
2019熊日30キロロードレース・招待・要請選手

招待選手・男子

ナンバーカード 氏名 ふりがな 年齢 所属 出身校

1 川内　優輝 かわうち・ゆうき 31 埼玉県庁 学習院大学

2 三輪　晋大朗 みわ・しんたろう 27 ＮＴＮ 東京農業大学

3 𠮷田　亮壱 よしだ・りょういち 23 九電工 日本体育大学

4 聞谷　賢人 きくたに・けんと 24 トヨタ紡織 順天堂大学

5 西川　凌矢 にしかわ・りょうや 25 トーエネック 龍谷大学

6 西澤　卓弥 にしざわ・たくや 24 トーエネック 順天堂大学

7 湊谷　春紀 みなとや・はるき 22 東海大学 秋田工業高校

8 湯澤　舜 ゆざわ・しゅん 22 東海大学 東海大学付属第三高校

9 中島　怜利 なかしま・れいり 21 東海大学 倉敷高校

10 𠮷田　圭太 よしだ・けいた 20 青山学院大学 世羅高校

11 片西　景 かたにし・けい 21 駒澤大学 昭和第一学園

12 中山　顕 なかやま・けん 21 中央大学 伊奈学園総合高校

13 中島　大就 なかしま・たいじゅ 21 明治大学 世羅高校

招待選手・女子

ナンバーカード 氏名 ふりがな 年齢 所属 出身校

301 岡本　奈々依 おかもと・ななよ 21 大阪学院大学 岡崎学園高校

302 宮内　宏子 みやうち・ひろこ 35 ホクレン 白鵬女子高校

303 菊地　優子 きくち・ゆうこ 26 ホクレン 白鷗大学

304 松田　杏奈 まつだ・あんな 24 京セラ 松山大学

305 川上　わかば かわかみ・わかば 22 ノーリツ 諫早高校

306 後藤　みのり ごとう・みのり 26 キヤノンAC九州 大阪学院大学

307 新井　沙紀枝 あらい・さきえ 24 肥後銀行 大阪学院大学

308 猪原　千佳 いはら・ちか 23 肥後銀行 小林高校



要請選手・男子

ナンバーカード 選手名 ふりがな 年齢 所属 出身校

101 髙木　登志夫 たかき・としお 25 横浜DeNA 東海大学

102 上村　和生 うえむら・かずき 25 大塚製薬 東洋大学

103 川端　千都 かわばた・かずと 23 コニカミノルタ 東海大学

104 甲斐　翔太 かい・しょうた 27 八千代工業 日本体育大学

105 秋山　清仁 あきやま・きよひと 24 愛知製鋼 日本体育大学

106 寺西　雅俊 てらにし・まさとし 24 マツダ 京都産業大学

107 井上　錬 いのうえ・れん 21 SGホールディングスグループ 佐久長聖高校

108 神林　勇太 かんばやし・ゆうた 20 青山学院大学 九州学院高校

109 髙田　凜太郎 たかた・りんたろう 21 東海大学 九州学院高校

110 山口　和也 やまぐち・かずや 21 日本体育大学 世羅高校

111 池田　耀平 いけだ・ようへい 20 日本体育大学 島田高校

112 宮﨑　勇将 みやざき・ゆうしょう 22 日本体育大学 千原台高校

113 米満　怜 よねみつ・れん 21 創価大学 大牟田高校

114 上田　結也 うえだ・ゆうや 21 創価大学 九州学院高校

115 上土井　雅大 かみどい・まさひろ 20 亜細亜大学 純真学園純真高校

116 山元　創太 やまもと・そうた 19 亜細亜大学 鹿児島工業高校

117 脇山　隼斗 わきやま・はやと 19 亜細亜大学 純真学園純真高校

118 竹井　祐貴 たけい・ゆうき 19 亜細亜大学 鹿児島中央高校

119 天野　誠也 あまの・せいや 20 自衛隊体育学校 柴田高校

120 厚浦　大地 あつうら・だいち 19 関東学院大学 東京実業高校

121 荒川　将輝 あらかわ・まさき 21 関東学院大学 利府高校

122 鈴木　輝 すずき・ひかる 20 慶應義塾大学 県立浦和高校

123 田島　爽也 たじま・さわや 21 慶應義塾大学 熊谷高校

124 村上　将真 むらかみ・しょうま 22 山梨学院大学 開新高校

125 吉田　将基 よしだ・まさき 20 流通経済大学 八代東高校

126 木邑　駿 きむら・しゅん 21 広島経済大学 倉敷高校



要請選手・女子

ナンバーカード 選手名 ふりがな 年齢 所属 出身校

401 川上　さくら かわかみ・さくら 22 ノーリツ 諫早高校

402 津崎　紀久代 つざき・きくよ 29 ノーリツ 名城大学

403 床呂　沙紀 ところ・さき 24 京セラ 関西外国語大学

404 大塚　英梨子 おおつか・えりこ 26 キヤノンAC九州 奈良学園大学

405 平井　恵 ひらい・めぐみ 28 キヤノンAC九州 佛教大学

406 古川　夏海 ふるかわ・なつみ 22 キヤノンAC九州 有明高校

407 中村　瑠花 なかむら・るか 25 小島プレス 東京農業大学

408 幾野　由里亜 いくの・ゆりあ 25 小島プレス 松山大学

409 齋藤　真希 さいとう・まき 27 肥後銀行 福岡大学

410 松下　茉由 まつした・まゆ 20 肥後銀行 神村学園高校

411 平井　見季 ひらい・みき 22 肥後銀行 筑波大学

412 川本　希花 かわもと・きりか 19 ユニクロ 遊学館高校

413 伊藤　ひかり いとう・ひかり 20 ユニクロ 仙台育英学園高校

414 髙谷　愛奈 たかたに・あいな 21 大阪学院大学 須磨友が丘高校

415 谷川　愛美 たにがわ・まなみ 21 大阪学院大学 中村女子高校

416 竹内　優花 たけうち・ゆうか 20 大阪学院大学 東海大学付属諏訪高校

417 橋本　晴圭 はしもと・はるか 20 大阪学院大学 和歌山北高校

418 戸田　朱音 とだ・あかね 20 大阪学院大学 西脇工業高校

419 田村　幸希 たむら・さき 21 大阪学院大学 小松島西高校


