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Entry List

1 101 中澤 倖多 群馬県ﾅｶｻﾞﾜ ｺｳﾀ

2 102 大蔵 悟生 長野県 ﾎﾞﾝｼｬﾝｽ･ｷｯｽﾞｵｵｸﾗ ｺﾞｳ

3 103 嶋崎 亮我 東京都 Team-Kｼﾏｻﾞｷ ﾘｮｳｶﾞ

4 104 高本 周埜 東京都 Team-Kｺｳﾓﾄ ｼｭｳﾔ

5 105 増田 潤 長野県 MTBｸﾗﾌﾞ安曇野ﾏｽﾀﾞ ｼﾞｭﾝ

6 106 小山 結丸 神奈川県 MTBｸﾗﾌﾞ安曇野ｺﾔﾏ ﾕｲﾏﾙ

7 107 村田 勝昭 埼玉県 TEAM一番坂ﾑﾗﾀ ｶﾂｱｷ

8 108 渡辺 友規 長野県ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｷ

9 109 田中 皓貴 愛知県ﾀﾅｶ ｺｳｷ

10 110 村澤 治人 長野県ﾑﾗｻﾜ ﾊﾙﾄ

11 111 望月 譲司 山梨県 ﾁｰﾑ:ﾎﾞﾊﾞﾝﾓﾁﾂﾞｷ ｼﾞｮｰｼﾞ

12 112 財津 治季 長野県ｻﾞｲﾂ ﾊﾙｷ

13 113 山田 愛太 長野県ﾔﾏﾀﾞ ｱｲﾀ

14 114 玉木 誠人 福井県 玉木小隊ﾀﾏｷ ﾏｺﾄ

15 115 坂野 高峻 栃木県 ﾁｰﾑ歩れ歩れｻｶﾉ ｺｳｼｭﾝ

16 116 内山 佑太郎 神奈川県 ﾄﾄﾛKGｳﾁﾔﾏ ﾕｳﾀﾛｳ

17 117 結城 新太 長野県ﾕｳｷ ｱﾗﾀ

18 118 篠崎 圭 東京都 Yokota MTB Clubｼﾉｻﾞｷ ｹｲ

19 119 小泉 寛太 神奈川県 ﾁｰﾑもｰりんりんｺｲｽﾞﾐ ｶﾝﾀ

20 120 小野 駿介 栃木県ｵﾉ ｼｭﾝｽｹ

21 121 川島 章太郎 静岡県ｶﾜｼﾏ ｼｮｳﾀﾛｳ

22 122 佐藤 結善 千葉県 ｱﾋﾙｶﾝﾊﾟﾆｰｻﾄｳ ﾕｳｾﾞﾝ

23 123 田中 千開 千葉県 TRAIL RIDERSﾀﾅｶ ﾁﾊﾙ

24 124 田中 萬夏 千葉県 TRAIL RIDERSﾀﾅｶ ﾏﾅﾂ

25 125 小山 颯斗 長野県ｺﾔﾏ ﾊﾔﾄ

26 126 谷田 琥太郎 兵庫県ﾀﾆﾀﾞ ｺﾀﾛｳ

27 127 広瀬 亘 長野県 mtbｸﾗﾌﾞ安曇野ﾋﾛｾ ﾜﾀﾙ

28 128 広瀬 誠 長野県 mtbｸﾗﾌﾞ安曇野ﾋﾛｾ ﾏｺﾄ

29 129 小暮 勘士 神奈川県 悪ｶﾞｷｯﾂｺｸﾞﾚ ｶﾝｼﾞ

30 130 安土 大和斗 長野県ｱﾝﾄﾞ ﾔﾏﾄ

31 131 依田 光永 ﾖﾀﾞ ｺｳｴｲ

32 132 桜井 英希 長野県 ｾｲﾅｲｼﾞSSCCｻｸﾗｲ ﾋﾃﾞｷ

33 133 神原 歩武 神奈川県ｶﾝﾊﾞﾗ ｱﾕﾑ

34 134 垣原 弘明 東京都ｶｷﾊﾗ ﾋﾛｱｷ

35 135 守屋 岳朗 静岡県 SPADE ACEﾓﾘﾔ ﾀｹﾛｳ

36 136 川辺 涼太 東京都 ﾁｰﾑ ごまちゃん 2014ｶﾜﾍﾞ ﾘｮｳﾀ

37 137 繁田 海良 静岡県ｼｹﾞﾀ ｶｲﾗ

38 138 水落 尚俊 長野県ﾐｽﾞｵﾁ ﾅｵﾄｼ

39 139 山崎 哲太 長野県ﾔﾏｻﾞｷ ﾃﾂﾀ

40 140 大川 翔 ｵｵｶﾜ ｼｮｳ

41 141 浜島 慈明 埼玉県ﾊﾏｼﾏ ｼﾞﾒｲ

42 142 宮沢 秦羽 長野県ﾐﾔｻﾞﾜ ｼﾝﾊ

43 143 清水 太揮 長野県 人力一家ｼﾐｽﾞ ﾀｲｷ

44 144 柳原 響亮 富山県ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ｷｮｳｽｹ

45 145 野嵜 然新 東京都 team NOZACﾉｻﾞｷ ｾﾞﾝｼﾝ

46 146 深見 真叶 東京都 RUN the HAZARDﾌｶﾐ ﾏﾅﾄ

47 147 井手川 真波 埼玉県 IDEGAWA.comｲﾃﾞｶﾞﾜ ﾏｯﾊ
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