
ゼッケン 名前 フリガナ 所属クラブ

2301 佐藤　俊雄 ｻﾄｳ ﾄｼｵ Minerva-asahi
2302 白鳥　興寛 ｼﾗﾄﾘ ﾄﾓﾋﾛ ARCCレーシングチーム
2303 古波蔵　恵吾 ｺﾊｸﾞﾗ ｹｲｺﾞ
2304 高谷　直人 ﾀｶﾀﾆ ﾅｵﾄ チームサイクルプラス福岡
2305 藤井　壮太 ﾌｼﾞｲ ｿｳﾀ 東洋水産ロードレース部
2306 久貝　裕志 ｸｶﾞｲ ﾕｳｼﾞ カデナロケッツ
2307 玉城　俊哉 ﾀﾏｷ ﾄｼﾔ
2308 松田　健治 ﾏﾂﾀﾞ ｹﾝｼﾞ チャリオッツ
2309 川間　秀作 ｶﾜﾏ ｼｭｳｻｸ 沖永良部自転車走好会
2310 新垣　守泰 ｼﾝｶﾞｷ ﾓﾘﾔｽ NIST
2311 新里　元 ｼﾝｻﾞﾄ ﾊｼﾞﾒ Bluerhino
2312 下地　健雄 ｼﾓｼﾞ ﾀｹｵ YHCC
2313 金子　亮 ｶﾈｺ ﾘｮｳ チームリオン
2314 友利　勝行 ﾄﾓﾘ ｶﾂﾕｷ ふぇーぬ風
2315 吉本　景太 ﾖｼﾓﾄ ｹｲﾀ
2316 徳森　正太 ﾄｸﾓﾘ ｼｮｳﾀ TEAM KIDS
2317 宮里　力 ﾐﾔｻﾞﾄ ﾁｶﾗ New Sun Racing
2318 丸山　こうじ ﾏﾙﾔﾏ ｺｳｼﾞ ぼらC.C.
2319 小杉　智 ｺｽｷﾞ ｻﾄｼ Team AlterLock 
2320 金城　康路 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾔｽﾐﾁ New Sun Racing
2321 比嘉　慶太 ﾋｶﾞ ｹｲﾀ 未記入
2322 伊差川　邦彦 ｲｻｶﾞﾜ ｸﾆﾋｺ
2323 幸地　輝 ｺｳﾁ ｱｷﾗ
2324 島袋　陽 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ﾖｳ HIRAYAMA R.E.N.
2325 春日井　一人 ｶｽｶﾞｲ ｶｽﾞﾄ 48手会
2326 喜友名　盛仁 ｷﾕﾅ ﾓﾘﾋﾄ チームゆ～たん
2327 吉田　健 ﾖｼﾀﾞ ｹﾝ
2328 池原　玄徳 ｲｹﾊﾗ ｹﾞﾝﾄｸ
2329 いのり　まさと ｲﾉﾘ ﾏｻﾄ
2330 小川　達也 ｵｶﾞﾜ ﾀﾂﾔ
2331 馬詰　清 ｳﾏﾂﾞﾒ ｷﾖｼ TEAM KIDS
2332 大川　和哉 ｵｵｶﾜ ｶｽﾞﾔ パラティアムTOKYO FusionSysytems
2333 杉山　吉信 ｽｷﾞﾔﾏ ﾖｼﾉﾌﾞ TGES CYCLING TEAM
2334 青山　直樹 ｱｵﾔﾏ ﾅｵｷ Bluerhino
2335 照喜名　威 ﾃﾙｷﾅ ﾀｶｼ
2336 岡田　忠寛 ｵｶﾀﾞ ﾀﾀﾞﾋﾛ TEAMちんすこう
2337 池間　健 ｲｹﾏ ﾀｹｼ Bluerhino
2338 上里　栄幸 ｳｴｻﾞﾄ ｴｲｺｳ P-time
2339 新垣　博己 ｼﾝｶﾞｷ ﾋﾛｷ AVG23.8Km/h
2340 青山　昌弘 ｱｵﾔﾏ ﾏｻﾋﾛ Bluerhino
2341 池原　真樹 ｲｹﾊﾗ ﾅｵｷ チーム池原
2342 翁長　琢真 ｵﾅｶﾞ ﾀｸﾏ
2343 篠原　稔 ｼﾉﾊﾗ ﾐﾉﾙ Team KIDS
2344 永田　義郎 ﾅｶﾞﾀ ﾖｼｵ
2345 中村　勝彦 ﾅｶﾑﾗ ｶﾂﾋｺ TTG ミトロング-V
2346 宮良　光慶 ﾐﾔﾗ ﾐﾂﾖｼ
2347 新垣　善文 ｱﾗｶｷ ﾖｼﾌﾐ
2348 岸本　恵樹 ｷｼﾓﾄ ｹｲｼﾞｭ トライアスロン部
2349 久保　累 ｸﾎﾞ ﾙｲ 堀場製作所自転車倶楽部OB
2350 廣井　太洋 ﾋﾛｲ ﾀｲﾖｳ



2351 宮澤　崇史 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾀｶｼ LEOMOBELLMARE
2352 伊藤　俊介 ｲﾄｳ ｼｭﾝｽｹ TeamZENRIN
2353 諸見里　眞伍 ﾓﾛﾐｻﾞﾄ ｼﾝｺﾞ Ryukyu United Racing
2354 鹿島　紘樹 ｶｼﾏ ﾋﾛｷ
2355 佐久田　和穂 ｻｸﾀﾞ ｶｽﾞﾎ とよみ生協病院
2356 津上　琢磨 ﾂﾉｳｴ ﾀｸﾏ NewSunRacing
2357 新城　政樹 ｼﾝｼﾞｮｳ ﾏｻｷ
2358 磯本　功一 ｲｿﾓﾄ ｺｳｲﾁ TEAM OHANA 
2359 村上　淳 ﾑﾗｶﾐ ｽﾅｵ なるしまフレンド
2360 塩浜　康太 ｼｵﾊﾏ ｺｳﾀ
2361 川原　建太郎 ｶﾜﾊﾗ ｹﾝﾀﾛｳ Ｙ＇ｓ　Ｒｏａｄ
2362 小浜　勇輝 ｺﾊﾏ ﾕｳｷ New Sun Racing
2363 堀　浩之 ﾎﾘ ﾋﾛﾕｷ バルバクラブカナザワ
2364 小笠原　尚久 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾀｶﾋｻ
2365 宮地　雄司 ﾐﾔﾁ ﾕｳｼﾞ Team-DADDY
2366 遠山　基樹 ﾄｵﾔﾏ ﾓﾄｷ チームけんしん
2367 遠藤　俊介 ｴﾝﾄﾞｳ ｼｭﾝｽｹ boraC.C.
2368 岩瀬　正史 ｲﾜｾ ﾏｻｼ ARCCレーシングチーム
2369 金城　賢作 ｷﾝｼﾞｮｳ ｹﾝｻｸ チャリオッツ
2370 桑迫　豊 ｸﾜｻｺ ﾕﾀｶ ハブサイクル沖縄
2371 小柏　靖直 ｺｶﾞｼﾜ ﾔｽﾅｵ
2372 菅原　直孝 ｽｶﾞﾜﾗ ﾅｵﾀｶ BBC
2373 山本　康雄 ﾔﾏﾓﾄ ﾔｽｵ パラティアムTOKYO FUSION SYSTEMS
2374 中園　哲郎 ﾅｶｿﾞﾉ ﾃﾂﾛｳ
2375 Ross　D　Joseph Ross D Joseph USMES/SBRO
2376 鴻池　凌 ｺｳﾉｲｹ ﾘｮｳ VC VELOCE
2377 大友　守 ｵｵﾄﾓ ﾏﾓﾙ ARCCレーシングチーム
2378 海老瀬　逸雄 ｴﾋﾞｾ ｲﾂｵ
2379 東藏盛　幹 ﾋｶﾞｼｸﾗﾓﾘ ﾓﾄｷ Team-Nist
2380 津曲　宏一郎 ﾂﾏｶﾞﾘ ｺｳｲﾁﾛｳ
2381 城間　勇志 ｼﾛﾏ ﾀｹｼ
2382 梅井　覚 umei satoru MAYSTORM
2383 大畑　博司 ｵｵﾊﾀ ﾋﾛｼ soleil
2384 川平　睦 ｶﾜﾋﾗ ﾏｺﾄ
2385 谷口　大介 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾀﾞｲｽｹ
2386 名嘉真　悟 ﾅｶﾏ ｻﾄﾙ
2387 小峰　篤 ｺﾐﾈ ｱﾂｼ TEAM橋川
2388 曺　永周 ｿｳ ｴｲｼｭｳ サイクルプラス福岡
2389 渡部　雅友 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾄﾓ おーばーどぅーいんぐ
2390 堀江　亮 ﾎﾘｴ ﾘｮｳ まいぺーす
2391 谷口　庸兼 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾂﾈﾄﾓ
2392 藤原　友秀 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾄﾓﾋﾃﾞ DECOJA RACING TEAM
2393 野村　治雄 ﾉﾑﾗ ﾊﾙｵ サクラマチサイクル
2394 大濱　太志 ｵｵﾊﾏ ﾌﾄｼ おーばーどぅーいんぐ
2395 前川　尚也 ﾏｴｶﾜ ﾅｵﾔ
2396 山里　卓也 ﾔﾏｻﾞﾄ ﾀｸﾔ
2397 金城　安昭 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾔｽｱｷ Milky Way
2398 知念　巧 ﾁﾈﾝ ﾀｸﾐ
2399 赤嶺　力 ｱｶﾐﾈ ﾁｶﾗ サイクル館
2400 秋本　道範 ｱｷﾓﾄ ﾐﾁﾉﾘ バルバクラブタカオカ
2401 松下　拓郎 ﾏﾂｼﾀ ﾀｸﾛｳ バルバクラブタカオカ
2402 森田　隆一 ﾓﾘﾀ ﾘｭｳｲﾁ evo.unified corp.



2403 金城　昌之 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾏｻﾕｷ
2404 黒田　正治 ｸﾛﾀﾞ ｼｮｳｼﾞ アールズサイクル
2405 和田　光一 ﾜﾀﾞ ｺｳｲﾁ アールズサイクル
2406 岡崎　忠司 ｵｶｻﾞｷ ﾀﾀﾞｼ
2407 後藤　勉 ｺﾞﾄｳ ﾂﾄﾑ 株式会社キューシュー


