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1 101 柴田 光雄 熊本県ｼﾊﾞﾀ ﾐﾂｵ

2 102 佐藤 富士雄 大分県 ｸﾗｲﾐﾝｸﾞﾓﾝｷｰｻﾄｳ ﾌｼﾞｵ

3 103 西村 辰郎 鹿児島県 ﾁｰﾑ こげぱんﾆｼﾑﾗ ﾀﾂﾛｳ

4 104 西村 辰太郎 鹿児島県 ﾁｰﾑ こげぱんﾆｼﾑﾗ ｼﾝﾀﾛｳ

5 105 森山 隆 大分県ﾓﾘﾔﾏ ﾀｶｼ

6 106 上田 正直 熊本県 fabbrica ,comｳｴﾀﾞ ﾏｻﾅｵ

7 107 下仮屋 賢太郎 佐賀県ｼﾓｶﾘﾔ ｹﾝﾀﾛｳ

8 108 梅本 和寿 福岡県 hagibowbikewarksｳﾒﾓﾄ ｶｽﾞﾋｻ

9 109 松田 陸 福岡県 MASAYA YOUNG RIDERSﾏﾂﾀﾞ ﾘｸ

10 110 中川 英幸 熊本県 orangefellowﾅｶｶﾞﾜ ﾋﾃﾞﾕｷ

11 111 前田 真吾 福岡県ﾏｴﾀﾞ ｼﾝｺﾞ

12 112 野崎 将広 福岡県 charepair.comﾉｻﾞｷ ﾏｻﾋﾛ

13 113 松尾 真一 大分県 Q-SHU UNION / ちゅう吉ﾏﾂｵ ｼﾝｲﾁ

14 114 秀村 泉一郎 福岡県 林商店/Q-mixﾋﾃﾞﾑﾗ ｾﾝｲﾁﾛｳ

15 115 岡山 優太 福岡県 MASAYA YOUNG RIDERSｵｶﾔﾏ ﾕｳﾀ

16 116 滝口 靖史 熊本県ﾀｷｸﾞﾁ ﾔｽｼ

17 117 河津 直樹 熊本県ｶﾜﾂﾞ ﾅｵｷ

18 118 落合 博 宮崎県 ｴｲﾙ宮崎ﾚｰｼﾝｸﾞｵﾁｱｲ ﾋﾛｼ

19 119 中島 秀樹 佐賀県 ﾗﾝﾄﾞﾏｽﾀｰGﾅｶｼﾏ ﾋﾃﾞｷ

20 120 江口 貴樹 鹿児島県ｴｸﾞﾁ ﾀｶｷ

21 121 江口 大貴 鹿児島県ｴｸﾞﾁ ﾀﾞｲｷ

22 122 下道 亮 鹿児島県 ﾌﾛｯｸﾞｻｲｸﾙｼﾓﾐﾁ ﾘｮｳ

23 123 瀬戸口 健 鹿児島県 ﾁｰﾑﾌﾛｯｸﾞｻｲｸﾙｾﾄｸﾞﾁ ｹﾝ

24 124 松永 直樹 熊本県 KHRﾏﾂﾅｶﾞ ﾅｵｷ

25 125 松永 彼方 熊本県 KHRﾏﾂﾅｶﾞ ｶﾅﾀ

26 126 草場 範也 福岡県 North Wishｸｻﾊﾞ ﾉﾘﾔ

27 127 川口 智成 福岡県ｶﾜｸﾞﾁ ﾄﾓﾅﾘ

28 128 冨田 深 福岡県 正屋ﾄﾐﾀ ｼﾝ

29 129 讃井 元彌 福岡県 MASAYAyoungridersｻﾇｲ ﾓﾄﾔ

30 130 奥村 貴 福岡県 MASAYA CHIHAYA 1号ｵｸﾑﾗ ﾀｶｼ

31 131 岡本 謙二 大分県ｵｶﾓﾄ ｹﾝｼﾞ

32 132 三井 俊美 福岡県 A&N ｻｲｸﾙﾌﾚﾝﾄﾞﾐﾂｲ ﾄｼﾐ

33 133 中尾 貴博 鹿児島県 京ｾﾗ ｻｲｸﾘﾝｸﾞ部ﾅｶｵ ﾀｶﾋﾛ

34 134 吉田 孝 熊本県 ｵﾚﾝｼﾞ ﾌｪﾛｰﾖｼﾀﾞ ﾀｶｼ

35 135 伊藤 拓海 熊本県 泉分校MTB部ｲﾄｳ ﾀｸﾐ

36 136 中村 真美 熊本県 泉分校MTB部ﾅｶﾑﾗ ﾏﾐ

37 137 堀川 慎悟 熊本県 八代農高泉分校MTB部ﾎﾘｶﾜ ｼﾝｺﾞ

38 138 元田 崚介 熊本県 泉分校MTB部ﾓﾄﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ

39 139 上野 蓮 福岡県 MASAYA YOUNG RIDERSｳｴﾉ ﾚﾝ

40 140 上野 幸紀 福岡県 ﾁｰﾑ蓮菓ｳｴﾉ ﾕｷﾉﾘ

41 141 宮田 晋作 熊本県 大薮ｻｲｸﾙﾐﾔﾀ ｼﾝｻｸ

42 142 船島 和浩 熊本県 51歳独身ｵﾔｼﾞﾌﾅｼﾏ ｶｽﾞﾋﾛ

43 143 沼田 崚太郎 熊本県 さぬき屋 崚ﾇﾏﾀ

44 144 沼田 透 熊本県 さぬき屋 崚ﾇﾏﾀ ﾄｵﾙ
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