヨシ 大分県 198 158 花田　和真 ハナダ　カズマ 福岡県

151 北都留　修 キタツル　オサム 福岡県 199 飯田　哲央 イイダ　テツオ 福岡県

152 135 鈴木　一輝 スズキ　カズキ 大分県 200 159 手塚　友二郎 テヅカ　ユウジロウ 佐賀県

153 佐藤　海斗 サトウ　カイト 大分県 201 鈴木　拓 スズキ　タク 佐賀県
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202 160 児玉　謙二 コダマ　ケンジ 大分県 247 178 鶴　健士 ツル　タケシ 大分県

203 佐藤　哲造 サトウ　テツゾウ 大分県 248 深浦　康弘 フカウラ　ヤスヒロ 大分県

204 161 井ノ上　琢海 イノウエ　タクミ 福岡県 249 石井　良明 イシイ　ヨシアキ 大分県

205 松田　真和 マツダ　マサカズ 福岡県 250 179 篠崎　雅史 シノザキ　マサシ 山口県

206 162 渡辺　雄太 ワタナベ　ユウタ 佐賀県 251 田中　利彦 タナカ　トシヒコ 山口県

207 石田　颯介 イシダ　ソウスケ 佐賀県 252 道津　英昭 ドウツ　ヒデアキ 山口県

208 163 小澤　太一 オザワ　タイチ 福岡県 253 180 西村　公一 ニシムラ　コウイチ 大分県

209 古川　豊英 フルカワ　トヨヒデ 福岡県 254 佐々木　智宏 ササキ　トモヒロ 大分県

210 164 飯銅　英樹 ハンドウ　ヒデキ 福岡県 255 寺田　信彦 テラダ　ノブヒコ 大分県

211 清久　雄大 キヨヒサ　ユウダイ 福岡県 256 181 清水　和幸 シミズ　カズユキ 大分県

212 165 上城　友昭 カミジョウ　トモアキ 福岡県 257 諌山　康成 イサヤマ　ヤスナリ 大分県

213 中野　憲治 ナカノ　ケンジ 福岡県 258 板井　由美 イタイ　ユミ 大分県

214 166 長谷川　浩司 ハセガワ　ヒロシ 福岡県 259 182 瑞木　惠一 ズイキ　ケイイチ 大分県

215 宗近　亜衣 ムネチカ　アイ 福岡県 260 柏木　淳之 カシワギ　ジュンジ 大分県

216 167 高山　篤史 タカヤマ　アツシ 福岡県 261 小野　貴史 オノ　タカシ 大分県

217 美坐　佑弥 ミザ　ユウヤ 福岡県 262 183 竹中　秀明 タケナカ　ヒデアキ 大分県

218 168 渡辺　恭輔 ワタナベ　キョウスケ 大分県 263 川原　亮弘 カワハラ　アキヒロ 大分県

219 釘宮　斗弥 クギミヤ　トウマ 大分県 264 小松　大介 コマツ　ダイスケ 大分県

　 265 184 細川　人生 ホソカワ　モリオ 大分県

チーム　3人 266 髙橋　祐宜 タカハシ　ユウキ 大分県

　 267 金城　厚 キンジョウ　アツシ 大分県

220 169 河村　直樹 カワムラ　ナオキ 大分県 268 185 甲斐　辰弥 カイ　タツヤ 大分県

221 河村　てる代 カワムラ　テルヨ 大分県 269 衛藤　慎一 エトウ　シンイチ 大分県

222 川野　信晃 カワノ　ノブアキ 大分県 270 甲斐　翔大 カイ　ショウタ 大分県

223 170 井上　祐治 イノウエ　ユウジ 大分県 271 186 山村　広明 ヤマムラ　ヒロアキ 大分県

224 山崎　勝史 ヤマサキ　カツシ 大分県 272 菊田　興太郎 キクタ　コウタロウ 大分県

225 吉野　幸 ヨシノ　ミユキ 大分県 273 宿理　浩司 シュクリ　コウジ 大分県

226 171 小倉　祥典 オグラ　ヨシノリ 大分県 274 187 藤野　和也 フジノ　カズヤ 大分県

227 内田　誠一郎 ウチダ　セイイチロウ 大分県 275 東　豪紀 ヒガシ　ヒデトシ 大分県

228 飯田　宗典 イイダ　ムネノリ 大分県 276 江藤　輝美 エトウ　テルミ 大分県

229 172 佐藤　博美 サトウ　ヒロミ 大分県 277 188 森塚　和成 モリツカ　カズナリ 熊本県

230 後藤　美奈子 ゴトウ　ミナコ 大分県 278 山下　辰徳 ヤマシタ　タツノリ 熊本県

231 田口　尚美 タグチ　ナオミ 大分県 279 川上　遼馬 カワカミ　リョウマ 熊本県

232 173 渕野　勝彦 フチノ　カツヒコ 大分県 280 189 石井　海斗 イシイ　カイト 大分県

233 片野　博幸 カタノ　ヒロユキ 大分県 281 三浦　駿 ミウラ　シュン 大分県

234 麻生　賢司 アソウ　ケンジ 大分県 282 ヒメネス　パンコイ ヒメネス　パンコイ 大分県

235 174 田高　滿久 タダカ　ミツヒサ 大分県 283 190 森宗　博 モリムネ　ヒロシ 大分県

236 佐藤　大樹 サトウ　ダイキ 大分県 284 岩本　剛 イワモト　ツヨシ 大分県

237 甲斐　俊裕 カイ　トシヒロ 大分県 285 草野　梨夏子 クサノ　リカコ 大分県

238 175 井尾　光晴 イオ　ミツハル 大分県 286 191 月森　昌多 ツキモリ　ショウタ 福岡県

239 田中　裕人 タナカ　ユウト 大分県 287 井上　万里江 イノウエ　マリエ 福岡県

240 近藤　春登 コンドウ　ハルト 大分県 288 井上　浩基 イノウエ　ヒロキ 福岡県

241 176 大濱　大裕 オオハマ　ダイスケ 福岡県 289 192 上村　武 ウエムラ　タケル 福岡県

242 坂本　慶太 サカモト　ケイタ 福岡県 290 小松　拓矢 コマツ　タクヤ 福岡県

243 林田　賢太 ハヤシダ　ケンタ 福岡県 291 森　裕貴 モリ　ユウキ 山口県

244 177 山本　雄太 ヤマモト　ユウタ 大分県 292 193 渡辺　稔 ワタナベ　ミノル 大分県

245 岩男　康司 イワオ　ヤスシ 大分県 293 後藤　幸樹 ゴトウ　コウキ 大分県

246 仲山　大地 ナカヤマ　ダイチ 大分県 294 笠村　康太郎 カサムラ　コウタロウ 大分県
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No. チーム名 氏　名 住　所 No. チーム名 氏　名 住　所

295 194 周藤　伸也 シュウドウ　シンヤ 大分県 343 210 廣末　はすな ヒロスエ　ハスナ 大分県

296 藤渕　瑞紀 フジブチ　ミズキ 大分県 344 山本　麗 ヤマモト　レイ 大分県

297 工藤　吉信 クドウ　ヨシノブ 大分県 345 廣末　さなみ ヒロスエ　サナミ 大分県

298 195 疋田　慎太郎 ヒキタ　シンタロウ 大分県 346 211 岡本　勝彦 オカモト　カツヒコ 大分県

299 羽田野　俊幸 ハタノ　トシユキ 大分県 347 猪又　賢治 イノマタ　ケンジ 大分県

300 松尾　亮 マツオ　リョウ 大分県 348 宮本　泰輔 ミヤモト　タイスケ 大分県

301 196 高楊　幸一郎 タカヤナギ　コウイチロウ 福岡県 349 212 佐藤　富士雄 大分県 大分県

302 松藤　英哲 マツフジ　ヒデアキ 福岡県 350 油布　賢一郎 ユフ　ケンイチロウ 大分県

303 渡邊　斉 ワタナベ　ヒトシ 福岡県 351 河津　夏輝 カワヅ　ナツキ 大分県

304 197 曽我部　俊幸 ソガベ　トシユキ 福岡県 352 213 茨木　浩行 大分県 大分県

305 曽我部　修太 ソガベ　シュウタ 福岡県 353 清水　龍 シミズ　リュウ 大分県

306 亀川　司 カメカワ　ツカサ 福岡県 354 菊池　知之 キクチ　トモユキ 大分県

307 198 佐藤　弘典 サトウ　ヒロノリ 大分県 355 214 森本　真司 大分県 大分県

308 本田　一樹 ホンダ　カズキ 大分県 356 村田　潤 ムラタ　ジュン 大分県

309 津未　浩平 ツスエ　コウヘイ 大分県 357 村田　豪 ムラタ　ゴウ 大分県

310 199 井上　覚 イノウエ　サトル 大分県 358 215 釘宮　健 大分県 大分県

311 新名　秀人 ニイナ　ﾋﾃﾞﾄ 大分県 359 房崎　孔明 フサザキ　コウメイ 大分県

312 森脇　裕 モリワキ　ユタカ 大分県 360 釘宮　海斗 クギミヤ　カイト 大分県

313 200 首藤　有則 シュトウ　アリノリ 大分県 361 216 渡辺　庸一郎 大分県 大分県

314 田代　英治 タシロ　エイジ 大分県 362 　 田中　有江 タナカ　アリエ 大分県

315 堀　潔己 ホリ　キヨミ 大分県 363 松岡　優典 マツオカ　マサノリ 大分県

316 201 村上　紘大 ムラカミ　コウタ 大分県

317 木佐貫　竜太 キサヌキ　リュウタ 大分県 チーム　４人

318 後藤　裕司 ゴトウ　ユウジ 大分県

319 202 岩田　英竜 イワタ　ヒデタツ 大分県 364 217 志賀　隆文 シガ　タカフミ 大分県

320 日野　正樹 ヒノ　マサキ 大分県 365 志賀　礼子 シガ　レイコ 大分県

321 徳丸　博 トクマル　ヒロシ 大分県 366 藤野　昌宏 ﾌｼﾞﾉ　ﾏｻﾋﾛ 大分県

322 203 西元　啓人 ニシモト　ヒロト 大分県 367 石和　康宏 ｲｼﾜ　ﾔｽﾋﾛ 大分県

323 植木　剛成 ウエキ　タケナリ 大分県 368 218 丸山　将言 マルヤマ　マサユキ 大分県

324 衞藤　洋志 エトウ　ヒロシ 大分県 369 阿部　忍 アベ　シノブ 大分県

325 204 内田　和宏 ウチダ　カズヒロ 大分県 370 佐藤　貴尚 サトウ　タカヒサ 大分県

326 松本　哲郎 マツモト　テツロウ 大分県 371 尾石　智彦 オイシ　トモヒコ 大分県

327 岩波　栄逸 イワナミ　エイイチ 大分県 372 219 松下　浩教 マツシタ　ヒロノリ 大分県

328 205 宮原　雄一 ミヤハラ　ユウイチ 大分県 373 竹本　宏亮 タケモト　ヒロアキ 大分県

329 北口　正和 キタグチ　マサカズ 大分県 374 石川　英希 イシカワ　ヒデキ 大分県

330 武内　麻衣子 タケウチ　マイコ 大分県 375 甲斐　まゆみ カイ　マユミ 大分県

331 206 南薗　浩美 ミナミゾノ　ヒロミ 福岡県 376 220 小池　建治 コイケ　ケンジ 山口県

332 平田　幸絵 ヒラタ　ユキエ 大分県 377 山本　正展 ヤマモト　マサノブ 山口県

333 進藤　由衣 シンドウ　ユイ 福岡県 378 國重　裕二 クニシゲ　ユウジ 山口県

334 207 南　和幸 ミナミ　カズユキ 大分県 379 田中　健太 タナカ　ケンタ 山口県

335 本庄　徳之助 ホンジョウ　トクノスケ 大分県 380 221 淵　信隆 淵　信隆 大分県

336 薬師寺　智義 ヤクシジ　トモヨシ 大分県 381 上野　英二 ウエノ　エイジ 大分県

337 208 上園　展生 ウエゾノ　ノブオ 福岡県 382 工藤　大亮 クドウ　ダイスケ 大分県

338 松尾　圭三 マツオ　ケイゾウ 福岡県 383 山本　翔太 ヤマモト　ショウタ 大分県

339 桑野　勉 クワノ　ツトム 福岡県 384 222 尾添　克己 オゾエ　カツミ 福岡県

340 209 後藤　延弘 ゴトウ　ノブヒロ 大分県 385 堀尾　崇行 ホリオ　タカユキ 福岡県

341 西牟田　崇敏 ニシムタ　タカトシ 大分県 386 松尾　龍吾 マツオ　リュウゴ 福岡県

342 加藤　伸生 カトウ　ノブオ 大分県 387 池田　さおり イケダ　サオリ 福岡県
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No. チーム名 氏　名 住　所 No. チーム名 氏　名 住　所

388 223 川坂　湧嗣 カワサカ　ユウシ 福岡県 436 235 保田　薫 ヤスダ　カオル 大分県

389 川坂　ひかり カワサカ　ヒカリ 福岡県 437 吉田　友則 ヨシダ　トモノリ 大分県

390 川坂　佐織 カワサカ　サオリ 福岡県 438 古長　昌人 コチョウ　マサト 大分県

391 川坂　吉徳 カワサカ　吉徳 福岡県 439 久保　貴寛 クボ　タカヒロ 大分県

392 224 岡田　義博 オカダ　ヨシヒロ 大分県 440 236 矢坂　麻理子 ヤサカ　マリコ 大分県

393 吉光　勇樹 ヨシミツ　ユウキ 大分県 441 矢野　裕美 ヤノ　ユミ 大分県

394 福井　伸和 フクイ　ノブカズ 大分県 442 板村　まゆみ イタムラ　マユミ 大分県

395 工藤　佑介 クドウ　ユウスケ 大分県 443 立麻　佳恵 タツマ　ヨシエ 大分県

396 225 長門　公彦 ナガト　キミヒコ 大分県 444 237 平田　仁 ヒラタ　ジン 福岡県

397 日高　松則 ヒタカ　マツノリ 大分県 445 　 和田　竜治 ワダ　リュウジ 福岡県

398 大野　幸四郎 オオノ　コウシロウ 大分県 446 西　寅太郎 ニシ　トラタロウ 福岡県

399 兒島　信彦 コジマ　ノブヒコ 大分県 447 吉武　和則 ヨシタケ　カズノリ 福岡県

400 226 塚木　健太郎 ツカキ　ケンタロウ 福岡県 448 238 太田　一朋 オオタ　カズトモ 大分県

401 受川　純 ウケガワ　ジュン 香川県 449 菊池　正朗 キクチ　マサアキ 大分県

402 福島　憲親 フクシマ　ノリチカ 福岡県 450 日野　裕一郎 ヒノ　ユウイチロウ 大分県

403 古場　嘉洋 コバ　ヨシヒロ 福岡県 451 足立　正憲 アダチ　マサノリ 大分県

404 227 塩出　宏幸 シオデ　ヒロユキ 大分県 452 239 佐藤　雅浩 サトウ　マサヒロ 大分県

405 本杉　拓也 モトスギ　タクヤ 大分県 453 本田　昌司 ホンダ　ショウジ 大分県

406 和喜多　拓 ワキタ　タク 大分県 454 武津　暢博 タケツ　マサヒロ 大分県

407 上村　大樹 ウエムラ　ダイキ 大分県 455 多田　文也 タダ　フミナリ 大分県

408 228 安倍　達也 アベ　タツヤ 大分県 456 240 高野　保子 タカノ　ヤスコ 大分県

409 伊藤　慶彦 イトウ　ヨシヒコ 大分県 457 山口　知子 ヤマグチ　トモコ 大分県

410 廣畑　祥司 ヒロハタ　ショウジ 大分県 458 二宮　千明 ニノミヤ　チハル 大分県

411 原田　真理 ハラダ　シンリ 大分県 459 熊本　萌里 クマモト　モエリ 大分県

412 229 坪根　光宏 ツボネ　アキヒロ 大分県 　

413 川上　将司 カワカミ　マサシ 福岡県 チーム　５人

414 坪根　由紀 ツボネ　ユキ 大分県

415 坪根　隼矢 ツボネ　シュンヤ 大分県 460 241 今村　健太郎 イマムラ　ケンタロウ 福岡県

416 230 辻本　裕也 ツジモト　ユウヤ 大分県 461 　 峯　良輔 ミネ　リョウスケ 福岡県

417 古川　大夢 フルカワ　ヒロム 大分県 462 濱田　聡 ハマダ　サトシ 福岡県

418 押本　泰貴 オシモト　ヤスタカ 大分県 463 竹内　基貴 タケウチ　モトキ 福岡県

419 中園　達也 ナカソノ　タツヤ 大分県 464 仲野　雅也 ナカノ　マサヤ 福岡県

420 231 谷村　亮太 タニムラ　リョウタ 大分県 465 242 大川　侑希 オオカワ　ユウキ 大分県

421 髙橋　竜二 タカハシ　リュウジ 大分県 466 中村　拓広 ナカムラ　タクヒロ 大分県

422 木村　史朗 キムラ　フミアキ 大分県 467 山下　陸 ヤマシタ　リク 大分県

423 高木　勇弥 タカキ　ユウヤ 大分県 468 黒葛原　稜 ツヅラハラ　リョウ 大分県

424 232 七樂　剛 ナラク　ゴウ 大分県 469 　 磯田　朋季 イソダ　トモキ 大分県

425 岡田　章義 オカダ　アキヨシ 大分県 470 243 米田　誠 ヨネダ　マコト 大分県

426 伊藤　和也 イトウ　カズヤ 大分県 471 　 柳原　貫太郎 ヤナギハラ　カンタロウ 大分県

427 衞藤　汰央 エトウ　タオ 大分県 472 井坂　憲治 イサカ　ケンジ 大分県

428 233 永山　英太 ナガヤマ　エイタ 大分県 473 佐藤　祐輔 サトウ　ユウスケ 大分県

429 池田　空大 イケダ　クウダイ 大分県 474 山田　健 ヤマダ　タケル 大分県

430 佐藤　杜都 サトウ　モリト 大分県 475 244 荒木　裕佳 アラキ　ヒロカ 福岡県

431 浦川　公貴 ウラカワ　マサキ 大分県 476 中尾　弘 ナカオ　ヒロシ 福岡県

432 234 飯田　有為 ハンダ　ユウイ 大分県 477 戸川　淳二 トガワ　ジュンジ 福岡県

433 後藤　隆廣 ゴトウ　タカヒロ 大分県 478 大久保　正彦 オオクボ　マサヒコ 福岡県

434 御所　邦男 ゴショ　クニオ 福岡県 479 　 仲山　一道 ナカヤマ　カズミチ 福岡県

435 渡辺　雅征 ワタナベ　マサユキ 大分県
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No. チーム名 氏　名 住　所 No. チーム名 氏　名 住　所

480 245 吉岡　敬兒 ヨシオカ　ケイジ 福岡県 505 250 林　外茂彦 ハヤシ　トモヒコ 大分県

481 　 吉岡　文恵 ヨシオカ　フミエ 福岡県 506 山添　秀司 ヤマゾエ　シュウジ 大分県

482 吉岡　灯志 ヨシオカ　トモシ 福岡県 507 小枝　祐揮 コエダ　ユウキ 大分県

483 松永　大悟 マツナガ　ダイゴ 福岡県 508 佐藤　耕平 サトウ　コウヘイ 大分県

484 中屋敷　知憲 ナカヤシキ　トモノリ 福岡県 509 桜木　永治 サクラギ　エイジ 大分県

485 246 永吉　健一 ナガヨシ　ケンイチ 熊本県 510 251 鉄山　智弘 テツヤマ　トモヒロ 宮崎県

486 永吉　隼人 ナガヨシ　ハヤト 熊本県 511 堀　亮一 ホリ　リョウイチ 宮崎県

487 永吉　翔 ナガヨシ　カケル 熊本県 512 淺田　隼也人 アサダ　ハヤト 宮崎県

488 園村　憲司 ソノムラ　ケンシ 熊本県 513 坪田　隆信 ツボタ　タカノブ 宮崎県

489 本村　隆 モトムラ　タカシ 熊本県 514 　 山木　亮太 ヤマキ　リョウタ 宮崎県

490 247 小林　剛 コバヤシ　ツヨシ 大分県 515 252 足立　雅延 アダチ　マサノブ 大分県

491 村上　憲三 ムラカミ　ケンゾウ 大分県 516 徳丸　裕文 トクマル　ヒロフミ 大分県

492 井戸口　淳夫 イドグチ　アツオ 大分県 517 山内　将貴 ヤマウチ　マサタカ 大分県

493 井戸口　明樹 イドグチ　ハルキ 大分県 518 姫野　太雅 ヒメノ　タイガ 大分県

494 　 玉井　勝美 タマイ　カツミ 大分県 519 松矢　未来 マツヤ　ミク 大分県

495 248 出井　敏昭 デイ　トシアキ 大分県 520 253 中村　祥寅 ナカムラ　ヨシフサ 熊本県

496 出井　真由美 デイ　マユミ 大分県 521 沼田　透 ヌマタ　トオル 熊本県

497 森脇　靖之 モリワキ　ヤスユキ 大分県 522 沼田　凌太郎 ヌマタ　リョウタロウ 熊本県

498 　 江良　竜一 エラ　リュウイチ 大分県 523 佐藤　英詔 サトウ　ヒデノリ 熊本県

499 井戸口　歩夢 イドグチ　アユム 大分県 524 立石　太 タテイシ　フトシ 熊本県

500 249 首藤　裕之 シュトウ　ヒロユキ 大分県 525 254 豊田　浩史 トヨダ　ヒロフミ 大分県

501 若林　潔 ワカバヤシ　キヨシ 大分県 526 後藤　和義 ゴトウ　カズヨシ 大分県

502 　 清水　拓也 シミズ　タクヤ 大分県 527 渡邉　真二 ワタナベ　シンジ 大分県

503 舟川　遼 フナカワ　リョウ 大分県 528 北野　誠幸 キタノ　マサユキ 大分県

504 和田　秀也 ワダ　シュウヤ 大分県 529 笠置　真矢 カサギ　シンヤ 大分県
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