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1 101 佐々木 洋司 和歌山県11:00:00 ｻｻｷ ﾖｳｼﾞ

2 102 長西 英司 兵庫県 Ringo road.com11:00:30 ﾅｶﾞﾆｼ ｴｲｼﾞ

3 103 河津 英樹 熊本県 tryｰj/26ism11:01:00 ｶﾜﾂﾞ ﾋﾃﾞｷ

4 104 久保寺 央 大阪府 ﾁｰﾑ ﾄﾚｯｸｼﾞｬﾊﾟﾝ11:01:30 ｸﾎﾞﾃﾞﾗ ﾋｻｼ

5 105 松村 闘 滋賀県 ｼﾞｬｲｱﾝﾄｽﾄｱ大阪11:02:00 ﾏﾂﾑﾗ ﾀｹﾙ

6 106 豊田 康之 栃木県 yaita racing team11:02:30 ﾄﾖﾀﾞ ﾔｽﾕｷ

7 107 中川 健一 京都府 #1JyoUltimate Factory Kyoto11:03:00 ﾅｶｶﾞﾜ ｹﾝｲﾁ

8 108 中井 裕貴 京都府11:03:30 ﾅｶｲ ﾋﾛﾀｶ

9 109 小坂 憲太朗 神奈川県 ｼﾏﾉﾄﾞﾘﾝｷﾝｸﾞ11:04:00 ｺｻｶ ｹﾝﾀﾛｳ

10 110 臼井 誠 静岡県 UC.BROS LOST11:04:30 ｳｽｲ ﾏｺﾄ

11 111 谷 政信 大阪府11:05:00 ﾀﾆ ﾏｻﾉﾌﾞ

12 112 羽田 雅臣 京都附 本能寺のへんの変11:05:30 ﾊﾀﾞ ﾏｻｵﾐ

13 113 小西 栄二 京都府 ｳｪﾙﾄﾞﾜﾝ11:06:00 ｺﾆｼ ｴｲｼﾞ

14 114 二唐 精一 大阪府 WGAracing11:06:30 ﾆｶﾞﾗ ｾｲｲﾁ

15 115 山口 大地 大阪府 きゃりｰ11:07:00 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾞｲﾁ

16 116 秋庭 将之 北海道 FULLMARKS11:07:30 ｱｷﾊﾞ ﾏｻﾕｷ

17 117 池田 亮平 兵庫県 西六甲朝練組&ﾁｰﾑすすす11:08:00 ｲｹﾀﾞ ﾘｮｳﾍｲ

18 118 栗本 一人 大阪府 CSK Racing Club11:08:30 ｸﾘﾓﾄ ｶｽﾞﾄ

19 119 濱地 祐輔 兵庫県 ﾁｰﾑRAG11:09:00 ﾊﾏﾁﾞ ﾕｳｽｹ

20 120 入江 大介 京都府 swankys/ｸﾞﾘｯﾀｰﾁｭｰﾝ11:09:30 ｲﾘｴ ﾀﾞｲｽｹ

21 121 森川 裕之 福井県11:10:00 ﾓﾘｶﾜ ﾋﾛﾕｷ

22 122 下湯北 直也 奈良県 FK17011:10:30 ｼﾓﾕｷﾀ ﾅｵﾔ

23 123 堀 勇 愛知県 SHOT-PROJECT11:11:00 ﾎﾘ ｲｻﾑ

24 124 川勝 拓 京都府 SOU.SOU傾衣11:11:30 ｶﾜｶﾂ ﾀｸ

25 125 入佐 康介 大阪府 fk17011:12:00 ｲﾘｻ ｺｳｽｹ

26 126 田中 誉広 大阪府 山野郎11:12:30 ﾀﾅｶ ﾀｶﾋﾛ

27 127 室井 浩志 東京都 Chapter11:13:00 ﾑﾛｲ ﾋﾛｼ

28 128 藤村 飛丸 京都府 MADDY CHOCOLATE11:13:30 ﾌｼﾞﾑﾗ ﾄﾋﾞﾏﾙ

29 129 杉野 陽一 大阪府 DHｳｲﾙｽ11:14:00 ｽｷﾞﾉ ﾖｳｲﾁ

30 130 武嶋 嘉道 神奈川県 Breeze Bike & Outdoor11:14:30 ﾀｹｼﾏ ﾖｼﾐﾁ

31 131 岩田 尚久 大阪附 SWANKYS11:15:00 ｲﾜﾀ ﾅｵﾋｻ

32 132 添田 友明 福島県 ﾊﾞﾝﾋﾟｰﾊﾟｽ11:15:30 ｿｴﾀ ﾄﾓｱｷ

33 133 安藤 展章 兵庫県 BIG MOUNTAIN11:16:00 ｱﾝﾄﾞｳ ﾉﾌﾞｱｷ

34 134 林 繁雄 大阪府 奥の院倶楽部 NURT11:16:30 ﾊﾔｼ ｼｹﾞｵ

35 135 吉見 和記 愛知県 ripple/tksk11:17:00 ﾖｼﾐ ｶｽﾞｷ

36 136 岩手 信 和歌山県11:17:30 ｲﾜﾃ ﾏｺﾄ

37 137 田淵 昂 新潟県 国際自然環境ｱｳﾄﾄﾞｱ専門学11:18:00 ﾀﾌﾞﾁ ｱｷﾗ

38 138 吉井 康平 東京都11:18:30 ﾖｼｲ ｺｳﾍｲ

39 139 足立 貴輝 大阪府 ﾁｰﾑﾘﾝｺﾞﾛｰﾄﾞ11:19:00 ｱﾀﾞﾁ ﾀｶｷ

40 140 梅原 吉人 大阪府 一条ｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ11:19:30 ｳﾒﾊﾗ ﾖｼﾄ

41 141 井手 亮二 京都府 無し11:20:00 ｲﾃﾞ ﾘｮｳｼﾞ

42 142 濱上 尚毅 大阪府 水曜日MTBの会11:20:30 ﾊﾏｶﾞﾐ ﾅｵｷ

43 143 松本 正起 兵庫県 ﾁｰﾑRAG11:21:00 ﾏﾂﾓﾄ ﾏｻｷ

44 144 磯部 孔計 京都府 もりもりわんぱく隊11:21:30 ｲｿﾍﾞ ﾖｼｶｽﾞ

45 145 竹田 博文 愛媛県 IGNITIONBMXWithUNITStreet11:22:00 ﾀｹﾀﾞ ﾋﾛﾌﾐ

46 146 西堀 貴士 神奈川県11:22:30 ﾆｼﾎﾞﾘ ﾀｶｼ

47 147 梶川 力 京都府 #1jyo ultimate factory kyoto11:23:00 ｶｼﾞｶﾜ ﾘｷ

48 148 田中 聡史 大阪府 ﾁｰﾑｱｸｵｰﾄﾞ11:23:30 ﾀﾅｶ ｻﾄｼ

49 149 桂后 吉村 大阪府 ちｰむﾗｸﾞ11:24:00 ﾖｼﾑﾗ ｹｲｺﾞ

50 150 井口 和総 兵庫県 無し11:24:30 ｲｸﾞﾁ ｶｽﾞｻ
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51 151 山内 清志 愛知県 team norco11:25:00 ﾔﾏｳﾁ ｷﾖｼ

52 152 新沢 将隆 長野県11:25:30 ｱﾗｻﾜ ﾏｻﾀｶ

53 153 大浜 真志 兵庫県 ﾒﾀﾎﾞﾘｯｸﾚｰｼﾝｸﾞ11:26:00 ｵｵﾊﾏ ﾏｻｼ

54 154 隅埜 創 大阪府11:26:30 ｽﾐﾉ ﾊｼﾞﾒ

55 155 ｲｼﾊﾞｼ ﾀｶｼ 福岡県 afropower racing11:27:00 ｲｼﾊﾞｼ ﾀｶｼ

56 156 三谷 賢一 京都府 ﾁｰﾑthink11:27:30 ﾐﾀﾆ ｹﾝｲﾁ

57 157 横田 義之 京都府 DTF Lab.11:28:00 ﾖｺﾀ ﾖｼﾕｷ

58 158 三藤 大祐 広島県 ちゅう吉福山店11:28:30 ﾐﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ

59 159 中尾 聖次 大阪府 1-jyo roost11:29:00 ﾅｶｵ ｾｲｼﾞ

60 160 増田 直樹 滋賀県 dtp11:29:30 ﾏｽﾀﾞ ﾅｵｷ

61 161 山目 悠貴 愛知県11:30:00 ﾔﾏﾒ ﾕｳｷ

62 162 横澤 太 愛知県 ｼﾏﾉﾄﾞﾘﾝｷﾝｸﾞ11:30:30 ﾖｺｻﾞﾜ ﾀﾞｲ

63 163 篠原 秀聡 大阪府 山野郎11:31:00 ｼﾉﾊﾗ ﾋﾃﾞｱｷ

64 164 黒川 陽二郎 石川県 NTTdocomo+FRS11:31:30 ｸﾛｶﾜ ﾖｳｼﾞﾛｳ

65 165 有時 淳一 奈良県11:32:00 ｱﾘﾄｷ ｼﾞｭﾝｲﾁ

66 166 片田 浩司 兵庫県 ﾓｰﾆﾝｸﾞｼｮｯｸｽ11:32:30 ｶﾀﾀﾞ ｺｳｼﾞ

67 167 山田 基史 愛知県 黄金銃11:33:00 ﾔﾏﾀﾞ ﾓﾄﾌﾐ

68 168 山田 龍一 東京都 ﾕﾘｽGW11:33:30 ﾔﾏﾀﾞ ﾘｭｳｲﾁ

69 169 森 槙平 大阪府 FK17011:34:00 ﾓﾘ ｼﾝﾍﾟｲ

70 170 間根山 邦彦 埼玉県11:34:30 ﾏﾈﾔﾏ ｸﾆﾋｺ

71 171 墨崎 大輔 福井県11:35:00 ｽﾐｻｷ ﾀﾞｲｽｹ

72 172 小川 雅広 三重県 ｵｶﾞﾜｻｲｸﾙ11:35:30 ｵｶﾞﾜ ﾏｻﾋﾛ

73 173 日野 辰徳 愛媛県 IGNITIONBMXwithUNITSTREE11:36:00 ﾋﾉ ﾀﾂﾉﾘ

74 174 萩谷 理 茨城県 ﾊﾞﾝﾋﾟｰﾊﾟｽ11:36:30 ﾊｷﾞﾔ ｻﾄﾙ

75 175 坊池 有祥 兵庫県11:37:00 ｸﾆﾖｼ

76 176 岩澤 努 大阪府11:37:30 ｲﾜｻﾜ ﾂﾄﾑ

77 177 森 亨 静岡県11:38:00 ﾓﾘ ﾄｵﾙ

78 178 高相 恵介 東京都11:38:30 ﾀｶｿｳ ｹｲｽｹ

79 179 HANN MILES 長野県11:39:00 ﾊﾝ ﾏｲﾙｽﾞ

80 180 渡辺 ｷｬﾘｰ 長野県11:39:30 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｷｬﾘｰ

81 181 新美 吉人 東京都11:40:00 ﾆｲﾐ ﾖｼﾄ

82 182 川上 元気 愛知県 ｽｰﾊﾟｰｻｲｸﾙ11:40:30 ｶﾜｶﾐ ﾓﾄｷ

83 183 駒崎 洋太 京都府11:41:00 ｺﾏｻｷ ﾋﾛﾀｶ

84 184 西平 孝継 大阪府 ｼﾏﾉﾄﾞﾘﾝｷﾝｸﾞ11:41:30 ﾆｼﾋﾗ ﾀｶﾂｸﾞ

85 185 淮田 一磨 兵庫県 Roll-Out/TEAM ECU11:42:00 ﾜｲﾀﾞ ｶｽﾞﾏ

86 186 佐藤 敦 大阪府 FREE11:42:30 ｻﾄｳ ｱﾂｼ

87 187 久野 正義 愛知県 夢屋style/Try-J11:43:00 ｸﾉ ﾏｻﾖｼ

88 188 岩片 秀洋 東京都 SWANKYS11:43:30 ｲﾜｶﾀ ﾋﾃﾞﾋﾛ

89 189 小泉 昇 鹿児島県 Rokko Syndicate11:44:00 ｺｲｽﾞﾐ ﾉﾎﾞﾙ

90 190 上杉 俊輔 京都府 ｼﾏﾉﾄﾞﾘﾝｷﾝｸﾞ11:44:30 ｳｴｽｷﾞ ｼｭﾝｽｹ

91 191 櫻井 英世 静岡県11:45:00 ｻｸﾗｲ ﾋﾃﾞﾖ

92 192 藤井 秀和 広島県11:45:30 ﾌｼﾞｲ ﾋﾃﾞｶｽﾞ

93 193 長林 健太 長野県 Garage works11:46:00 ﾅｶﾞﾊﾞﾔｼ ｹﾝﾀ

94 194 高橋 直也 京都府11:46:30 ﾀｶﾊｼ ﾅｵﾔ

95 195 上野 賢 京都府 Thinkﾚｰｼﾝｸﾞﾁｰﾑ/nest洛西11:47:00 ｳｴﾉ ｹﾝ

96 196 宮内 佳人 愛媛県 ﾅｯｸﾙﾍｯﾄﾞ11:47:30 ﾐﾔｳﾁ ﾖｼﾄ

97 197 柳沢 竜二 岡山県 ｼﾏﾉﾄﾞﾘﾝｷﾝｸﾞ11:48:00 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾘｭｳｼﾞ

98 198 松本 圭 秋田県 ﾁｰﾑ ﾄﾚｯｸｼﾞｬﾊﾟﾝ11:48:30 ﾏﾂﾓﾄ ｹｲ

99 199 加藤 孝之 京都府 Think11:49:00 ｶﾄｳ ﾀｶﾕｷ

100 200 井上 貴裕 大阪府 黄金銃11:49:30 ｲﾉｳｴ ﾀｶﾋﾛ
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101 201 栗田 宗太朗 大阪府 CLIT11:50:00 ｸﾘﾀ ｿｳﾀﾛｳ

102 202 竹本 将史 兵庫県11:50:30 ﾀｹﾓﾄ ﾏｻｼ

103 203 松本 健司 静岡県 BONDS11:51:00 ﾏﾂﾓﾄ ｹﾝｼﾞ

104 204 中村 祐 大阪府 RingoRoad11:51:30 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳ

105 205 秋吉 圭 東京都 NAKAZAWAGYM11:52:00 ｱｷﾖｼ ｹｲ

106 206 高山 輝 埼玉県 AST/HFC11:52:30 ﾀｶﾔﾏ ﾋｶﾙ

107 207 幸田 玲音 東京都 ASTﾎﾟﾝｺﾂﾚｰｼﾝｸﾞ11:53:00 ｺｳﾀﾞ ﾚｵﾝ

108 208 久米田 昴 神奈川県 WORKS-111:53:30 ｸﾒﾀ ｽﾊﾞﾙ

109 209 宇津 孝太郎 神奈川県 ｶﾒｸﾘｺﾛｯｹｴﾀﾞﾏﾒ11:54:00 ｳﾂ ｺｳﾀﾛｳ

110 210 中川 弘佳 大阪府 Lovespo.com/laugh.laugh11:54:30 ﾅｶｶﾞﾜ ﾋﾛｶ

111 211 末政 実緒 兵庫県11:55:00 ｽｴﾏｻ ﾐｵ

112 212 蔭山 智彦 京都府 ｼﾏﾉﾄﾞﾘﾝｷﾝｸﾞ11:55:30 ｶｹﾞﾔﾏ ﾄﾓﾋｺ

113 213 鈴木 京太 静岡県11:56:00 ｽｽﾞｷ ｷｮｳﾀ

114 214 武井 怜緒奈 東京都 小川輪業/ﾅｶｻﾞﾜｼﾞﾑ11:56:30 ﾀｹｲ ﾚｵﾅ

115 215 高松 健二 兵庫県11:57:00 ﾀｶﾏﾂ ｹﾝｼﾞ

116 216 虎井 秀将 東京都 GrageWorks11:57:30 ﾄﾗｲ ﾋﾃﾞﾕｷ

117 217 渡辺 靖之 兵庫県 Lovespo.com11:58:00 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾔｽﾕｷ

118 218 下垣 大樹 大阪府 Lapierre / GlavityLAB11:58:30 ｼﾓｶﾞｷ ﾀﾞｲｷ

119 219 藤田 翔也 静岡県11:59:00 ﾌｼﾞﾀ ｼｮｳﾔ

120 220 向原 健司 大阪府11:59:30 ﾑｶｲﾊﾗ ｹﾝｼﾞ

121 221 高山 祐次郎 埼玉県 AST12:00:00 ﾀｶﾔﾏ ﾕｳｼﾞﾛｳ

122 222 九島 勇気 神奈川県12:00:30 ｸｼﾏ ﾕｳｷ

123 223 永田 隼也 神奈川県 AKI FACTORY TEAM12:01:00 ﾅｶﾞﾀ ｼﾞｭﾝﾔ

124 224 黒沢 大介 東京都 LOVEBIKES/FUST12:01:30 ｸﾛｻﾜ ﾀﾞｲｽｹ

125 225 林 佳亮 愛知県 ﾀﾞｰﾄﾌﾘｰｸ ﾌｧｸﾄﾘｰ12:02:00 ﾊﾔｼ ｹｲｽｹ

126 226 井手川 直樹 広島県 DevincI/STRIDER12:02:30 ｲﾃﾞｶﾞﾜ ﾅｵｷ

127 227 井本 はじめ 千葉県 Team LOVEBIKES/FUST12:03:00 ｲﾓﾄ ﾊｼﾞﾒ

128 228 清水 一輝 愛知県 MADISON SARACEN12:03:30 ｼﾐｽﾞ ｶｽﾞｷ

129 229 安達 靖 愛知県 DIRTFREAK/SARACE12:04:00 ｱﾀﾞﾁ ﾔｽｼ

130 230 浅野 善亮 愛知県 TEAM GIANT12:04:30 ｱｻﾉ ﾖｼｱｷ
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