
令和３年４月24日（土）

【 Start List  ／　南阿蘇ライド  男子ﾏｽﾀｰｽﾞ / MM 】 エントリー：77人　

RANK ｾﾞｯｹﾝ 登録番号 選手名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属ﾁｰﾑ 府県 Time

 1 43ME1600525 安武 英治 ﾔｽﾀｹ ｴｲｼﾞ ﾁｰﾑGINRIN熊本 熊本

 2 43MM1703007 西田 光宏 ﾆｼﾀﾞ ﾐﾂﾋﾛ ｻｲｸﾘｽﾀ熊本 熊本

 3 43MM2001600 麥田 政喜 ﾑｷﾞﾀ ﾏｻｷ ﾁｰﾑBEGIN 熊本

 4 43MM2100609 小口 陽介 ｵｸﾞﾁ ﾖｳｽｹ 熊本CTC 熊本

 5 11MM2100442 徳満 智和 ﾄｸﾐﾂ ﾄﾓｶｽﾞ ASMIC 埼玉

 6 34MM0300650 山口 忠行 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾀﾞﾕｷ Zｰ1MEDALIST RC 広島

 7 34MM2100274 徳島 睦夫 ﾄｸｼﾏ ﾑﾂｵ 高齢者の会 広島

 8 40MB2100149 谷村 康寿 ﾀﾆﾑﾗ ﾔｽﾄｼ click八幡 福岡

 9 40ME1500347 川上 豪仁 ｶﾜｶﾐ ﾀｹﾋﾄ VC福岡 福岡

 10 40ME2000096 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

 11 44ME1800122 小笠原 輝彦 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾃﾙﾋｺ  大分

 12 44MM2100356 野上 幸正 ﾉｶﾞﾐ ﾕｷﾏｻ  大分

 13  境野 成次 ｻｶｲﾉ ﾅﾘﾂｸﾞ  熊本

 14  丸山 進 ﾏﾙﾔﾏ ｽｽﾑ TCP 佐賀

 15  岩川 悟 ｲﾜｶﾜ ｻﾄﾙ  熊本

 16  小川 俊介 ｵｶﾞﾜ ｼｭﾝｽｹ  福岡

 17  西川 大樹 ﾆｼｶﾜ ﾀﾞｲｷ 菊陽山の会 熊本

 18  管 慎哉 ｶﾝ ｼﾝﾔ  大分

 19  井上 好徳 ｲﾉｳｴ ﾖｼﾉﾘ Team ｻｺｯｼｭ 福岡

 20  高山 信行 ﾀｶﾔﾏ ﾉﾌﾞﾕｷ ﾄﾗｲｱｽﾛﾝﾁｰﾑSUB3 神奈川

 21  村社 由朗 ﾑﾗｺｿ ﾖｼﾛｳ  宮崎

 22  中川 勝行 ﾅｶｶﾞﾜ ｶﾂﾕｷ 温泉同好会 山口

 23  須藤 祐 ｽﾄｳ ﾀｽｸ TEAM BIGBANG IMP 熊本

 24  山國 昇 ﾔﾏｸﾆ ﾉﾎﾞﾙ 熊本CTC 熊本

 25  池本 幸男 ｲｹﾓﾄ ﾕｷｵ HIDEO MAX HEART 山口

 26  伊藤 竜太 ｲﾄｳ ﾘｭｳﾀ 温泉同好会 山口

 27  松尾 郁 ﾏﾂｵ ｶｵﾙ teratera-7 福岡

 28  水野 敏彦 ﾐｽﾞﾉ ﾄｼﾋｺ GGZ 熊本

 29  松本 昭徳 ﾏﾂﾓﾄ ｱｷﾉﾘ  大分

 30  田中 秀男 ﾀﾅｶ ﾋﾃﾞｵ 熊本CTC 熊本

 31  本田 親司 ﾎﾝﾀﾞ ﾁｶｼ CCPP 福岡

 32  立脇 清二 ﾀﾃﾜｷ ｾｲｼﾞ  大分

 33  中村 やすし ﾅｶﾑﾗ ﾔｽｼ A&N ﾌｧｲﾅﾘｰ 福岡

 34  今井 一成 ｲﾏｲ ｶｽﾞﾅﾘ ACS Nagasaki 長崎

 35  山本 浩正 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛﾏｻ 温泉同好会 山口

 36  前田 篤史 ﾏｴﾀﾞ ｱﾂｼ  長野

 37  原 康記 ﾊﾗ ﾔｽﾉﾘ 南米朝練 福岡

 38  塩田 紘之 ｼｵﾀ ﾋﾛﾕｷ NISHINOﾚｰｼﾝｸﾞ 長崎

 39  水本 善文 ﾐｽﾞﾓﾄ ﾖｼﾌﾐ  熊本

 40  原 修二 ﾊﾗ ｼｭｳｼﾞ 楽観的 長崎

 41  弓掛 昌樹 ﾕﾐｶｹ ﾏｻｷ  熊本

 42  保坂 仁 ﾎｻｶ ｼﾞﾝ 100miles 福岡

 43  的場 仁志 ﾏﾄﾊﾞ ﾋﾄｼ 日本ﾘﾓﾅｲﾄ 熊本

 44  姫野 茂美 ﾋﾒﾉ ｼｹﾞﾐ Temeｻｺｯｼｭ 福岡

 45  山下 勝人 ﾔﾏｼﾀ ｶﾂﾄ  福岡

 46  直井 重晴 ﾅｵｲ ｼｹﾞﾊﾙ  香川

 47  広津 邦仁 ﾋﾛﾂ ｸﾆﾋﾄ  福岡

 48  下橋 佑亮 ｼﾓﾊｼ ﾕｳｽｹ EMU 佐賀

 49  井原 徳幸 ｲﾊﾗ ﾉﾘﾕｷ 大泉愛輪会 大阪

 50  宮本 啓司 ﾐﾔﾓﾄ ｹｲｼﾞ KFC 熊本



令和３年４月24日（土）

【 Start List  ／　南阿蘇ライド  男子ﾏｽﾀｰｽﾞ / MM 】 エントリー：77人　

RANK ｾﾞｯｹﾝ 登録番号 選手名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属ﾁｰﾑ 府県 Time

 51  本池  晋 ﾓﾄｲｹ ｽｽﾑ  熊本

 52  山本 義洋 ﾔﾏﾓﾄ ﾖｼﾋﾛ  福岡

 53  中山 順 ﾅｶﾔﾏ ｼﾞｭﾝ ﾓｰ堀ﾋﾙｸﾗｲﾑ部【徳島県】 徳島

 54  立石 賢司 ﾀﾃｲｼ ｹﾝｼﾞ 楽観的 長崎

 55  徳永 順次 ﾄｸﾅｶﾞ ｼﾞｭﾝｼﾞ  福岡

 57  松澤 啓一郎 ﾏﾂｻﾞﾜ ｹｲｲﾁﾛｳ Team_Punks 大分

 58  坂本 憲治 ｻｶﾓﾄ ｹﾝｼﾞ KFC 熊本

 59  森 充史 ﾓﾘ ｱﾂｼ  大分

 60  岡田 和明 ｵｶﾀﾞ ｶｽﾞｱｷ  熊本

 61  高橋 一雄 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞｵ H2R 山口

 62  山本 康宏 ﾔﾏﾓﾄ ﾔｽﾋﾛ  山口

 63  黒田 宜孝 ｸﾛﾀﾞ ﾖｼﾀｶ  福岡

 64  春本 信一 ﾊﾙﾓﾄ ｼﾝｲﾁ  福岡

 65  芳司 秀和 ﾎｳｼ ﾋﾃﾞｶｽﾞ  福岡

 66  原田 和彦 ﾊﾗﾀﾞ ｶｽﾞﾋｺ  熊本

 67  阪田 将典 ｻｶﾀ ﾏｻﾉﾘ  熊本

 68  広津 明俊 ﾋﾛﾂ ｱｷﾄｼ ﾊｰﾄ自転車部 福岡

 69  松本 雄二 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳｼﾞ  宮崎

 70  葉山 正人 ﾊﾔﾏ ﾏｻﾄ KFC(Kumamoto Fire Cyclist) 熊本

 71  橋口 友治 ﾊｼｸﾞﾁ ﾄﾓﾊﾙ NEST nagasaki 長崎

 72  尾崎 一徹 ｵｻﾞｷ ｲﾁﾃﾂ EMU 福岡

 73  黒木 靖朗 ｸﾛｷﾞ ﾔｽｵ ｴｲﾙ宮崎 宮崎

 74  田中 隆太郎 ﾀﾅｶ ﾘｭｳﾀﾛｳ AVGS 佐賀

 75  飯富 健二 ｲｲﾄﾞﾐ ｹﾝｼﾞ  熊本

 76  佐々木 恒青 ｻｻｷ ｺｳｾｲ  福岡

 77  田中 俊 ﾀﾅｶ ｼｭﾝ 南米朝練 福岡

 901 42MM1900515 岩男 大輔 ｲﾜｵ ﾀﾞｲｽｹ RSRacing 長崎



令和３年４月24日（土）

【 Start List  ／　南阿蘇ライド  男子エリート / ME 】 エントリー：19人　

RANK ｾﾞｯｹﾝ 登録番号 選手名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属ﾁｰﾑ 府県 Time

 78 43ME2100255 石松 遼 ｲｼﾏﾂ ﾘｮｳ team BIGBANG IMP 熊本

 79 43ME2100258 木村 拓哉 ｷﾑﾗ ﾀｸﾔ TEAM BIGBANG IMP 熊本

 80 13ME2001943 倉垣 龍星 ｸﾗｶﾞｷ ﾘｭｳｾｲ MIVRO 東京

 81 34ME1500211 高橋 叶平 ﾀｶﾊｼ ｷｮｳﾍｲ TeamUKYO Reve 広島

 82 44ME1900631 松本 佑馬 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳﾏ 津末ﾚｰｼﾝｸﾞ 大分

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

 84  橋口 裕次朗 ﾊｼｸﾞﾁ ﾕｳｼﾞﾛｳ 津末ﾚｰｼﾝｸﾞ 大分

 85  冨松 勇吾 ﾄﾐﾏﾂ ﾕｳｺﾞ TCP 福岡

 86  宇野木 涼太 ｳﾉｷ ﾘｮｳﾀ  長崎

 87  飯村 真 ｲｲﾑﾗ ﾏｺﾄ  福岡

 88  今村 尚睦 ｲﾏﾑﾗ ﾅｵﾑ  福岡

 89  西永 太助 ﾆｼﾅｶﾞ ﾀﾞｲｽｹ  福岡

 90  宇都宮 葵 ｳﾂﾉﾐﾔ ｱｵｲ 津末ﾚｰｼﾝｸﾞ 大分

 91  藤井 裕康 ﾌｼﾞｲ ﾋﾛﾐﾁ KRC 福岡

 92  城野 秀夫 ｼﾞｮｳﾉ ﾋﾃﾞｵ KRC 福岡

 93  藤崎 祐大 ﾌｼﾞｻｷ ﾕｳﾀﾞｲ  福岡

 94  前田 直也 ﾏｴﾀﾞ ﾅｵﾔ  熊本

 95  柏木 優希 ｶｼﾜｷﾞ ﾕｳｷ  福岡

 96  吉野 肇 ﾖｼﾉ ﾊｼﾞﾒ  福岡

令和３年４月24日（土）

【 Start List  ／　南阿蘇ライド 男子アンダー23 / MU23】 エントリー：6人　

RANK ｾﾞｯｹﾝ 登録番号 選手名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属ﾁｰﾑ 府県 Time

 97 43MU1601492 池田 渓人 ｲｹﾀﾞ ｹｲﾄ  熊本

 98 34MU1802133 山下 莉季 ﾔﾏｼﾀ ﾘｷ TeamUKYO Reve 広島

 99 40MU2100170 渕上 啓斗 ﾌﾁｶﾞﾐ ｹｲﾄ VC福岡ｴﾘｰﾄ 福岡

 100  寺尾 公志 ﾃﾗｵ ﾏｻﾕｷ TEAM BIGBANG IMP 熊本

 101  浦前 貴紀 ｳﾗﾏｴ ﾀｶﾉﾘ 北九州市立大学ｻｲｸﾘﾝｸﾞ部 福岡

 102  引地 勇二 ﾋｷﾁ ﾕｳｼﾞ Afro-Q 東京

令和３年４月24日（土）

【 Start List  ／　南阿蘇ライド  男子ジュニア・アンダー17 / MJ・MU17 】 エントリー：6人　

RANK ｾﾞｯｹﾝ 登録番号 選手名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属ﾁｰﾑ 府県 Time

 103 43MY2001149 中村 信太 ﾅｶﾑﾗ ｼﾝﾀ 熊本市立千原台高等学校 熊本

 104 43MY1702094 広野 達徳 ﾋﾛﾉ ﾀﾂﾉﾘ ﾁｰﾑGINRIN熊本 熊本

 105 35MY2100331 井上 悠喜 ｲﾉｳｴ ﾕｳｷ 山口県ｼﾞｭﾆｱｻｲｸﾙｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 山口

 106  平田 裕磨 ﾋﾗﾀ ﾕｳﾏ TEAM BIGBANG IMP 熊本

 107  高柳 風流 ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾌｳﾙ  長崎

 108  荒野 陸斗 ｱﾗﾉ ﾘｸﾄ DOGBOX 長崎



令和３年４月24日（土）

【 Start List  ／　南阿蘇ライド 女子マスターズ / WM 】 エントリー：4人　

RANK ｾﾞｯｹﾝ 登録番号 選手名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属ﾁｰﾑ 府県 Time

 109 34FE1500393 中里 友香 ﾅｶｻﾞﾄ ﾕｶ Z-1 MEDALIST RC 広島

 110  小林 紀子 ｺﾊﾞﾔｼ ﾉﾘｺ  福岡

 111  矢野 恵子 ﾔﾉ ｹｲｺ Team ｻｺｯｼｭ 山口

 112  東 有子 ﾋｶﾞｼ ﾕｳｺ  宮崎

令和３年４月24日（土）

【 Start List  ／　南阿蘇ライド  女子エリート / WE 】 エントリー：2人　

RANK ｾﾞｯｹﾝ 登録番号 選手名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属ﾁｰﾑ 府県 Time

 113 46FE1602704 久木野 衣美 ｸｷﾉ ｴﾐ TEAM YOU CAN 鹿児島

 114  山下 かれん ﾔﾏｼﾀ ｶﾚﾝ  福岡

令和３年４月24日（土）

【 Start List  ／　南阿蘇ライド 女子ジュニア・アンダー17 / WJ・WU17 】 エントリー：5人　

RANK ｾﾞｯｹﾝ 登録番号 選手名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属ﾁｰﾑ 府県 Time

 115 43FJ1901833 田中 杏奈 ﾀﾅｶ ｱﾝﾅ 熊本市立千原台高等学校 熊本

 116 43FJ2001107 渡邊 あかり ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｶﾘ 熊本市立千原台高等学校 熊本

 117 34FY2000386 三谷 優空 ﾐﾀﾆ ﾕﾗ TeamUKYO Reve 広島

 118 40FY2100358 江崎 結衣 ｴｻｷ ﾕｲ VC Fukuokaﾕｰｽ 熊本

 119 40FY2100359 江崎 美友 ｴｻｷ ﾐﾕ VC Fukuokaﾕｰｽ 熊本



令和３年４月24日（土）

【 Start List  ／　南阿蘇ライド 男子ファンライド 】 エントリー：97人　

RANK ｾﾞｯｹﾝ 登録番号 選手名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属ﾁｰﾑ 府県 Time

 120  江濱 憲昭 ｴﾊﾏ ﾉﾘｱｷ  長崎

 121  齊藤 篤志 ｻｲﾄｳ ｱﾂｼ  福岡

 122  古閑 彰一 ｺｶﾞ ｼｮｳｲﾁ  熊本

 123  具嶋 裕介 ｸﾞｼﾏ ﾕｳｽｹ  福岡

 124  具嶋 大介 ｸﾞｼﾏ ﾀﾞｲｽｹ  福岡

 125  大久保 正行 ｵｵｸﾎﾞ ﾏｻﾕｷ TEAM-AGRI 鹿児島

 126  坂井 誠一 ｻｶｲ ｾｲｲﾁ  福岡

 127  金光 賢司 ｶﾅﾐﾂ ｹﾝｼﾞ  熊本

 128  田中 良知 ﾀﾅｶ ﾖｼﾄﾓ 楽観的A 山口

 129  田中 真二 ﾀﾅｶ ｼﾝｼﾞ ﾁｰﾑ70s 福岡

 130  玉城 和彦 ﾀﾏｼﾛ ｶｽﾞﾋｺ  熊本

 131  梅野 純夫 ｳﾒﾉ ｽﾐｵ  福岡

 132  一戸 文貴 ｲﾁﾉﾍ ﾌﾐﾀｶ  大阪

 133  大畠 千幸 ｵｵﾊﾀ ｶｽﾞﾕｷ ﾊﾟｰﾌﾟﾙﾓﾝｷｰ 熊本

 134  徳永 裕司 ﾄｸﾅｶﾞ ﾋﾛｼ  福岡

 135  若宮 剛志郎 ﾜｶﾐﾔ ｺｳｼﾛｳ  熊本

 136  荒牧 巌 ｱﾗﾏｷ ｲﾜｵ  熊本

 137  森山 真    

 138  西村 末吉 ﾆｼﾑﾗ ｽｴﾖｼ Jan da la 輪 愛知

 139  池田 忠幸 ｲｹﾀﾞ ﾀﾀﾞﾕｷ  熊本

 140  西村 一秀 ﾆｼﾑﾗ ｶｽﾞﾋﾃﾞ  熊本

 141  竹下 省吾 ﾀｹｼﾀ ｼｮｳｺﾞ  熊本

 142  村上 貴志 ﾑﾗｶﾐ ﾀｶｼ  熊本

 143  本島 知明 ﾓﾄｼﾏ ﾄﾓｱｷ  熊本

 144  森 裕紀 ﾓﾘ ﾋﾛｷ  熊本

 145  横田 憲司 ﾖｺﾀ ｹﾝｼﾞ  熊本

 146  富本 健明 ﾄﾐﾓﾄ ﾀｹｱｷ NEST nagasaki 長崎

 147  田邉 元 ﾀﾅﾍﾞ ﾓﾄ  熊本

 148  金子 博文 ｶﾈｺ ﾋﾛﾌﾐ  熊本

 149  桐原 祐司 ｷﾘﾊﾗ ﾕｳｼﾞ GSCC福岡 福岡

 150  吉田 直史 ﾖｼﾀﾞ ﾅｵﾌﾐ  熊本

 151  澤野 雄伸 ｻﾜﾉ ﾕｳｼﾝ  熊本

 152  磯 昭利 ｲｿ ｱｷﾄｼ TEAM徳留 福岡

 153  畦地 文雄 ｱｾﾞﾁ ﾌﾐｵ  鹿児島

 154  塚野 英明 ﾂｶﾉ ﾋﾃﾞｱｷ  長崎

 155  吉住 貴央 ﾖｼｽﾞﾐ ﾀｶﾋﾛ  熊本

 156  大塚 博正 ｵｵﾂｶ ﾋﾛﾏｻ 永友塾 宮崎

 157  林 昌宏 ﾊﾔｼ ﾏｻﾋﾛ KUG 鹿児島

 158  石原 大輝 ｲｼﾊﾗ ﾋﾛｷ KUG 鹿児島

 159  山本 健太 ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝﾀ  鹿児島

 160  万尾 啓貴 ﾏﾝｵ ﾋﾛﾀｶ  熊本

 161  浜田 典昌 ﾊﾏﾀﾞ ﾉﾘﾏｻ  熊本

 162  古賀 洋平 ｺｶﾞ ﾖｳﾍｲ  熊本

 163  吉田 真一郎 ﾖｼﾀﾞ ｼﾝｲﾁﾛｳ  熊本

 164  川野 光一 ｶﾜﾉ ｺｳｲﾁ 50CC 宮崎

 165  鬼塚 政佳 ｵﾆﾂｶ ﾏｻﾖｼ  熊本

 166  雄澤 亮太 ｵｻﾞﾜ ﾘｮｳﾀ  熊本

 167  緒方 忍 ｵｶﾞﾀ ｼﾉﾌﾞ  熊本

 168  結城 熙 ﾕｳｷ ﾋﾛﾑ  熊本

 169  手塚 友二郎 ﾃﾂﾞｶ ﾕｳｼﾞﾛｳ TEAM BIGBANG IMP 熊本



令和３年４月24日（土）

【 Start List  ／　南阿蘇ライド 男子ファンライド 】 エントリー：97人　

RANK ｾﾞｯｹﾝ 登録番号 選手名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属ﾁｰﾑ 府県 Time

 170  東城 裕也 ﾄｳｼﾞｮｳ ﾕｳﾔ  熊本

 171  川東 秀夫 ｶﾜﾄｳ ﾋﾃﾞｵ MRT 熊本

 172  木原 盛人 ｷﾊﾗ ﾓﾘﾄ  福岡

 173  今村 大輔 ｲﾏﾑﾗ ﾀﾞｲｽｹ  熊本

 174  北川 浩司 ｷﾀｶﾞﾜ ｺｳｼﾞ 宗像ﾄﾗｲｱｽﾛﾝｸﾗﾌﾞ 福岡

 175  大力 勝 ﾀﾞｲﾘｷ ﾏｻﾙ  福岡

 176  荒野 祥宏 ｱﾗﾉ ﾖｼﾋﾛ DOGBOX 長崎

 177  坂口 浩一郎 ｻｶｸﾞﾁ ｺｳｲﾁﾛｳ  熊本

 178  坂口 将義 ｻｶｸﾞﾁ ﾏｻﾖｼ  熊本

 179  小林 晋一郎 ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾝｲﾁﾛｳ  宮崎

 180  大江 哲也 ｵｵｴ ﾃﾂﾔ  大分

 181  林田 任史 ﾊﾔｼﾀﾞ ﾋﾃﾞﾌﾐ Campaibeer Athlete Club 福岡

 182  金井 政弘 ｶﾅｲ ﾏｻﾋﾛ JPBC 福岡

 183  張 廣泉 ﾁｮｳ ｺｳｾﾝ KRC福岡 福岡

 184  荒川 哲男 ｱﾗｶﾜ ﾃﾂｵ  熊本

 185  雑賀 保彦 ｻｲｶﾞ ﾔｽﾋｺ 梅ﾁｬﾘ部 福岡

 186  村野 巧生 ﾑﾗﾉ ｺｳｷ  福岡

 187  川瀬 晃一 ｶﾜｾ ｺｳｲﾁ  大阪

 188  坂本 誠 ｻｶﾓﾄ ﾏｺﾄ  熊本

 189  林 祐亮 ﾊﾔｼ ﾕｳｽｹ  熊本

 190  村上 暢 ﾑﾗｶﾐ ﾐﾂﾙ  熊本

 191  森塚 和成 ﾓﾘﾂｶ ｶｽﾞﾅﾘ TEAM ﾌﾟﾛﾎﾟｽﾀ 熊本

 192  田中 啓 ﾀﾅｶ ｱｷﾗ KRC 福岡

 193  川上 遼馬 ｶﾜｶﾐ ﾘｮｳﾏ TEAMﾌﾟﾛﾎﾟｽﾀ 熊本

 194  古川 信広 ﾌﾙｶﾜ ﾉﾌﾞﾋﾛ  熊本

 195  古川 駿 ﾌﾙｶﾜ ｼｭﾝ  熊本

 196  古川 信夫 ﾌﾙｶﾜ ﾉﾌﾞﾋﾛ  熊本

 197  田中 誠一 ﾀﾅｶ ｾｲｲﾁ  熊本

 198  林 秋惟玲 ﾊﾔｼ ｱｲﾚ  熊本

 199  臼井 健二 ｳｽｲ ｹﾝｼﾞ 霧島ちゃりん会 鹿児島

 200  吉田 進 ﾖｼﾀﾞ ｽｽﾑ 霧島ちゃりん会 鹿児島

 201  樋口 明彦 ﾋｸﾞﾁ ｱｷﾋｺ なし 福岡

 202  安田 善郎 ﾔｽﾀﾞ ﾖｼﾛｳ  鹿児島

 203  川上 直樹 ｶﾜｶﾐ ﾅｵｷ  福岡

 204  山内 洸樹 ﾔﾏｳﾁ ｺｳｷ  福岡

 205  宮本 耕太 ﾐﾔﾓﾄ ｺｳﾀ  熊本

 206  村上 将太 ﾑﾗｶﾐ ｼｮｳﾀ  熊本

 207  池田 稔 ｲｹﾀﾞ ﾐﾉﾙ ﾁｰﾑ蛍 熊本

 208  藤田 大輔 ﾌｼﾞﾀ ﾀﾞｲｽｹ  福岡

 209  村上 元気 ﾑﾗｶﾐ ｹﾞﾝｷ  福岡

 210  武内 槙一 ﾀｹｳﾁ ｼﾝｲﾁ  熊本

 211  村木 武文 ﾑﾗｷ ﾀｹﾌﾐ  熊本

 212  伊津野 照雄    

 213  三宅 弘通    

 214  原田 健司    

 215  上野 泰    

 216  藤原 伸旭    



令和３年４月24日（土）

【 Start List  ／　南阿蘇ライド 女子ファンライド 】 エントリー：8人　

RANK ｾﾞｯｹﾝ 登録番号 選手名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属ﾁｰﾑ 府県 Time

 217  小畑 雅代 ｵﾊﾞﾀ ﾏｻﾖ  熊本

 218  芳野 いづみ    

 219  木村 彩香 ｷﾑﾗ ｱﾔｶ CTC 熊本

 220  原口 佳子 ﾊﾗｸﾞﾁ ﾖｼｺ  熊本

 221  加耒 千鶴 ｶｸ ﾁﾂﾞﾙ  福岡

 222  種場 純子 ﾀﾈﾊﾞ ｼﾞｭﾝｺ 楽観的 長崎

 223  吉村 礼奈 ﾖｼﾑﾗ ﾚﾅ KRC福岡 福岡

 224  井上 亜里沙 ｲﾉｳｴ ｱﾘｻ ｱﾘｻｲｸﾙ 長崎



令和３年４月25日（日）

【 Start List  ／　北阿蘇ライド 男子ﾏｽﾀｰｽﾞ / MM 】 エントリー：90人　

RANK ｾﾞｯｹﾝ 登録番号 選手名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属ﾁｰﾑ 府県 Time

 1 43MM2100609 小口 陽介 ｵｸﾞﾁ ﾖｳｽｹ 熊本CTC 熊本

 2 34MM0300650 山口 忠行 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾀﾞﾕｷ Zｰ1MEDALIST RC 広島

 3 34MM2100274 徳島 睦夫 ﾄｸｼﾏ ﾑﾂｵ 高齢者の会 広島

 4 40MB2100149 谷村 康寿 ﾀﾆﾑﾗ ﾔｽﾄｼ click八幡 福岡

 5 40ME1500347 川上 豪仁 ｶﾜｶﾐ ﾀｹﾋﾄ VC福岡 福岡

 6 42MM1900515 岩男 大輔 ｲﾜｵ ﾀﾞｲｽｹ RSRacing 長崎

 7 44ME1800122 小笠原 輝彦 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾃﾙﾋｺ  大分

 8 44ME2100491 甲斐 祐輔 ｶｲ ﾕｳｽｹ 津末ﾚｰｼﾝｸﾞ 大分

 9 44MM2100356 野上 幸正 ﾉｶﾞﾐ ﾕｷﾏｻ  大分

 10  三宮 正秀 ｻﾝﾉﾐﾔ ﾏｻﾋﾃﾞ 地蔵峠倶楽部 熊本

 11  羽田野 博之 ﾊﾀﾉ ﾋﾛﾕｷ 自転車とゆかいな仲間 熊本

 12  片野坂 直 ｶﾀﾉｻｶ ﾀﾀﾞｼ  鹿児島

 13  山口 秀光 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾃﾞﾐﾂ  熊本

 14  中島 昌美 ﾅｶｼﾏ ﾏｻﾐ  大分

 15  長峯 達典 ﾅｶﾞﾐﾈ ﾀﾂﾉﾘ 津末ﾚｰｼﾝｸﾞ 大分

 16  田中 隆太 ﾀﾅｶ ﾘｭｳﾀ TEAM HIROSHIGE 山の会 山口

 17  井手 慎二 ｲﾃﾞ ｼﾝｼﾞ  福岡

 18  栗山 真之助 ｸﾘﾔﾏ ｼﾝﾉｽｹ ﾁｰﾑ友ﾁｬﾘ 大分

 19  松村 誠 ﾏﾂﾑﾗ ﾏｺﾄ  熊本

 20  佐藤 博 ｻﾄｳ ﾋﾛｼ  福岡

 21  大賀 信之 ｵｵｶﾞ ﾉﾌﾞﾕｷ FUKUOKA FUN RIDE 福岡

 22  神園 恭一 ｶﾐｿﾞﾉ ｷｮｳｲﾁ ﾁｰﾑ和 大分

 23  神園 和幸 ｶﾐｿﾞﾉ ｶｽﾞﾕｷ ﾁｰﾑ和 鹿児島

 24  今村 文雄 ｲﾏﾑﾗ ﾌﾐｵ  熊本

 25  田端 賢 ﾀﾊﾞﾀ ｹﾝ  熊本

 26  田端 剛 ﾀﾊﾞﾀ ﾂﾖｼ  熊本

 27  中川 誠道 ﾅｶｶﾞﾜ ｾｲﾄﾞｳ RCSC 熊本

 28  土居田 明 ﾄﾞｲﾀﾞ ｱｷﾗ  広島

 29  緒方 賢一 ｵｶﾞﾀ ｹﾝｲﾁ 限界突破 福岡

 30  尾田 繁 ｵﾀﾞ ｼｹﾞﾙ  宮崎

 31  竹内 春夫 ﾀｹｳﾁ ﾊﾙｵ 坂馬鹿ｸﾗﾌﾞ 福岡

 32  安達 知誠 ｱﾀﾞﾁ ﾄﾓﾅﾘ  長崎

 33  岩隈 剛士 ｲﾜｸﾞﾏ ﾂﾖｼ  福岡

 34  大塚 展生 ｵｵﾂｶ ﾉﾌﾞｵ  熊本

 35  松島 達也 ﾏﾂｼﾏ ﾀﾂﾔ  熊本

 36  岩永 悟 ｲﾜﾅｶﾞ ｻﾄﾙ RS  Racing 長崎

 37  飯干 直樹 ｲｲﾎｼ ﾅｵｷ 地蔵峠倶楽部 熊本

 38  濱本 浩嗣 ﾊﾏﾓﾄ ﾋﾛﾂｸﾞ  大分

 39  富本 健明 ﾄﾐﾓﾄ ﾀｹｱｷ NEST nagasaki 長崎

 40  田畑 元司 ﾀﾊﾞﾀ ﾓﾄｼ  熊本

 41  塩谷 浩二 ｼｵﾀﾆ ｺｳｼﾞ ｻｲｸﾙｽﾃｰｼﾞﾘｮｳ 福岡

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

 43  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

 44  片平 和彦 ｶﾀﾋﾗ ｶｽﾞﾋｺ  鹿児島

 45  齋藤 大暉 ｻｲﾄｳ ﾀｲｷ  佐賀

 46  境野 成次 ｻｶｲﾉ ﾅﾘﾂｸﾞ  熊本

 47  丸山 進 ﾏﾙﾔﾏ ｽｽﾑ TCP 佐賀

 48  岩川 悟 ｲﾜｶﾜ ｻﾄﾙ  熊本

 49  小川 俊介 ｵｶﾞﾜ ｼｭﾝｽｹ  福岡

 50  西川 大樹 ﾆｼｶﾜ ﾀﾞｲｷ 菊陽山の会 熊本



令和３年４月25日（日）

【 Start List  ／　北阿蘇ライド 男子ﾏｽﾀｰｽﾞ / MM 】 エントリー：90人　

RANK ｾﾞｯｹﾝ 登録番号 選手名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属ﾁｰﾑ 府県 Time

 51  管 慎哉 ｶﾝ ｼﾝﾔ  大分

 52  井上 好徳 ｲﾉｳｴ ﾖｼﾉﾘ Team ｻｺｯｼｭ 福岡

 53  高山 信行 ﾀｶﾔﾏ ﾉﾌﾞﾕｷ ﾄﾗｲｱｽﾛﾝﾁｰﾑSUB3 神奈川

 54  村社 由朗 ﾑﾗｺｿ ﾖｼﾛｳ  宮崎

 55  中川 勝行 ﾅｶｶﾞﾜ ｶﾂﾕｷ 温泉同好会 山口

 56  須藤 祐 ｽﾄｳ ﾀｽｸ TEAM BIGBANG IMP 熊本

 57  山國 昇 ﾔﾏｸﾆ ﾉﾎﾞﾙ 熊本CTC 熊本

 58  池本 幸男 ｲｹﾓﾄ ﾕｷｵ HIDEO MAX HEART 山口

 59  伊藤 竜太 ｲﾄｳ ﾘｭｳﾀ 温泉同好会 山口

 60  松尾 郁 ﾏﾂｵ ｶｵﾙ teratera-7 福岡

 61  水野 敏彦 ﾐｽﾞﾉ ﾄｼﾋｺ GGZ 熊本

 62  松本 昭徳 ﾏﾂﾓﾄ ｱｷﾉﾘ  大分

 63  田中 秀男 ﾀﾅｶ ﾋﾃﾞｵ 熊本CTC 熊本

 64  本田 親司 ﾎﾝﾀﾞ ﾁｶｼ CCPP 福岡

 65  立脇 清二 ﾀﾃﾜｷ ｾｲｼﾞ  大分

 66  中村 やすし ﾅｶﾑﾗ ﾔｽｼ A&N ﾌｧｲﾅﾘｰ 福岡

 67  今井 一成 ｲﾏｲ ｶｽﾞﾅﾘ ACS Nagasaki 長崎

 68  山本 浩正 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛﾏｻ 温泉同好会 山口

 69  前田 篤史 ﾏｴﾀﾞ ｱﾂｼ  長野

 70  原 康記 ﾊﾗ ﾔｽﾉﾘ 南米朝練 福岡

 71  塩田 紘之 ｼｵﾀ ﾋﾛﾕｷ NISHINOﾚｰｼﾝｸﾞ 長崎

 72  水本 善文 ﾐｽﾞﾓﾄ ﾖｼﾌﾐ  熊本

 73  原 修二 ﾊﾗ ｼｭｳｼﾞ 楽観的 長崎

 74  弓掛 昌樹 ﾕﾐｶｹ ﾏｻｷ  熊本

 75  保坂 仁 ﾎｻｶ ｼﾞﾝ 100miles 福岡

 76  的場 仁志 ﾏﾄﾊﾞ ﾋﾄｼ 日本ﾘﾓﾅｲﾄ 熊本

 77  姫野 茂美 ﾋﾒﾉ ｼｹﾞﾐ Temeｻｺｯｼｭ 福岡

 78  山下 勝人 ﾔﾏｼﾀ ｶﾂﾄ  福岡

 79  直井 重晴 ﾅｵｲ ｼｹﾞﾊﾙ  香川

 80  広津 邦仁 ﾋﾛﾂ ｸﾆﾋﾄ  福岡

 81  下橋 佑亮 ｼﾓﾊｼ ﾕｳｽｹ EMU 佐賀

 82  井原 徳幸 ｲﾊﾗ ﾉﾘﾕｷ 大泉愛輪会 大阪

 83  宮本 啓司 ﾐﾔﾓﾄ ｹｲｼﾞ KFC 熊本

 84  本池  晋 ﾓﾄｲｹ ｽｽﾑ  熊本

 85  山本 義洋 ﾔﾏﾓﾄ ﾖｼﾋﾛ  福岡

 86  中山 順 ﾅｶﾔﾏ ｼﾞｭﾝ ﾓｰ堀ﾋﾙｸﾗｲﾑ部【徳島県】 徳島

 87  立石 賢司 ﾀﾃｲｼ ｹﾝｼﾞ 楽観的 長崎

 88  徳永 順次 ﾄｸﾅｶﾞ ｼﾞｭﾝｼﾞ  福岡

 89  西山 伸二 ﾆｼﾔﾏ ｼﾝｼﾞ 永友塾(見習い) 宮崎

 90  長田 玄洋 ﾅｶﾞﾀ ﾓﾄﾋﾛ ACS Nagasaki 長崎



令和３年４月25日（日）

【 Start List  ／　北阿蘇ライド 男子エリート / ME 】 エントリー：19人　

RANK ｾﾞｯｹﾝ 登録番号 選手名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属ﾁｰﾑ 府県 Time

 91 43ME2100255 石松 遼 ｲｼﾏﾂ ﾘｮｳ TEAM BIGBANG IMP 熊本

 92 43ME2100258 木村 拓哉 ｷﾑﾗ ﾀｸﾔ TEAM BIGBANG IMP 熊本

 93 13ME2001943 倉垣 龍星 ｸﾗｶﾞｷ ﾘｭｳｾｲ MIVRO 東京

 94 34ME1500211 高橋 叶平 ﾀｶﾊｼ ｷｮｳﾍｲ TeamUKYO Reve 広島

 95 44ME1900631 松本 佑馬 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳﾏ 津末ﾚｰｼﾝｸﾞ 大分

 96  石島 健 ｲｼｼﾞﾏ ｹﾝ Baka Torque 長崎

 97  濱武 翔太 ﾊﾏﾀｹ ｼｮｳﾀ  福岡

 98  小林 大輔 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲｽｹ  熊本

 99  有永 圭一郎 ｱﾘﾅｶﾞ ｹｲｲﾁﾛｳ  佐賀

 100  佐々木 貴之 ｻｻｷ ﾀｶﾕｷ ﾁｰﾑｾｶﾝﾄﾞｳｲﾝﾄﾞ鹿児島 鹿児島

 101  坂本 晋也 ｻｶﾓﾄ ｼﾝﾔ ﾁｰﾑﾎﾟﾝｴｲｵ 福岡

 102  牛島 光貴 ｳｼｼﾞﾏ ｺｳｷ  福岡

 103  上野 直人 ｳｴﾉ ﾅｵﾄ  福岡

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

 105  橋口 裕次朗 ﾊｼｸﾞﾁ ﾕｳｼﾞﾛｳ 津末ﾚｰｼﾝｸﾞ 大分

 106  冨松 勇吾 ﾄﾐﾏﾂ ﾕｳｺﾞ TCP 福岡

 107  宇野木 涼太 ｳﾉｷ ﾘｮｳﾀ  長崎

 108  飯村 真 ｲｲﾑﾗ ﾏｺﾄ  福岡

 109  今村 尚睦 ｲﾏﾑﾗ ﾅｵﾑ  福岡

令和３年４月25日（日）

【 Start List  ／　北阿蘇ライド 男子アンダー23 / MU23】 エントリー：５人　

RANK ｾﾞｯｹﾝ 登録番号 選手名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属ﾁｰﾑ 府県 Time

 110 43MU1601492 池田　渓人 イケダ ケイト  熊本

 111 40MU2100170 渕上 啓斗 ﾌﾁｶﾞﾐ ｹｲﾄ VC福岡ｴﾘｰﾄ 福岡

 112  山崎 銀次郎 ﾔﾏｻｷ ｷﾞﾝｼﾞﾛｳ RS Racing 長崎

 113  浦前 貴紀 ｳﾗﾏｴ ﾀｶﾉﾘ 北九州市立大学ｻｲｸﾘﾝｸﾞ部 福岡

 114  寺尾 公志 ﾃﾗｵ ﾏｻﾕｷ TEAM BIGBANG IMP 熊本

令和３年４月25日（日）

【 Start List  ／　北阿蘇ライド 男子ジュニア・アンダー17 / MJ・MU17 】 エントリー：9人　

RANK ｾﾞｯｹﾝ 登録番号 選手名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属ﾁｰﾑ 府県 Time

 116 43MY2001149 中村 信太 ﾅｶﾑﾗ ｼﾝﾀ 熊本市立千原台高等学校 熊本

 117 43MJ1901860 濱田　大空 ﾊﾏﾀﾞ ﾀｲｸ 熊本市立千原台高等学校 熊本

 118 35MY2100331 井上 悠喜 ｲﾉｳｴ ﾕｳｷ 山口県ｼﾞｭﾆｱｻｲｸﾙｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 山口

 119 44MJ1902044 石井 海斗 ｲｼｲ ｶｲﾄ 別府翔青 大分

 120  永田 恭史朗 ﾅｶﾞﾀ ｷｮｳｼﾛｳ  福岡

 121  井村 恒遥 ｲﾑﾗ ｺｳﾖｳ  福岡

 122  下川 一翔 ｼﾓｶﾞﾜ ｲﾁｶ  福岡

 123  平田 裕磨 ﾋﾗﾀ ﾕｳﾏ TEAM BIGBANG IMP 熊本

 124 43MJ1901861 松村 匠巳 ﾏﾂﾑﾗ ﾀｸﾐ 熊本市立千原台高等学校 熊本



令和３年４月25日（日）

【 Start List  ／　北阿蘇ライド 女子マスターズ / WM 】 エントリー：6人　

RANK ｾﾞｯｹﾝ 登録番号 選手名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属ﾁｰﾑ 府県 Time

 125 34FE1500393 中里 友香 ﾅｶｻﾞﾄ ﾕｶ Z-1 MEDALIST RC 広島

 126  井手 絵里子 ｲﾃﾞ ｴﾘｺ  福岡

 127  吉永 真理子 ﾖｼﾅｶﾞ ﾏﾘｺ ﾁｰﾑｻｺｯｼｭ 福岡

 128  小林 紀子 ｺﾊﾞﾔｼ ﾉﾘｺ  福岡

 129  矢野 恵子 ﾔﾉ ｹｲｺ Team ｻｺｯｼｭ 山口

 130  東 有子 ﾋｶﾞｼ ﾕｳｺ  宮崎

令和３年４月25日（日）

【 Start List  ／　北阿蘇ライド  女子エリート / WE 】 エントリー：4人　

RANK ｾﾞｯｹﾝ 登録番号 選手名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属ﾁｰﾑ 府県 Time

 131 46FE1602704 久木野 衣美 ｸｷﾉ ｴﾐ TEAM YOU CAN 鹿児島

 132  水上 陽依 ﾐｽﾞｶﾐ ﾋﾖﾘ  熊本

 133  工藤 友美 ｸﾄﾞｳ ﾄﾓﾐ ﾁｰﾑ友ﾁｬﾘ 大分

 134  山下 かれん ﾔﾏｼﾀ ｶﾚﾝ  福岡

令和３年４月25日（日）

【 Start List  ／　北阿蘇ライド ﾞ女子ジュニア・アンダー17 / WJ・WU17 】 エントリー：6人　

RANK ｾﾞｯｹﾝ 登録番号 選手名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属ﾁｰﾑ 府県 Time

 135 43FJ1901833 田中 杏奈 ﾀﾅｶ ｱﾝﾅ 熊本市立千原台高等学校 熊本

 136 43FJ2001107 渡邊 あかり ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｶﾘ 熊本市立千原台高等学校 熊本

 137 34FY2000386 三谷 優空 ﾐﾀﾆ ﾕﾗ TeamUKYO Reve 広島

 138 34FY2000404 徳丸 しゅう ﾄｸﾏﾙ ｼｭｳ TeamUKYO Reve 広島

 139 40FY2100358 江崎 結衣 ｴｻｷ ﾕｲ VC Fukuokaﾕｰｽ 熊本

 140 40FY2100359 江崎 美友 ｴｻｷ ﾐﾕ VC Fukuokaﾕｰｽ 熊本



令和３年４月25日（日）

【 Start List  ／　北阿蘇ライド  男子ファンライド 】 エントリー：73人　

RANK ｾﾞｯｹﾝ 登録番号 選手名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属ﾁｰﾑ 府県 Time

 141  児島 哲二 ｺｼﾞﾏ ﾃﾂｼﾞ ﾁ-ﾑ しらい 熊本

 142  矢次 泰明 ﾔﾂｷﾞ ﾔｽｱｷ  熊本

 143  西村 末吉 ﾆｼﾑﾗ ｽｴﾖｼ Jan da la 輪 愛知

 144  永田 浩高 ﾅｶﾞﾀ ﾋﾛﾀｶ  福岡

 145  長田 大介 ﾅｶﾞﾀ ﾀﾞｲｽｹ ｵｰﾙｳｪｲｽﾞ 大分

 146  神田 能 ｶﾝﾀﾞ ﾁｶﾗ  大分

 147  岩崎 健一 ｲﾜｻｷ ｹﾝｲﾁ  大分

 148  村崎 誠也 ﾑﾗｻｷ ｾｲﾔ  熊本

 149  碇屋 智典 ｲｶﾘﾔ ﾄﾓﾉﾘ  福岡

 150  碇屋 優斗 ｲｶﾘﾔ ﾕｳﾄ  福岡

 151  溜渕 晴也 ﾀﾏﾘﾌﾞﾁ ｾｲﾔ  熊本

 152  開田 耕 ﾋﾗｷﾀﾞ ｺｳ  熊本

 153  吉中 美空 ﾖｼﾅｶ ﾐｸ VC福岡ﾕｰｽ 佐賀

 154  糸満 尚貴 ｲﾄﾐﾂ ﾅｵｷ ﾁｰﾑ友ﾁｬﾘ 大分

 155  羽田 翔太 ﾊﾀﾞ ｼｮｳﾀ ﾁｰﾑ友ﾁｬﾘ 大分

 156  江崎 慎也 ｴｻｷ ｼﾝﾔ  福岡

 157  坂田 浩 ｻｶﾀ ﾋﾛｼ ｼﾗｲｼ･ﾊﾘｰｽﾞ 福岡

 158  須崎 恵太 ｽｻﾞｷ ｹｲﾀ  熊本

 159  三小田 光夫 ｻﾝｺﾀﾞ ﾐﾂｵ ｱﾎﾟﾛ 福岡

 160  相本 宏 ｱｲﾓﾄ ﾋﾛｼ  福岡

 161  中島 洋 ﾅｶｼﾏ ﾋﾛｼ  佐賀

 162  濱田 将 ﾊﾏﾀﾞ ﾏｻﾙ  佐賀

 163  田中 仁志 ﾀﾅｶ ﾋﾄｼ  熊本

 164  野田 一起 ﾉﾀﾞ ｶｽﾞｷ tree of ride 熊本

 165  今里 裕 ｲﾏｻﾄ ﾋﾛｼ  熊本

 166  北岡 仁 ｷﾀｵｶ ｻﾄｼ  熊本

 167  村山 仁志 ﾑﾗﾔﾏ ﾋﾄｼ  佐賀

 168  松本 亮二 ﾏﾂﾓﾄ ﾘｮｳｼﾞ 天薬輪 熊本

 169  岩本 浩 ｲﾜﾓﾄ ﾋﾛｼ  熊本

 170  森山 隆 ﾓﾘﾔﾏ ﾀｶｼ team AWB 大分

 171  小松 浩二 ｺﾏﾂ ｺｳｼﾞ Nosta-M 福岡

 172  甲斐 浩彦 ｶｲ ﾋﾛﾋｺ  宮崎

 173  田中 利和 ﾀﾅｶ ﾄｼｶｽﾞ  熊本

 174  鬼塚 建徳 ｵﾆﾂｶ ｹﾝﾄｸ 丸祐運送宮崎営業所 宮崎

 175  橋本 幸太 ﾊｼﾓﾄ ｺｳﾀ ﾁｰﾑ阿蘇 熊本

 176  白川 博之 ｼﾗｶﾜ ﾋﾛﾕｷ  福岡

 177  曽我部 俊幸 ｿｶﾞﾍﾞ ﾄｼﾕｷ  福岡

 178  大後戸 颯青 ｵｵｾﾄﾞ ﾌｳｾｲ 津末ﾚｰｼﾝｸﾞ 大分

 179  石川 卓 ｲｼｶﾜ ｽｸﾞﾙ  宮崎

 180  瀧口 博貴 ﾀｷｸﾞﾁ ﾋﾛｷ  宮崎

 181  川上 啄弥 ｶﾜｶﾐ ﾀｸﾔ ﾁｰﾑｽﾘｰ 大分

 182  小林 一輝 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｷ ﾁｰﾑｽﾘｰ 大分

 183  佐藤 史也 ｻﾄｳ ﾌﾐﾔ ﾁｰﾑｽﾘｰ 大分

 184  汐待 佳彦 ｼｵﾏﾁ ﾖｼﾋｺ  佐賀

 185  木下 祥平 ｷﾉｼﾀ ｼｮｳﾍｲ AWB 大分

 186  徳丸 英寿 ﾄｸﾏﾙ ﾋﾃﾞﾄｼ  広島

 187  林田 昌士 ﾊﾔｼﾀﾞ ｼｮｳｼﾞ  熊本

 188  浦前 泰紀 ｳﾗﾏｴ ﾔｽﾉﾘ ｱｻﾋ建材 宮崎

 189  東 満洋 ﾋｶﾞｼ ﾐﾂﾋﾛ SSRC 熊本

 190  原田 剛 ﾊﾗﾀﾞ ｺﾞｳ  熊本



令和３年４月25日（日）

【 Start List  ／　北阿蘇ライド  男子ファンライド 】 エントリー：73人　

RANK ｾﾞｯｹﾝ 登録番号 選手名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属ﾁｰﾑ 府県 Time

 191  姫野 益郎 ﾋﾒﾉ ﾏｽﾛｳ  大分

 192  工藤 万太郎 ｸﾄﾞｳ ﾏﾝﾀﾛｳ  福岡

 193  首藤 陽蔵 ﾖｳｿﾞｳ ｼｭﾄｳ  大分

 194  木下 和幸 ｷﾉｼﾀ ｶｽﾞﾕｷ  宮崎

 195  吉本 浩二    

 196  江濱 憲昭 ｴﾊﾏ ﾉﾘｱｷ  長崎

 197  齊藤 篤志 ｻｲﾄｳ ｱﾂｼ  福岡

 198  古閑 彰一 ｺｶﾞ ｼｮｳｲﾁ  熊本

 199  具嶋 裕介 ｸﾞｼﾏ ﾕｳｽｹ  福岡

 200  具嶋 大介 ｸﾞｼﾏ ﾀﾞｲｽｹ  福岡

 201  大久保 正行 ｵｵｸﾎﾞ ﾏｻﾕｷ TEAM-AGRI 鹿児島

 202  坂井 誠一 ｻｶｲ ｾｲｲﾁ  福岡

 203  金光 賢司 ｶﾅﾐﾂ ｹﾝｼﾞ  熊本

 204  田中 良知 ﾀﾅｶ ﾖｼﾄﾓ 楽観的A 山口

 205  田中 真二 ﾀﾅｶ ｼﾝｼﾞ ﾁｰﾑ70s 福岡

 206  玉城 和彦 ﾀﾏｼﾛ ｶｽﾞﾋｺ  熊本

 207  梅野 純夫 ｳﾒﾉ ｽﾐｵ  福岡

 208  一戸 文貴 a  大阪

 209  大畠 千幸 ｵｵﾊﾀ ｶｽﾞﾕｷ ﾊﾟｰﾌﾟﾙﾓﾝｷｰ 熊本

 210  徳永 裕司 ﾄｸﾅｶﾞ ﾋﾛｼ  福岡

 211  若宮 剛志郎 ﾜｶﾐﾔ ｺｳｼﾛｳ  熊本

 212  荒牧 巌 ｱﾗﾏｷ ｲﾜｵ  熊本

 213  森山 真    



令和３年４月25日（日）

【 Start List  ／　北阿蘇ライド 女子ファンライド 】 エントリー：4人　

RANK ｾﾞｯｹﾝ 登録番号 選手名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属ﾁｰﾑ 府県 Time

 214  藤田 円 ﾌｼﾞﾀ ﾏﾄﾞｶ  熊本

 215  首藤 栄子 ｼｭﾄｳ ｴｲｺ  大分

 216  木村 彩香 ｷﾑﾗ ｱﾔｶ CTC 熊本

 217  原口 佳子 ﾊﾗｸﾞﾁ ﾖｼｺ  熊本


