
レース№ 氏名 都道府県名 レース№ 氏名 都道府県名

701 平川　順基 大阪府 755 和田　秀一郎 鹿児島県

702 宮本　昭 宮崎県 756 岩谷　直樹 東京都

703 古藤　英樹 佐賀県 757 守部　丈博 宮崎県

704 Weng　Yongbiao 東京都 758 高畠　英昭 長崎県

705 内山　周一郎 宮崎県 759 大友　直樹 宮崎県

706 岡本　輝雄 福岡県 760 一ノ瀬　勇 福岡県

707 櫻井　博文 神奈川県 761 荒木　幹生 熊本県

708 池田　徳郎 宮崎県 762 愛甲　隆昭 鹿児島県

709 福井　稔 宮崎県 763 小島　裕史 熊本県

710 Ravi　Chan 福岡県 764 大久保　秀光 大阪府

711 藤木　剛 東京都 765 清水　秀和 宮崎県

712 吉野　信一 長崎県 766 甲斐　清章 宮崎県

713 臼山　正志 鹿児島県 767 川島　正章 福岡県

714 菅野　良寛 埼玉県 768 高山　秀俊 福岡県

715 河野　広一 東京都 769 三井　啓史 宮崎県

716 宮城　龍 東京都 770 唐木　將行 熊本県

717 荒木　厚博 山口県 771 堂園　歩 熊本県

718 西村　真司 山口県 772 城崎　竜司 鹿児島県

719 渡邉　信之 滋賀県 773 山崎　英樹 神奈川県

720 畑中　敬史 福岡県 774 長田　浩伸 宮崎県

721 東　公徳 宮崎県 775 奥　隆充 宮崎県

722 後藤　英之 宮崎県 776 三宅　弘通 熊本県

723 満尾　雅彦 鹿児島県 777 江口　和徳 佐賀県

724 渡部　康郎 千葉県 778 佐藤　博之 熊本県

725 藤田　尚久 香川県 779 長島　芳之 埼玉県

726 阿部　匡一 大分県 780 西川　雅之 福岡県

727 野津　幸治 東京都 781 田中　次雄 鹿児島県

728 西蔭　誠二 鹿児島県 782 甲斐　積 宮崎県

729 吉田　訓和 神奈川県 783 河野　俊嗣 宮崎県

730 高橋　浩満 宮崎県 784 永野　俊也 鹿児島県

731 津田　維一 東京都 785 井上　正浩 福岡県

732 岡田　実 熊本県 786 木村　浩 熊本県

733 森部　陽一郎 宮崎県 787 中村　隆 長野県

734 牧野　康伸 宮崎県 788 池田　達彦 鹿児島県

735 久野　聡 鹿児島県 789 小園　英雄 鹿児島県

736 狩集　一彦 鹿児島県 790 高井　吉雄 千葉県

737 渥美　修一郎 東京都 791 豊田　英章 熊本県

738 小城　左明 福岡県 792 河野　敏治 鹿児島県

739 大西　浩幸 宮崎県 793 野辺　貞孝 鹿児島県

740 西川　章仁 神奈川県 794 樋口　四郎 宮崎県

741 清家　努 大分県 795 中山　篤男 鹿児島県

742 稲本　健一 東京都 796 時任　正信 宮崎県

743 三田　大介 東京都 797 糠塚　雅樹 神奈川県

744 廣野　一雄 東京都 798 有馬　淳二 鹿児島県

745 有馬　達也 宮崎県 799 日和佐　秀彦 愛媛県

746 加藤　賢治 愛知県 800 田中　文顕 熊本県

747 高見澤　一伸 長野県 801 石川　哲夫 大分県

748 格谷　隆 宮崎県 802 千葉　輝美 埼玉県

749 長谷部　洋 宮崎県 803 甲斐　史宏 宮崎県

750 浜田　紀由 滋賀県 804 加野浩之 熊本県

751 後藤　玄利 東京都 805 鈴木　功 鹿児島県

752 大谷　節哉 神奈川県 806 於保　浩之 東京都

753 今福　和幸 鹿児島県 807 矢上　尚宏 福岡県

754 福井　濃 福岡県 808 高浜　隆史 宮崎県

スタンダード50歳以上 スタンダード50歳以上


