
1組目
氏名 フリガナ チーム名 レース歴

1 水町 勝彦 ミズマチ カツヒコ PARABOLAイワイシーガル 2017 KIRIN Criterium 1 エキスパート 優勝
2 山内 一真 ヤマウチ カズマ 水産大学校 サイクリング部 ツールド下関市エキシビションクリテリウムスポーツクラス 優勝
3 竹山 和輝 タケヤマ カズキ Team sciroco 九州チャレンジサイクルロードレース2017 B1 優勝
4 原田 将樹 ハラダ マサキ 久留米大学 九州チャレンジサイクルロードレースin五木村　チャンピオンクラス(B-1) 3位
5 蓑田 幸作 ミノダ コウサク チームGINRIN熊本
6 河島 貴人 カワシマ タカト Team SCIROCO
7 沼田 崚太郎 ヌマタ リョウタロウ sspc   御船中
8 竹山 和輝 タケヤマ カズキ Team Sciroco
9 石丸 幸士郎 イシマル コウシロウ 大牟田高校 HSR九州サイクルロードレース2018第2戦  エキスパートクラス 22位

10 中村 典 ナカムラ ツカサ V.C.FUKUOKA
11 秋好 佑太 アキヨシ ユウタ V.C.FUKUOKA
12 麻生 健也 アソウ ケンヤ V.C.FUKUOKA
13 肥川 拓輝 ヒカワ ヒロキ 久留米大学 福岡県チャレンジザバンク　6kmスクラッチ 3位
14 田中 壮大朗 タナカ ソウタロウ 東福岡高等学校
15 八木田 洋介 ヤギタ ヨウスケ 水産大学校 サイクリング部 2017 ツールド下関クリテリウムスポーツ 18位
16 松尾 星瑛 マツオ セイヤ 東福岡高等学校
17 齊藤 和喜 サイトウ カズキ
18 篠原 稔 シノハラ ミノル セカンドウインド鹿児島
19 白井 朋幸 シライ トモユキ team GCK
20 今村 貴志 イマムラ タカシ
21 眞武 僚太 マタケリョウタ マタケ リョウタ
22 田中 滉 タナカ コウ キリンクリテ予選 3位

2組目
23 左迫間 昭一 サコマ ショウイチ チームGINRIN熊本 2017 KIRIN Criterium 1 エキスパート ２位
24 佐藤 壮志 サトウ タケシ SSPC-竜南中 2017 KIRIN Criterium 1 エキスパート ４位
25 武富 正芳 タケトミ マサヨシ チームGINRIN熊本 HSR九州エリート 優勝
26 山口 健児 ヤマグチ ケンジ チームセカンドウインド鹿児島 サイクルフェスタ桜島　個人TT　年代別 優勝
27 佐藤 和輝 サトウ カズキ 久留米大学 愛媛国体 出場
28 松田 真和 マツダ マサカズ V.C.FUKUOKA ツール・ド・おきなわ2017　市民140km 6位
29 江上 正造 エガミ　ショウゾウ V.C.FUKUOKA
30 山田 悠斗 ヤマダ ユウト V.C.FUKUOKA
31 丸山 博己 マルヤマ ヒロミ チームセカンドウインド鹿児島 HSR九州ロードレース　エキスパートクラス ３位
32 中村 純 ナカムラ ジュン
33 中村 悠太 ナカムラ ユウタ team サコッシュ
34 徳永 裕司 トクナガ ヒロシ
35 中村 誠 ナカムラ マコト SSPC-良山中 九州チャレンジロードレースU-17 ３位
36 井上 真呂 イノウエ マロ Team BIGBANG
37 安武 英治 ヤスタケ エイジ チームGINRIN熊本 椿が花ヒルクライム ６位
38 尊田　耀介 ソンダ　ヨウスケ hirabikes
39 磯川 天慶 イソカワ タカヨシ イソカワ　タカヨシ オール九州3時間耐久ロードレースinオートポリス 65位
40 塚本 崇寛 ツカモト タカヒロ ライド
41 宮本 圭介 ミヤモト ケイスケ
42 犬丸 隆行 イヌマル タカユキ ＦＲＦ ＨＳＲロードレース 12位
43 佐藤 孝 サトウ タカシ 水産大学校

【KIRIN Criterium 2 エキスパート】


