
■ピークハントコース男子
No. 名　前 フリガナ 地域名
74 有田 一平 アリタ イッペイ 鹿児島市
10 有馬 淳二 アリマ ジュンジ 鹿児島市
88 有馬 伸一郎 アリマ シンイチロウ いちき串木野市
33 安藤 淳禎 アンドウ アツヨシ 大分県
86 池田 忠義 イケダ タダヨシ 長崎県
47 池田 博一 イケダ ヒロカズ 霧島市
23 石田 衆一 イシダ シュウイチ 鹿屋市
52 市来 泰雄 イチキ ヤスオ 福岡県
21 伊藤 智彦 イトウ トモヒコ 宮崎県
66 岩里 郁弥 イワサト フミヤ 長崎県
87 岩元 健二 イワモト ケンジ 姶良市
41 上新 正明 ウエシン マサアキ 日置市
56 上野 潤也 ウエノ ジュンヤ 垂水市
7 上野 健 ウエノ タケル 熊本県
13 上野 哲臣 ウエノ テツオミ 熊本県
57 内徳 弘明 ウチトク ヒロアキ 鹿児島市
16 大澤 武志 オオサワ タケシ 熊本県
18 太田 裕之 オオタ ヒロユキ 鹿児島市
4 緒方 浩典 オガタ ヒロフミ 鹿児島市
9 小原 壮一 オバラ ソウイチ 枕崎市
61 栫井 真司 カコイ シンジ 鹿児島市
5 笠原 亮太 カサハラ リョウタ 鹿屋市
3 加藤 尚武 カトウ ナオタケ 志布志市
55 川崎 優一 カワサキ ユウイチ 出水市
25 川俣 克也 カワマタ カツナリ 熊本県
75 木下 唯一 キシタ タダカズ 錦江町
76 北園 勇雄 キタゾノ イサオ 霧島市
64 熊本 健志 クマモト タケシ 大分県
2 小松 剛 コマツ ツヨシ 長崎県
28 齊藤 英明 サイトウ ヒデアキ 宮崎県
80 坂上 健太郎 サカガミ ケンタロウ 福岡県
37 坂口 大輔 サカグチ ダイスケ 福岡県
48 佐藤 康行 サトウ ヤスユキ 姶良市
73 佐藤 佑紀 サトウ ユウキ 鹿児島市
49 佐藤 義和 サトウ ヨシカズ 霧島市
30 椎畑 雄生 シイハタ ユウキ 鹿屋市
8 重田 憲三 シゲタ ケンゾウ 枕崎市
85 下尾崎 健一 シモオザキ ケンイチ 薩摩川内市
79 下村 祐輔 シモムラ ユウスケ 鹿屋市
83 仮屋 信一 シンイチ カリヤ 鹿児島市
20 角 裕之 スミ ヒロユキ 鹿児島市
78 銭貫 和広 ゼヌキ カズヒロ 鹿屋市
65 高田 隆 タカダ タカシ 霧島市
24 高田 充康 タカダ ミツヤス 鹿児島市
46 田川 慎 タガワ マコト 熊本県
77 田古 和樹 タゴ カズキ 宮崎県
42 田子山 陽祐 タゴヤマ ヨウスケ 薩摩川内市
34 田中 将悟 タナカ ショウゴ 福岡県
40 反中 祐介 タンナカ ユウスケ 北海道
53 田中 剛 ツヨシ タナカ 佐賀県
45 中川 拓 ナカガワ タク 熊本県
19 中島 宗一 ナカジマ ソウイチ 大阪府
12 中薗 茂樹 ナカゾノ シゲキ 東京都
43 中野 寿和 ナカノ ヒサカズ 鹿屋市
1 中野 雅己 ナカノ マサキ 愛媛県
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No. 名　前 フリガナ 地域名
81 長峰 敏男 ナガミネ トシオ 長崎県
6 中森 和樹 ナカモリ カズキ 鹿児島市
31 成瀬 康夫 ナルセ ヤスオ 神奈川県
27 西原 尚希 ニシハラ ナオキ 熊本県
17 馬場 竜太 ババ リュウタ 福岡県
62 濱田 孝敏 ハマダ タカトシ 熊本県
14 早川 正樹 ハヤカワ マサキ 宮崎県
67 原田 勝典 ハラダ カツノリ 熊本県
59 原田 剛 ハラダ ツヨシ 宮崎県
84 平嶺 明光 ヒラミネ アキミツ 肝付町
51 広瀬 裕一 ヒロセ ユウイチ 宮崎県
26 前田 勇平 マエダ ユウヘイ 熊本県
32 松田 祥平 マツダ ショウヘイ 宮崎県
39 松田 征之 マツダ マサユキ 宮崎県
38 松谷 栄志 マツタニ エイシ 垂水市
44 松村 暁 マツムラ サトル 出水市
69 松本 尚之 マツモト ナオユキ 宮崎県
15 松山 好裕 マツヤマ ヨシヒロ 福岡県
58 見越 誠 ミコシ マコト 宮崎県
29 宮尾 誠 ミヤオ マコト 京都府
68 宮薗 克彦 ミヤゾノ カツヒコ 鹿児島市
50 宮本 正志 ミヤモト マサシ 熊本県
72 村田 香 ムラタ カオル 熊本県
63 森永 修三 モリナガ シュウゾウ 鹿児島市
71 柳田 俊介 ヤナギタ シュンスケ 宮崎県
70 山口 玄人 ヤマグチ ゲント 宮崎県
54 山崎 恵介 ヤマザキ ケイスケ 鹿屋市
60 山崎 章吾 ヤマサキ ショウゴ 鹿屋市
35 山下 祐一 ヤマシタ ユウイチ 湧水町
82 山中 慎太郎 ヤマナカ シンタロウ 福岡県
11 山元 俊一郎 ヤマモト シュンイチロウ 宮崎県
22 横田 秀二 ヨコタ シュウジ 宮崎県
36 吉田 諭祐 ヨシダ ユウスケ 熊本県

■ピークハントコース女子
No. 名　前 フリガナ 地域名
101 中熊 恵 ナカグマ メグミ 熊本県
102 豊原 周子 トヨハラ チカコ 喜界町
103 下川 恵 シモカワ メグミ 宮崎県
104 岩本 愛子 イワモト アイコ 鹿児島市
105 森 ちづる モリ チヅル 鹿屋市
106 神之田 亜里沙 カミノタ アリサ 鹿屋市
107 藤生 早智 フジオ サチ 福岡県
108 尾下 真由美 オシタ マユミ 薩摩川内市
109 井脇 聡子 イワキ サトコ 出水市
110 橋口 さおり ハシグチ サオリ 霧島市
111 中野 良子 ナカノ リョウコ 宮崎県
112 郷原 美穂 ゴウハラ ミホ 鹿屋市
113 藤田 未来 フジタ ミク 霧島市
114 白仁田 理恵 シラニタ リエ 福岡県



■ミルキーコース男子
No. 名　前 フリガナ 地域名
201 長谷川 裕 ハセガワ ユタカ 宮崎県
202 石神 琢郎 イシガミ タクロウ 鹿児島市
203 原田 耕次 ハラダ コウジ 指宿市
204 本村 元 モトムラ ハジメ 鹿児島市
205 石井 毅 イシイ タケシ 鹿児島市
206 福迫 誠 フクサコ マコト 指宿市
207 諏訪下 隆造 スワシタ リュウゾウ 鹿児島市
208 川瀬 翼 カワセ ツバサ 鹿児島市
209 渋谷 英昭 シブヤ ヒデアキ 宮崎県
210 山之内 健太 ヤマノウチ ケンタ 鹿児島市
211 米増 弘治 ヨネマス コウジ 鹿児島市
212 米増 省悟 ヨネマス ショウゴ 鹿児島市
213 中村 公俊 ナカムラ キミトシ 鹿児島市
214 川本 和則 カワモト カズノリ 鹿児島市
215 林田 考功 ハヤシダ タカノリ 熊本県
216 吉村 剛 ヨシムラ ツヨシ 姶良市
217 石川 裕之 イシカワ ヒロユキ 鹿屋市
218 斉藤 雅幸 サイトウ マサユキ 霧島市
219 木田 泰寛 キダ ヤスヒロ 宮崎県
220 重信 啓介 シゲノブ ケイスケ 南九州市
221 山口 裕介 ヤマグチ ユウスケ 鹿児島市
222 中川 悠 ナカガワ ユウ 長崎県
223 山下 雄二 ヤマシタ ユウジ 宮崎県
224 岡部 晧一 オカベ コウイチ 大分県
225 横山 実 ヨコヤマ ミノル 鹿屋市
226 冨岡 元弥 トミオカ モトヤ 鹿屋市
227 倉富 壮一郎 クラトミ ソウイチロウ 鹿屋市
228 持増 宏星 モチマス コウセイ 鹿屋市
229 梶川 拡 カジカワ ヒロム 宮崎県
230 渡辺 理仁 ワタナベ リヒト 宮崎県
231 川村 伸一 カワムラ シンイチ 鹿屋市
232 福永 佳孝 フクナガ ヨシタカ 鹿屋市
233 相羽 正彦 アイバ マサヒコ 霧島市
234 田井村 浩祐 タイムラ コウスケ 志布志市
235 信夫 誠 シノブ マコト 鹿屋市
236 入谷 賢太 イリタニ ケンタ 鹿屋市
237 春花 翔平 ハルハナ ショウヘイ 鹿屋市
238 佐藤 元紀 サトウ モトキ 鹿屋市
239 小溝 善孝 コミゾ ヨシタカ 鹿屋市
240 長谷川 剛 ハセガワ ツヨシ 鹿屋市
241 大澤 誠治 オオサワ セイジ 鹿屋市
242 永野 貴大 ナガノ タカヒロ 鹿屋市
243 中村 匡伸 ナカムラ マサノブ 鹿屋市
244 小倉 昌生 オグラ マサキ 鹿屋市
245 宮地 翔 ミヤチ ショウ 鹿屋市
246 池崎 大志 イケザキ タイジ 鹿屋市
247 高井 宏太 タカイ コウタ 鹿屋市
248 山下 義美 ヤマシタ ヨシミ 霧島市
249 長谷川 幸樹 ハセガワ コウキ 宮崎県
250 瀬戸口 瑛 セトグチ アキラ 南大隅町



■ミルキーコース女子
No. 名　前 フリガナ 地域名
301 濱口 明美 ハマグチ アケミ 熊本県
302 外林 三紀 トバヤシ ミキ 宮崎県
303 吉野 みどり ヨシノ ミドリ 宮崎県
304 立元 ひかる タチモト ヒカル 鹿屋市
305 上原 裕美 ウエハラ ヒロミ 鹿児島市
306 瀬戸山 貴子 セトヤマ タカコ 鹿児島市
307 増田 愛夜歌 マスダ アヤカ 鹿児島市
308 地福 和美 チフク カズミ 薩摩川内市
309 井元 真弓 イノモト マユミ 宮崎県
310 原田 昌美 ハラダ マサミ 熊本県
311 堀田 ゆかり ホリタ ユカリ 鹿児島市
312 末吉 幸子 スエヨシ サチコ 霧島市
313 川口 郁子 カワグチ イクコ 姶良市
314 市木 由美 イチキ ユミ 鹿児島市
315 笠原 千鶴 カサハラ チヅル 鹿屋市


