
1 橋本　隆之 福岡県 1 竹屋　泰 熊本県

2 坂井　翔 長崎県 TEAM　RIDEMAGIC 3 岩永　繁美 長崎県

3 坂井　裕輔 長崎県 TEAM　RIDEMAGIC 4 高木　剛 福岡県

4 濱邊　伶 長崎県 Victory 7 永尾　貴幸 長崎県 TEAM　RIDEMAGIC

8 橋口　智彦 長崎県 チームアズーロ 10 田中　豊喜 大分県 OTA

10 徳丸　新伍 宮崎県 12 森　俊浩 宮崎県

13 守上　伸一 熊本県

14 朝倉　賢一 熊本県 植木TRクラブ

17 石原　敬斗 福岡県

19 宗木　祐一 熊本県

2 高崎　潤 福岡県 20 桑原　健昌 長崎県 TEAM　RIDEMAGIC

3 河津　浩二 福岡県 23 田中　良浩 熊本県

4 中野　禎彦 福岡県 24 皆元　一徳 鹿児島県

5 浦中　信宏 熊本県 植木トライアルクラブ 25 有永　勝士 大分県 OTA

6 大塚　雅文 福岡県 26 亀本　直 長崎県 TEAM RIDEMAGIC

9 渡部　修二 大分県 27 山下　大作 長崎県

11 野崎　順一 宮崎県 28 椎畑　幸三 鹿児島県

12 前田　浩二 鹿児島県 29 川野　準也 熊本県 TRIAL　TEAM　KUMAMOTO

14 後藤　研一 鹿児島県 チームやじろべえ 30 飯塚　誠 熊本県

15 大田　幸成 鹿児島県 KOレーシング 31 塚崎　準也 長崎県 TEAM　RIDEMAGIC

16 松下　茂彦 福岡県 寅吉一家 32 西村　知誠 長崎県 TEAM　RIDEMAGIC

17 佐藤　定光 宮崎県　 33 堀　浩 熊本県

19 村田　憲昭 熊本県 植木トライアル 34 佐藤　勇士 宮崎県

21 山本　洋三 福岡県 35 柴　豊彦 長崎県

23 巣山　悟 宮崎県 36 西村　平 佐賀県

24 中野　勝臣 大分県 OTA 37 西村　洋平 長崎県

29 坂井　結太 大分県 38 久島　宜記 宮崎県

01 村上　嘉章 熊本県 TRIAL　TRAM　KUMAMOTO 39 梅下　翔太 宮崎県

03 加藤　慎太郎 熊本県 TRIAL　TEAM　KUMAMOTO 40 村上　勲 熊本県

41 柴山　奨栄 福岡県

1 佐藤　貴幸 鹿児島県

2 伊藤　勝彦 長崎県 1 村上　隆宏 福岡県

3 西村　徹朗 長崎県 6 三浦　舞子 福岡県 寅吉一家

6 中山　義国 長崎県 7 大坪　洋一 福岡県 寅吉一家

7 井上　弘治 長崎県 12 岩城　洋一 宮崎県

8 森冨　照昭 熊本県 植木トライアルクラブ 13 加藤　卓 福岡県 寅吉一家

10 浦川　正隆 福岡県 TEAMぱわあくらふと 14 飯塚　清士郎 熊本県

13 宇都　智 福岡県 15 坂田　士光 福岡県

14 助廣　修 福岡県 16 下瀬　剛 大分県

20 神田　隆幸 鹿児島県

02 村上　由美子 福岡県 寅吉一家 6名

03 浅川　悟 福岡県 ぱわあくらふと 19名

04 荒嶽　大紫郎 熊本県 TRIAL　TEAM　KUMAMOTO 16名

05 細江　正昭 福岡県 寅吉一家 30名

06 大久保　智史 福岡県 8名

07 笹原　智紘 長崎県 79名
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