
ＮｏＮｏＮｏＮｏ 氏氏氏氏　　　　　　　　名名名名 住住住住　　　　　　　　所所所所 所属所属所属所属チームチームチームチーム名名名名

1111 前田前田前田前田　　　　仁仁仁仁 熊本県熊本県熊本県熊本県 ﾁｰﾑﾁｰﾑﾁｰﾑﾁｰﾑGINRINGINRINGINRINGINRIN熊本熊本熊本熊本

2222 江副江副江副江副　　　　之人之人之人之人 福岡県福岡県福岡県福岡県 江副江副江副江副ｸﾘﾆｯｸｸﾘﾆｯｸｸﾘﾆｯｸｸﾘﾆｯｸ

3333 浜島浜島浜島浜島　　　　慎吾慎吾慎吾慎吾 鹿児島県鹿児島県鹿児島県鹿児島県 ﾁｰﾑｾｶﾝﾄﾞｳｨﾝﾄﾞﾁｰﾑｾｶﾝﾄﾞｳｨﾝﾄﾞﾁｰﾑｾｶﾝﾄﾞｳｨﾝﾄﾞﾁｰﾑｾｶﾝﾄﾞｳｨﾝﾄﾞ鹿児島鹿児島鹿児島鹿児島

4444 岩切岩切岩切岩切　　　　弘輝弘輝弘輝弘輝 大分県大分県大分県大分県

5555 園田園田園田園田　　　　哲二哲二哲二哲二 鹿児島県鹿児島県鹿児島県鹿児島県 ﾁｰﾑｾｶﾝﾄﾞｳｲﾝﾄﾞﾁｰﾑｾｶﾝﾄﾞｳｲﾝﾄﾞﾁｰﾑｾｶﾝﾄﾞｳｲﾝﾄﾞﾁｰﾑｾｶﾝﾄﾞｳｲﾝﾄﾞ鹿児島鹿児島鹿児島鹿児島

6666 長岡長岡長岡長岡　　　　健朗健朗健朗健朗 大分県大分県大分県大分県

7777 和田和田和田和田　　　　桂一桂一桂一桂一 鹿児島県鹿児島県鹿児島県鹿児島県 ｾｶﾝﾄﾞｳｲﾝﾄﾞｾｶﾝﾄﾞｳｲﾝﾄﾞｾｶﾝﾄﾞｳｲﾝﾄﾞｾｶﾝﾄﾞｳｲﾝﾄﾞ鹿児島鹿児島鹿児島鹿児島

8888 轟木轟木轟木轟木　　　　直人直人直人直人 鹿児島県鹿児島県鹿児島県鹿児島県

9999 山口山口山口山口　　　　健児健児健児健児 鹿児島県鹿児島県鹿児島県鹿児島県

10101010 永井永井永井永井　　　　康文康文康文康文 大分県大分県大分県大分県 津末津末津末津末ｻｲｸﾙｻｲｸﾙｻｲｸﾙｻｲｸﾙ

11111111 廣田廣田廣田廣田　　　　淳一淳一淳一淳一 大分県大分県大分県大分県

12121212 白井白井白井白井　　　　隆之隆之隆之隆之 福岡県福岡県福岡県福岡県

13131313 小倉小倉小倉小倉　　　　広大広大広大広大 熊本県熊本県熊本県熊本県 ﾁｰﾑﾁｰﾑﾁｰﾑﾁｰﾑＧＩＮＲＩＮＧＩＮＲＩＮＧＩＮＲＩＮＧＩＮＲＩＮ熊本熊本熊本熊本

14141414 朝久野朝久野朝久野朝久野　　　　友暁友暁友暁友暁 大分県大分県大分県大分県

15151515 重畠重畠重畠重畠　　　　信也信也信也信也 鹿児島県鹿児島県鹿児島県鹿児島県 ﾁｰﾑｾｶﾝﾄﾞｳｨﾝﾄﾞﾁｰﾑｾｶﾝﾄﾞｳｨﾝﾄﾞﾁｰﾑｾｶﾝﾄﾞｳｨﾝﾄﾞﾁｰﾑｾｶﾝﾄﾞｳｨﾝﾄﾞ鹿児島鹿児島鹿児島鹿児島

16161616 古川古川古川古川　　　　豊英豊英豊英豊英 福岡県福岡県福岡県福岡県

17171717 山山山山ﾉﾉﾉﾉ内内内内　　　　卓也卓也卓也卓也 福岡県福岡県福岡県福岡県 Team Team Team Team ｻｺｯｼｭｻｺｯｼｭｻｺｯｼｭｻｺｯｼｭ

18181818 佐藤佐藤佐藤佐藤　　　　弘典弘典弘典弘典 大分県大分県大分県大分県 ｸﾗﾌﾄﾏﾝｸﾗﾌﾄﾏﾝｸﾗﾌﾄﾏﾝｸﾗﾌﾄﾏﾝ

19191919 永田永田永田永田　　　　隆二隆二隆二隆二 熊本県熊本県熊本県熊本県 ﾁｰﾑﾁｰﾑﾁｰﾑﾁｰﾑGINRINGINRINGINRINGINRIN熊本熊本熊本熊本

20202020 小橋小橋小橋小橋　　　　武武武武 大分県大分県大分県大分県 津末津末津末津末ｻｲｸﾙｻｲｸﾙｻｲｸﾙｻｲｸﾙ

21212121 中原中原中原中原　　　　哲哲哲哲 大分県大分県大分県大分県 ＯＰＯＰＯＰＯＰｻｲｸﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞｻｲｸﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞｻｲｸﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞｻｲｸﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ

22222222 亀井亀井亀井亀井　　　　宏宏宏宏 福岡県福岡県福岡県福岡県 猫猫猫猫のののの会会会会

23232323 左迫間左迫間左迫間左迫間　　　　昭一昭一昭一昭一 熊本県熊本県熊本県熊本県 ﾁｰﾑﾁｰﾑﾁｰﾑﾁｰﾑGINRINGINRINGINRINGINRIN熊本熊本熊本熊本

24242424 井井井井ﾉﾉﾉﾉ上上上上　　　　琢海琢海琢海琢海 福岡県福岡県福岡県福岡県 猫猫猫猫のののの会会会会

25252525 井上井上井上井上　　　　好徳好徳好徳好徳 福岡県福岡県福岡県福岡県 Ｔｅａｍ　Ｔｅａｍ　Ｔｅａｍ　Ｔｅａｍ　ｻｺｯｼｭｻｺｯｼｭｻｺｯｼｭｻｺｯｼｭ

1111・スポーツクラス・スポーツクラス・スポーツクラス・スポーツクラス

25252525 井上井上井上井上　　　　好徳好徳好徳好徳 福岡県福岡県福岡県福岡県 Ｔｅａｍ　Ｔｅａｍ　Ｔｅａｍ　Ｔｅａｍ　ｻｺｯｼｭｻｺｯｼｭｻｺｯｼｭｻｺｯｼｭ

26262626 岩崎岩崎岩崎岩崎　　　　直哉直哉直哉直哉 福岡県福岡県福岡県福岡県 水曜会水曜会水曜会水曜会

27272727 本田一樹本田一樹本田一樹本田一樹 大分県大分県大分県大分県

28282828 丸山丸山丸山丸山　　　　博己博己博己博己 鹿児島県鹿児島県鹿児島県鹿児島県 ｾｶﾝﾄﾞｳｲﾝﾄﾞｾｶﾝﾄﾞｳｲﾝﾄﾞｾｶﾝﾄﾞｳｲﾝﾄﾞｾｶﾝﾄﾞｳｲﾝﾄﾞ鹿児島鹿児島鹿児島鹿児島

29292929 山下山下山下山下　　　　辰徳辰徳辰徳辰徳 熊本県熊本県熊本県熊本県 TEAM TEAM TEAM TEAM ﾌﾟﾛﾎﾟｽﾀﾌﾟﾛﾎﾟｽﾀﾌﾟﾛﾎﾟｽﾀﾌﾟﾛﾎﾟｽﾀ

30303030 奈須剛奈須剛奈須剛奈須剛 大分県大分県大分県大分県 浦中浦中浦中浦中ﾚｰｼﾝｸﾞﾚｰｼﾝｸﾞﾚｰｼﾝｸﾞﾚｰｼﾝｸﾞ

31313131 小野小野小野小野　　　　尚登尚登尚登尚登 大分県大分県大分県大分県 Blue GrassBlue GrassBlue GrassBlue Grass

32323232 宮本宮本宮本宮本　　　　利徳利徳利徳利徳 熊本県熊本県熊本県熊本県 ｸﾛｽﾛｰﾄﾞﾊﾞｲｼｸﾙｸﾛｽﾛｰﾄﾞﾊﾞｲｼｸﾙｸﾛｽﾛｰﾄﾞﾊﾞｲｼｸﾙｸﾛｽﾛｰﾄﾞﾊﾞｲｼｸﾙ

33333333 伊東伊東伊東伊東　　　　恒輝恒輝恒輝恒輝 大分県大分県大分県大分県 Roppo RacingRoppo RacingRoppo RacingRoppo Racing

34343434 森本森本森本森本　　　　浩樹浩樹浩樹浩樹 福岡県福岡県福岡県福岡県 Ｔｅａｍ　Ｔｅａｍ　Ｔｅａｍ　Ｔｅａｍ　ｻｺｯｼｭｻｺｯｼｭｻｺｯｼｭｻｺｯｼｭ

35353535 中村中村中村中村　　　　好宏好宏好宏好宏 福岡県福岡県福岡県福岡県

36363636 後藤後藤後藤後藤　　　　和義和義和義和義 大分県大分県大分県大分県 日出日出日出日出ﾀｰﾎﾞｯﾄﾀｰﾎﾞｯﾄﾀｰﾎﾞｯﾄﾀｰﾎﾞｯﾄ

37373737 日高日高日高日高　　　　美郎美郎美郎美郎 宮崎県宮崎県宮崎県宮崎県

38383838 麻生麻生麻生麻生　　　　吉生吉生吉生吉生 大分県大分県大分県大分県 ﾛｯﾎﾟﾚｰｼﾝｸﾞﾛｯﾎﾟﾚｰｼﾝｸﾞﾛｯﾎﾟﾚｰｼﾝｸﾞﾛｯﾎﾟﾚｰｼﾝｸﾞ

39393939 三井三井三井三井　　　　寿展寿展寿展寿展 宮崎県宮崎県宮崎県宮崎県

40404040 石橋石橋石橋石橋　　　　智幸智幸智幸智幸 福岡県福岡県福岡県福岡県 ﾋﾞﾁｸﾚｯﾀﾌｸｵｶﾋﾞﾁｸﾚｯﾀﾌｸｵｶﾋﾞﾁｸﾚｯﾀﾌｸｵｶﾋﾞﾁｸﾚｯﾀﾌｸｵｶ

41414141 川村川村川村川村　　　　侃生侃生侃生侃生 熊本県熊本県熊本県熊本県

42424242 井上井上井上井上　　　　徳之徳之徳之徳之 大分県大分県大分県大分県 かよちゃんｽﾞかよちゃんｽﾞかよちゃんｽﾞかよちゃんｽﾞ

43434343 加藤加藤加藤加藤　　　　康平康平康平康平 大分県大分県大分県大分県 かよちゃんｽﾞかよちゃんｽﾞかよちゃんｽﾞかよちゃんｽﾞ

44444444 八川八川八川八川　　　　薫薫薫薫 大分県大分県大分県大分県 YCLYCLYCLYCL

45454545 三浦三浦三浦三浦　　　　大五郎大五郎大五郎大五郎 大分県大分県大分県大分県

46464646 日坂日坂日坂日坂　　　　賢人賢人賢人賢人 大分県大分県大分県大分県 かよちゃんｽﾞかよちゃんｽﾞかよちゃんｽﾞかよちゃんｽﾞ

47474747 中川中川中川中川　　　　浩二浩二浩二浩二 愛媛県愛媛県愛媛県愛媛県 RT―WESTERNRT―WESTERNRT―WESTERNRT―WESTERN

48484848 河合河合河合河合　　　　智一智一智一智一 愛媛県愛媛県愛媛県愛媛県 ﾎﾞﾝｼｬﾝｽﾎﾞﾝｼｬﾝｽﾎﾞﾝｼｬﾝｽﾎﾞﾝｼｬﾝｽ

49494949 岡村岡村岡村岡村　　　　敏治敏治敏治敏治 福岡県福岡県福岡県福岡県

50505050 高橋高橋高橋高橋　　　　強強強強 大分県大分県大分県大分県 津末津末津末津末ｸﾗﾌﾞｸﾗﾌﾞｸﾗﾌﾞｸﾗﾌﾞ

51515151 津波古津波古津波古津波古　　　　和也和也和也和也 熊本県熊本県熊本県熊本県 ﾀｸﾘｰﾉﾓﾝﾀﾅｻｲｸﾘﾝｸﾞﾁｰﾑﾀｸﾘｰﾉﾓﾝﾀﾅｻｲｸﾘﾝｸﾞﾁｰﾑﾀｸﾘｰﾉﾓﾝﾀﾅｻｲｸﾘﾝｸﾞﾁｰﾑﾀｸﾘｰﾉﾓﾝﾀﾅｻｲｸﾘﾝｸﾞﾁｰﾑ

52525252 中田中田中田中田　　　　健健健健 大分県大分県大分県大分県 津末津末津末津末･ｸﾗﾌﾄ･･ｸﾗﾌﾄ･･ｸﾗﾌﾄ･･ｸﾗﾌﾄ･朝錢会朝錢会朝錢会朝錢会

53535353 池本池本池本池本　　　　幸男幸男幸男幸男 山口県山口県山口県山口県

54545454 三輪三輪三輪三輪　　　　誠治誠治誠治誠治 宮崎県宮崎県宮崎県宮崎県 自転車倶楽部自転車倶楽部自転車倶楽部自転車倶楽部54545454 三輪三輪三輪三輪　　　　誠治誠治誠治誠治 宮崎県宮崎県宮崎県宮崎県 自転車倶楽部自転車倶楽部自転車倶楽部自転車倶楽部

55555555 和田和田和田和田　　　　竜治竜治竜治竜治 福岡県福岡県福岡県福岡県 福岡工業大学福岡工業大学福岡工業大学福岡工業大学

56565656 平瀬平瀬平瀬平瀬　　　　拓郎拓郎拓郎拓郎 宮崎県宮崎県宮崎県宮崎県 ｴｲﾙｴｲﾙｴｲﾙｴｲﾙ宮崎宮崎宮崎宮崎ﾚｰｼﾝｸﾞﾚｰｼﾝｸﾞﾚｰｼﾝｸﾞﾚｰｼﾝｸﾞ

57575757 二神二神二神二神　　　　誠一郎誠一郎誠一郎誠一郎 愛媛県愛媛県愛媛県愛媛県 愛媛県松山工業高校愛媛県松山工業高校愛媛県松山工業高校愛媛県松山工業高校

58585858 菅沼菅沼菅沼菅沼　　　　秀征秀征秀征秀征 大分県大分県大分県大分県 ﾁｰﾑﾁｰﾑﾁｰﾑﾁｰﾑ輝輪輝輪輝輪輝輪



ＮｏＮｏＮｏＮｏ 氏氏氏氏　　　　　　　　名名名名 住住住住　　　　　　　　所所所所 所属所属所属所属チームチームチームチーム名名名名

61616161 山内山内山内山内　　　　和廣和廣和廣和廣 鹿児島県鹿児島県鹿児島県鹿児島県 ｾｶﾝﾄﾞｳｲﾝﾄﾞｾｶﾝﾄﾞｳｲﾝﾄﾞｾｶﾝﾄﾞｳｲﾝﾄﾞｾｶﾝﾄﾞｳｲﾝﾄﾞ鹿児島鹿児島鹿児島鹿児島

62626262 川崎川崎川崎川崎　　　　義広義広義広義広 鹿児島県鹿児島県鹿児島県鹿児島県 ｾｶﾝﾄﾞｳｲﾝﾄﾞｾｶﾝﾄﾞｳｲﾝﾄﾞｾｶﾝﾄﾞｳｲﾝﾄﾞｾｶﾝﾄﾞｳｲﾝﾄﾞ鹿児島鹿児島鹿児島鹿児島

63636363 藤本藤本藤本藤本　　　　広一広一広一広一 福岡県福岡県福岡県福岡県

64646464 山田山田山田山田　　　　豊喜豊喜豊喜豊喜 福岡県福岡県福岡県福岡県 T-PLANETT-PLANETT-PLANETT-PLANET

65656565 広瀬広瀬広瀬広瀬　　　　勝也勝也勝也勝也 大分県大分県大分県大分県

66666666 中山中山中山中山　　　　陽平陽平陽平陽平 鹿児島県鹿児島県鹿児島県鹿児島県 SECOND WINDSECOND WINDSECOND WINDSECOND WIND鹿児島鹿児島鹿児島鹿児島

67676767 中村中村中村中村　　　　洋一洋一洋一洋一 熊本県熊本県熊本県熊本県 ﾁｰﾑﾁｰﾑﾁｰﾑﾁｰﾑGINRINGINRINGINRINGINRIN熊本熊本熊本熊本

68686868 高森高森高森高森　　　　賢太賢太賢太賢太 熊本県熊本県熊本県熊本県

69696969 井上井上井上井上　　　　覚覚覚覚 大分県大分県大分県大分県

70707070 山内山内山内山内　　　　昭宏昭宏昭宏昭宏 福岡県福岡県福岡県福岡県

71717171 村上村上村上村上　　　　幸生幸生幸生幸生 大分県大分県大分県大分県 ｶｽﾃﾛｶｽﾃﾛｶｽﾃﾛｶｽﾃﾛ

72727272 中村中村中村中村　　　　やすしやすしやすしやすし 福岡県福岡県福岡県福岡県

73737373 中村中村中村中村　　　　優優優優 福岡県福岡県福岡県福岡県 FastoriaBCFastoriaBCFastoriaBCFastoriaBC

74747474 立石立石立石立石　　　　広範広範広範広範 大分県大分県大分県大分県

75757575 和田和田和田和田　　　　徹也徹也徹也徹也 熊本県熊本県熊本県熊本県

76767676 竹原竹原竹原竹原　　　　昌宏昌宏昌宏昌宏 熊本県熊本県熊本県熊本県 ﾌﾟﾛﾎﾟｽﾀﾌﾟﾛﾎﾟｽﾀﾌﾟﾛﾎﾟｽﾀﾌﾟﾛﾎﾟｽﾀ

77777777 宮坂宮坂宮坂宮坂　　　　和宜和宜和宜和宜 大分県大分県大分県大分県 ﾀﾞｲﾄｰﾀﾞｲﾄｰﾀﾞｲﾄｰﾀﾞｲﾄｰ

78787878 森塚森塚森塚森塚　　　　和成和成和成和成 熊本県熊本県熊本県熊本県 TEAM TEAM TEAM TEAM ﾌﾟﾛﾎﾟｽﾀﾌﾟﾛﾎﾟｽﾀﾌﾟﾛﾎﾟｽﾀﾌﾟﾛﾎﾟｽﾀ

79797979 早川早川早川早川　　　　聡聡聡聡 福岡県福岡県福岡県福岡県 PALABOLAPALABOLAPALABOLAPALABOLA

80808080 赤峰赤峰赤峰赤峰　　　　宏典宏典宏典宏典 福岡県福岡県福岡県福岡県 福岡大学福岡大学福岡大学福岡大学

81818181 奥永奥永奥永奥永　　　　剛士剛士剛士剛士 福岡県福岡県福岡県福岡県 ｲﾉｼｼｰｽﾞｲﾉｼｼｰｽﾞｲﾉｼｼｰｽﾞｲﾉｼｼｰｽﾞ｡｡｡｡

２・チャレンジクラス

３・レディースクラス

ＮｏＮｏＮｏＮｏ 氏氏氏氏　　　　　　　　名名名名 住住住住　　　　　　　　所所所所 所属所属所属所属チームチームチームチーム名名名名

90909090 諏訪諏訪諏訪諏訪　　　　左裕里左裕里左裕里左裕里 愛媛県愛媛県愛媛県愛媛県 RT―WESTERNRT―WESTERNRT―WESTERNRT―WESTERN

ＮｏＮｏＮｏＮｏ 氏氏氏氏　　　　　　　　名名名名 住住住住　　　　　　　　所所所所 所属所属所属所属チームチームチームチーム名名名名

101101101101 釘宮釘宮釘宮釘宮　　　　斗弥斗弥斗弥斗弥 大分県大分県大分県大分県 津末津末津末津末ﾚｰｼﾝｸﾞﾁｰﾑﾚｰｼﾝｸﾞﾁｰﾑﾚｰｼﾝｸﾞﾁｰﾑﾚｰｼﾝｸﾞﾁｰﾑ

102102102102 村上村上村上村上　　　　恭太郎恭太郎恭太郎恭太郎 大分県大分県大分県大分県 ｶｽﾃﾛｶｽﾃﾛｶｽﾃﾛｶｽﾃﾛ

103103103103 武田武田武田武田　　　　聖海聖海聖海聖海 福岡県福岡県福岡県福岡県

104104104104 伊藤伊藤伊藤伊藤　　　　旭旭旭旭 熊本県熊本県熊本県熊本県 TEAM GamadasTEAM GamadasTEAM GamadasTEAM Gamadas

105105105105 長松長松長松長松　　　　大祐大祐大祐大祐 大分県大分県大分県大分県

ＮｏＮｏＮｏＮｏ 氏氏氏氏　　　　　　　　名名名名 住住住住　　　　　　　　所所所所 所属所属所属所属チームチームチームチーム名名名名

111111111111 山内山内山内山内　　　　義信義信義信義信 鹿児島県鹿児島県鹿児島県鹿児島県

112112112112 半田半田半田半田　　　　誠誠誠誠 熊本県熊本県熊本県熊本県 ﾁｰﾑﾁｰﾑﾁｰﾑﾁｰﾑ　ＭＡＸ　ＭＡＸ　ＭＡＸ　ＭＡＸ

113113113113 佐藤佐藤佐藤佐藤　　　　壮志壮志壮志壮志 熊本県熊本県熊本県熊本県 ｔｅａｍＭＡＸｔｅａｍＭＡＸｔｅａｍＭＡＸｔｅａｍＭＡＸ

114114114114 山内山内山内山内　　　　伊織伊織伊織伊織 福岡県福岡県福岡県福岡県

115115115115 楠楠楠楠　　　　昂樹昂樹昂樹昂樹 宮崎県宮崎県宮崎県宮崎県 ｻﾝｸｽ･ｻｲｸﾘﾝｸﾞ･ﾁｰﾑｻﾝｸｽ･ｻｲｸﾘﾝｸﾞ･ﾁｰﾑｻﾝｸｽ･ｻｲｸﾘﾝｸﾞ･ﾁｰﾑｻﾝｸｽ･ｻｲｸﾘﾝｸﾞ･ﾁｰﾑ

116116116116 立石立石立石立石　　　　将也将也将也将也 大分県大分県大分県大分県

117117117117 吉岡吉岡吉岡吉岡　　　　灯志灯志灯志灯志 福岡県福岡県福岡県福岡県 ＴｅａｍＴｅａｍＴｅａｍＴｅａｍ零零零零きっずきっずきっずきっず

118118118118 入江入江入江入江　　　　航太航太航太航太 熊本県熊本県熊本県熊本県 TEAM GamadasTEAM GamadasTEAM GamadasTEAM Gamadas

ＮｏＮｏＮｏＮｏ 氏氏氏氏　　　　　　　　名名名名 住住住住　　　　　　　　所所所所 所属所属所属所属チームチームチームチーム名名名名

121121121121 阿部阿部阿部阿部　　　　英斗英斗英斗英斗 福岡県福岡県福岡県福岡県 鬼族自転車競技部鬼族自転車競技部鬼族自転車競技部鬼族自転車競技部

122122122122 楠楠楠楠　　　　皓雅皓雅皓雅皓雅 宮崎県宮崎県宮崎県宮崎県 ｻﾝｸｽ･ｻｲｸﾘﾝｸﾞ･ﾁｰﾑｻﾝｸｽ･ｻｲｸﾘﾝｸﾞ･ﾁｰﾑｻﾝｸｽ･ｻｲｸﾘﾝｸﾞ･ﾁｰﾑｻﾝｸｽ･ｻｲｸﾘﾝｸﾞ･ﾁｰﾑ

123123123123 楠楠楠楠　　　　侑磨侑磨侑磨侑磨 宮崎県宮崎県宮崎県宮崎県 ｻﾝｸｽ･ｻｲｸﾘﾝｸﾞ･ﾁｰﾑｻﾝｸｽ･ｻｲｸﾘﾝｸﾞ･ﾁｰﾑｻﾝｸｽ･ｻｲｸﾘﾝｸﾞ･ﾁｰﾑｻﾝｸｽ･ｻｲｸﾘﾝｸﾞ･ﾁｰﾑ

124124124124 中原中原中原中原　　　　克克克克 大分県大分県大分県大分県 ＯＰＯＰＯＰＯＰｻｲｸﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞｻｲｸﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞｻｲｸﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞｻｲｸﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ

125125125125 佐藤佐藤佐藤佐藤　　　　大志大志大志大志 熊本県熊本県熊本県熊本県 ｔｅａｍＭＡＸｔｅａｍＭＡＸｔｅａｍＭＡＸｔｅａｍＭＡＸ

４・中学生クラス

５・キッズクラスA

６・キッズクラスB

125125125125 佐藤佐藤佐藤佐藤　　　　大志大志大志大志 熊本県熊本県熊本県熊本県 ｔｅａｍＭＡＸｔｅａｍＭＡＸｔｅａｍＭＡＸｔｅａｍＭＡＸ

126126126126 石橋石橋石橋石橋　　　　健人健人健人健人 福岡県福岡県福岡県福岡県 ﾁﾋﾞｸﾚｯﾀﾌｸｵｶﾁﾋﾞｸﾚｯﾀﾌｸｵｶﾁﾋﾞｸﾚｯﾀﾌｸｵｶﾁﾋﾞｸﾚｯﾀﾌｸｵｶ

127127127127 吉岡吉岡吉岡吉岡　　　　大治郎大治郎大治郎大治郎 福岡県福岡県福岡県福岡県 ＴｅａｍＴｅａｍＴｅａｍＴｅａｍ零零零零きっずきっずきっずきっず



　　　　　　　　PMPMPMPM１２１２１２１２：：：：００００００００　　　　　　　　　　　　受付受付受付受付・コース・コース・コース・コース試走試走試走試走　　　　

　　　　　　　　PMPMPMPM１２１２１２１２：：：：５０５０５０５０　　　　　　　　　　　　開会式開会式開会式開会式・・・・競技説明競技説明競技説明競技説明　　　　　　　　

　　　　　　　　PMPMPMPM１３１３１３１３：：：：００００００００　　　　　　　　　　　　スポーツクラススポーツクラススポーツクラススポーツクラス

　　　　　　　　PMPMPMPM１４１４１４１４：：：：１０１０１０１０　　　　　　　　　　　　チャレンジチャレンジチャレンジチャレンジ

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　     　　　　　　　　レディースレディースレディースレディース

　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　

　　　　

　　　　　　　　PMPMPMPM１４１４１４１４：：：：３０３０３０３０　　　　　　　　　　　　キッズキッズキッズキッズＡＡＡＡ・・・・ＢＢＢＢクラスクラスクラスクラス

　　　　　　　　PMPMPMPM１４１４１４１４：：：：５０５０５０５０　　　　　　　　　　　　表彰式表彰式表彰式表彰式・・・・閉会式閉会式閉会式閉会式

　　　　　　　　※※※※　　　　各各各各クラスクラスクラスクラス　　　　スタートスタートスタートスタート５５５５分前分前分前分前までにまでにまでにまでに召集召集召集召集　　　　

　　　　　　　　※※※※　　　　スケジュールについてはスケジュールについてはスケジュールについてはスケジュールについては、、、、変更変更変更変更するするするする場合場合場合場合がありますがありますがありますがあります。。。。

道路案内図 スケジュール

●●●●（（（（財財財財））））日本自転車競技連盟規則日本自転車競技連盟規則日本自転車競技連盟規則日本自転車競技連盟規則およびおよびおよびおよび本大会特別規則本大会特別規則本大会特別規則本大会特別規則をををを適用適用適用適用しますしますしますします。。。。

●●●●　　　　安全管理安全管理安全管理安全管理およびおよびおよびおよび周回管理周回管理周回管理周回管理のためのためのためのため周回遅周回遅周回遅周回遅れのれのれのれの選手選手選手選手はははは失格失格失格失格としますとしますとしますとします。。。。

●●●●　　　　レースにレースにレースにレースに使用使用使用使用するするするする自転車自転車自転車自転車はははは基本的基本的基本的基本的にににに「「「「ロードレーサーロードレーサーロードレーサーロードレーサー」」」」及及及及びびびび「ＭＴＢ」「ＭＴＢ」「ＭＴＢ」「ＭＴＢ」等等等等のスポーツのスポーツのスポーツのスポーツ車車車車

　　　　　　　　としますがとしますがとしますがとしますが、、、、キッズクラスにキッズクラスにキッズクラスにキッズクラスに関関関関してはしてはしてはしては特特特特にににに限定限定限定限定いたしませんいたしませんいたしませんいたしません。。。。

●●●●　　　　車検等車検等車検等車検等はははは行行行行いませんいませんいませんいません。。。。整備整備整備整備されたされたされたされた安全安全安全安全なななな自転車自転車自転車自転車でごでごでごでご参加参加参加参加くださいくださいくださいください。。。。

●●●●　　　　悪天候等悪天候等悪天候等悪天候等のよりのよりのよりのより、、、、大会大会大会大会がががが中止中止中止中止になったになったになったになった場合場合場合場合でもでもでもでも参加料参加料参加料参加料はははは返金返金返金返金できませんできませんできませんできません。。。。

注意事項注意事項注意事項注意事項

コースレイアウト


