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1 101 後藤 尚久 福岡県 ごいごい隊ｺﾞﾄｳ ﾅｵﾋｻ

2 102 秀村 泉一郎 福岡県 林商店ﾋﾃﾞﾑﾗ ｾﾝｲﾁﾛｳ

3 103 野崎 将広 福岡県 charepair.comﾉｻﾞｷ ﾏｻﾋﾛ

4 104 中島 勇一郎 福岡県 ごいごい隊ﾅｶｼﾏ ﾕｳｲﾁﾛｳ

5 105 久野 広将 熊本県 BLK Racing teamﾋｻﾉ ｺｳｽｹ

6 106 津田 晃美 熊本県ﾂﾀﾞ ﾃﾙﾐ

7 107 松尾 真一 大分県 Q-SHU UNION / ちゅう吉ﾏﾂｵ ｼﾝｲﾁ

8 108 森山 隆 大分県 taem allwaysﾓﾘﾔﾏ ﾀｶｼ

9 109 安地 勲 福岡県 ごいごい隊ｱﾝﾁ ｲｻｵ

10 110 坂田 英之 熊本県 ﾁｰﾑwaitaｻｶﾀ ﾋﾃﾞﾕｷ

11 111 坂田 明優 熊本県 ﾁｰﾑwaitaｻｶﾀ ｱｷﾋﾛ

12 112 坂田 実優 熊本県 ﾁｰﾑwaitaｻｶﾀ ﾏﾋﾛ

13 113 山下 禮音 熊本県 ﾁｰﾑwaitaﾔﾏｼﾀ ﾋﾛﾄ

14 114 後藤 康大 大分県ｺﾞﾄｳ ﾔｽﾋﾛ

15 115 清田 あづさ 熊本県 ｵﾚﾝｼﾞﾌｪﾛｰｷﾖﾀ ｱﾂﾞｻ

16 116 柴田 健太郎 福岡県 TEAM QMAXｼﾊﾞﾀ ｹﾝﾀﾛｳ

17 117 原田 大輔 福岡県 林商店ﾊﾗﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ

18 118 宮田 晋作 熊本県 ﾁｰﾑ大薮ｻｲｸﾙﾐﾔﾀ ｼﾝｻｸ

19 119 河津 直樹 熊本県ｶﾜﾂﾞ ﾅｵｷ

20 120 木竹 広賢 長崎県 ｳｨｽﾞﾗﾝｷﾀｹ ﾋﾛﾀｶ

21 121 木竹 賢心 長崎県 ｳｨｽﾞﾗﾝｷﾀｹ ｹﾝｼﾝ

22 122 橋爪 佑輔 福岡県 Team Scirocoﾊｼﾂﾞﾒ ﾕｳｽｹ

23 123 奥村 貴 福岡県 MASAYA CHIHAYA RIDERSｵｸﾑﾗ ﾀｶｼ

24 124 川口 智成 福岡県 MASAYA CHIHAYA RIDERS 2号ｶﾜｸﾞﾁ ﾄﾓﾅﾘ

25 125 吉川 真郷 熊本県ﾖｼｶﾜ ﾏｻﾄ

26 126 岡山 優太 福岡県 MASAYA YOUNG RIDERSｵｶﾔﾏ ﾕｳﾀ

27 127 岡山 貴弘 福岡県 Q-shu unionｵｶﾔﾏ ﾀｶﾋﾛ

28 128 野村 賢作 熊本県 ﾌｧﾌﾞﾘｶ新大江本庁ﾉﾑﾗ ｹﾝｻｸ

29 129 前田 和行 宮崎県 梶原音楽ｽﾀｼﾞｵ延岡ﾏｴﾀﾞ ｶｽﾞﾕｷ

30 130 小澤 雅之 福岡県 HagibowBikeworksｵｻﾞﾜ ﾏｻﾕｷ

31 131 小林 卓洋 熊本県 Fabbrica with Crossfit Kumamotoｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶﾋﾛ

32 132 内藤 陽介 熊本県ﾅｲﾄｳ ﾖｳｽｹ

33 133 中谷 建志 山口県 ｼﾏﾉﾄﾞﾘﾝｷﾝｸﾞﾅｶﾀﾆ ｹﾝｼﾞ

34 134 中西 元樹 福岡県 新日鐵住金(株)八幡製鐵所CCﾅｶﾆｼ ﾓﾄｷ

35 135 神吉 好弘 福岡県 新日鐵住金(株)八幡製鐵所CCｶﾝｷ ﾖｼﾋﾛ

36 136 中原 健一郎 福岡県 A.B.ｸﾗﾌﾞﾅｶﾊﾗ ｹﾝｲﾁﾛｳ

37 137 安藤 浩海 福岡県ｱﾝﾄﾞｳ ﾋﾛｳﾐ

38 138 三角 純也 福岡県 ごいごい隊ﾐｽﾐ ｼﾞｭﾝﾔ

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

40 140 梅野 剛史 福岡県ｳﾒﾉ ﾀｹｼ

41 141 岩瀬 一真 山口県 FUJIMOTO FARM/とこわかｲﾜｾ ｶｽﾞﾏ

42 142 伊藤 晋二 福岡県ｲﾄｳ ｼﾝｼﾞ
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