
OITA CYCLEFES ENDURO 2hours

名前 フリガナ チーム名 チーム名（フリガナ）

101 穴井 祐樹 アナイ ユウキ 特殊任務班 トクシュニンムハン

102 阿部 励一 アベ レイイチ

103 池永 和哉 イケナガ カズヤ

104 諌山 康成 イサヤマ ヤスナリ

105 礒崎 英治 イソザキ エイジ

106 磯部 直樹 イソベ ナオキ チームREDSUNS チームレッドサンズ

107 岩尾 大河 イワオ タイガ Team UKYO Reve チームウキョウレブ

108 岩切 弘輝 イワキリ ヒロキ VC福岡エリート ブイシーフクオカエリート

109 牛山 恭一 ウシヤマ キョウイチ ＶＣ福岡エリート ブイシーフクオカエリート

110 浦前 貴紀 ウラマエ タカノリ HCC エイチシーシー

111 大城 俊二 オオキ シュンジ

112 大後戸 颯青 オオセド フウセイ 津末レーシング ツスエレーシング

113 太田 元輝 オオタ ゲンキ ReVelo/EMU SPEED CLUB リベロエミュスピードクラブ

114 大谷 賢聡 オオタニ マサアキ

115 小笠原 輝彦 オガサワラ テルヒコ

116 小野 亜海 オノ アミ

117 甲斐 祐輔 カイ ユウスケ 津末レーシング ツスエレーシング

118 加藤 ガイヤ カトウ カ゛イヤ

119 加藤 匠 カトウ タクミ 逃げ馬倶楽部 ニゲウマクラブ

120 門脇 知慎 カドワキ トモノリ IGNITE Racing Team イグナイト レーシングチーム

121 河野 練也 カワノ レンヤ

122 河村 雅王 カワムラ マオ

123 管 慎哉 カン シンヤ

124 菊池 美匡 キクチ ヨシクニ

125 北野 誠幸 キタノ マサユキ はやとパパ ハヤトパパ

126 木村 拓哉 キムラ タクヤ チームGINRIN熊本 チームギンリンクマモト

127 木村 佑太 キムラ ユウタ

128 古賀 朋樹 コガ トモキ 無し

129 後藤 和義 ゴトウ カズヨシ

130 後藤 隆生 ゴトウ タカオ

131 小藪 忠義 コヤブ タダヨシ 孤独なアクアリスト コドクナアクアリスト

132 酒井 遵 サカイ ジュン

133 志賀 隆文 シガ タカフミ

134 志賀 礼子 シガ レイコ

135 嶌田 伶治 シマダ リョウジ TEAM BIGBANG IMP チームビッグバン

136 清水 峻 シミズ ジュン 清水さる園 シミズサルエン

137 清水 雄高 シミズ ユタカ IGNITE Racing Team イグナイトレーシングチーム

138 白井 隆之 シライ タカユキ CCPP シーシーピーピー

139 白井 朋幸 シライ トモユキ nexstra GCK ネクストラ ジーシーケー

140 杉木 文武 スギキ フミタケ

141 角 勇人 スミ ハヤト かぼす

142 園田 隆洋 ソノダ タカヒロ チームかぼす チームカボス

143 たかつ こうじ タカツ コウジ キメラ キメラ

144 竹内 誠二 タケウチ セイジ 逃げ馬 ニゲウマ

145 竹内 満洋 タケウチ ミツヒロ

146 田中 嘉祐 タナカ ヨシヒロ ぼちぼち たなか ボチボチ タナカ

147 津末 浩平 ツスエ コウヘイ 津末レーシング ツスエレーシング

148 鶴田 明 ツルタ アキラ

149 鳥越 寛史 トリゴエ ヒロフミ

150 中島 太一 ナカシマ タイチ
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151 中村 純 ナカムラ ジュン

152 中村 将也 ナカムラ マサヤ MiNERVA-asahi ミネルヴァアサヒ

153 中村 やすし ナカムラ ヤスシ VC福岡 エリート ブイシーフクオカ エリート

154 西村 和文 ニシムラ カズフミ 芸術緑丘高等学校（職員） ゲイジュツミドリガオカ

155 仁部 安秀 ニベ ヤスヒデ ぼっちぼっち ボッチボッチ

156 如法寺 辰幸 ニョホウジ タツユキ キメラ

157 野上 幸正 ノガミ ユキマサ 豊後高田 ブンゴタカダ

158 野尻 英樹 ノジリ ヒデキ

159 野々下 哲一郎 ノノシタ テツイチロウ 豊後高田市 ブンゴタカダシ

160 拝田 英治 ハイタ エイジ

161 橋口 裕次朗 ハシグチ ユウジロウ 津末レーシング

162 ⾧谷部 崇 ハセベ タカシ かぼす カボス

163 畑 洋介 ハタ ヨウスケ 津末レーシング ツスエレーシング

164 浜砂 友輝 ハマスナ ユウキ TeamSciroco

165 濱本 浩嗣 ハマモト ヒロツグ

166 林 五皇 ハヤシ ゴオウ

167 樋口 将一 ヒグチ ショウイチ 佐伯BRC サイキビーアールシー

168 福田 修 フクダ オサム うさんし ウサンシ

169 福光 賞真 フクミツ タカマサ M-WORKS JETT

170 藤井 健 フジイ タケシ

171 藤嶋 大己 フジシマ ダイキ IGNITE Racing team イグナイトレーシングチーム

172 淵 信隆 フチ ノブタカ

173 本庄 義人 ホンショウ ヨシヒト VC VELOCE ブイシーベローチェ

174 松井 卓也 マツイ タクヤ

175 松本 昭徳 マツモト アキノリ ノアールサイクリングチーム ノアールサイクリングチーム

176 三木 聡史 ミキ サトシ

177 森竹 蒼良 モリタケ ソラ TeamUKYOReve チームウキョウレブ

178 森元 大樹 モリモト ダイキ team Usa City チームウサシティ

179 安永 智宏 ヤスナガ トモヒロ

180 山崎 武志 ヤマサキ タケシ

181 渡辺 拓己 ワタナベ タクミ

182 渡邉 守寛 ワタナベ モリヒロ ヨダカの星 ヨダカノホシ
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森竹 侑汰 モリタケ ウタ

渡邉 祥大 ワタナベ ヨシヒロ

前田 雄一郎 マエダ ユウイチロウ

上田 卓史 ウエダ タカフミ

山口 清雄 ヤマグチ スガオ

佐藤 淳治 サトウ ジュンジ

綿谷 海璃 ワタタニ カイリ

青木 颯甫 アオキ ソウスケ

永尾 陵介 ナガオ リョウスケ

永尾 郁寛 ナガオ イクヒロ

須藤 祐 ストウ タスク

手塚 友二郎 テヅカ ユウジロウ

濱崎 啓一 ハマサキ ケイイチ

濱崎 七海 ハマサキ ナナミ

北郷 芳則 キタゴウ ヨシノリ

北郷 芹奈 キタゴウ セナ

佐藤 功明 サトウ コウメイ

佐藤 優介 サトウ ユウスケ

大城 凜太朗 オオキ リンタロウ

高倉 悠翔 タカクラ ハルト

井上 悠喜 イノウエ ユウキ

飯干 智章 イイボシ トモアキ

岩本 力 イワモト チカラ

近藤 孝義 コンドウ タカヨシ

藤川 俊治 フジカワ シュンジ

吉田 浩 ヨシダ ヒロシ

小野 修平 オノ シュウヘイ

河野 有司 コウノ ユウジ

井原 慧樹 イハラ ケイジュ

後藤 公正 ゴトウ ミキオ

山部 照幸 ヤマベ テルユキ

高橋 裕一朗 タカハシ ユウイチロウ

小野 雄彦 オノ タケヒコ

藤野 秀昭 フジノ ヒデアキ

西牟田 崇敏 ニシムタ タカトシ

青木 駿典 アオキ シュンスケ

三成 優雅 ミツナリ ユウガ

三成 樹輝 ミツナリ イツキ

健木 一人 ケンキ カズト

樋口 文雄 ヒグチ フミオ

松園 修一 マツゾノ シュウイチ

204 GENKI スポーツクラブ ゲンキスポーツクラブ

205
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201 IGNITE Racing Team

212 bungotakada Ave60 ブンゴタカダアベレージロクジュウ

213

208 チョコボール チョコボール

209

イグナイト レーシング チーム

202 HCC エイチシーシー

203 SJ エスジェイ

211 VC福岡ユース ブイシーフクオカユース

GEN2 PENGUINS ジェンツーペンギンズ

206 TEAM BIGBANG IMP チーム ビッグバン インパクト

207 チームのび子 チームノビコ

津末レーシング ツスエレーシング

210 南中 ナンチュウ

honkirin ホンキリン

214 山車 ヤマグルマ

215 ラッパー ラッパー

216 YT ワイティー

チームJETT チームジェット

301 FNO エフエヌオー

302 GENKIスポーツクラブ ゲンキスポーツクラブ

303
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