
 Pos BIB DIS TEAMNAME

XC100ｿﾛXC100ｿﾛXC100ｿﾛXC100ｿﾛ Date:2015/04/14/. TIME: 13:41.

1/2

2015/04/19

吉無田マウンテンバイクフェスタ吉無田マウンテンバイクフェスタ吉無田マウンテンバイクフェスタ吉無田マウンテンバイクフェスタ

StartList

9:00Start Time :

1 401 荒木 美恵 福岡県 MATCH CYCLESｱﾗｷ ﾐｴ

2 402 有村 浩 鹿児島県 少年探偵団(父)ｱﾘﾑﾗ ﾄｷ

3 403 有村 美香 鹿児島県 少年探偵団(小5)ｱﾘﾑﾗ ﾐｶ

4 404 有村 雪乃 鹿児島県 少年探偵団(母)ｱﾘﾑﾗ ﾐﾕｷﾉ

5 405 安藤 浩海 福岡県ｱﾝﾄﾞｳ ﾋﾛｳﾐ

6 406 入江 航太 熊本県 Team Gamadasｲﾘｴ ｺｳﾀ

7 407 岩瀬 一真 山口県 Sympathy/ﾌｼﾞﾓﾄﾌｧｰﾑｲﾜｾ ｶｽﾞﾏ

8 408 上野 幸紀 福岡県 ﾁｰﾑ蓮華ｳｴﾉ ﾕｷﾉﾘ

9 409 上野 蓮 福岡県 八代農業高校泉分校ﾏｳﾝﾃﾝﾊｳｴﾉ ﾚﾝ

10 410 大久保 友博 熊本県 MTOｵｵｸﾎﾞ ﾄﾓﾋﾛ

11 411 緒方 裕治 福岡県 ごいごい隊ｵｶﾞﾀ ﾕｳｼﾞ

12 412 甲斐 浩彦 宮崎県 自転車倶楽部ｶｲ ﾋﾛﾋｺ

13 413 柏木 龍平 熊本県 泉分校柏木Rｶｼﾜｷﾞ ﾘｭｳﾍｲ

14 414 草場 範也 福岡県 North withｸｻﾊﾞ ﾉﾘﾔ

15 415 楠 英貴 宮崎県 ｻﾝｸｽ･ｻｲｸﾙﾝｸﾞ･ﾁｰﾑｸｽﾉｷ ﾋﾃﾞｷ

16 416 城 雄士 福岡県 ごいごい隊ｼﾞｮｳ ﾕｳｼ

17 417 中尾 貴博 鹿児島県 京ｾﾗｻｲｸﾘﾝｸﾞ部ﾅｶｵ ﾀｶﾋﾛ

18 418 永田 匠 熊本県 MTOﾅｶﾞﾀ ﾀｸﾐ

19 419 中西 元樹 福岡県 新日鐵住金八幡CCﾅｶﾆｼ ﾓﾄｷ

20 420 橋本 大悟 福岡県 CLUB321 篠栗ﾊｼﾓﾄ ﾀﾞｲｺﾞ

21 421 三角 純也 福岡県 ごいごい隊ﾐｽﾐ ｼﾞｭﾝﾔ

22 422 三井 俊美 福岡県 A&N ｻｲｸﾙﾌﾚﾝﾄﾞﾐﾂｲ ﾄｼﾐ

23 423 宮田 晋作 熊本県ﾐﾔﾀ ｼﾝｻｸ

24 424 宮田 勇誠 熊本県 八代農業泉分校ﾐﾔﾀ ﾕｳｾｲ

25 425 葦原 義典 大分県ｱｼﾊﾗ ﾖｼﾉﾘ

26 426 安永 知生 福岡県ﾔｽﾅｶﾞ ﾄﾓｷ

27 427 永井 康文 大分県ﾅｶﾞｲ ﾔｽﾌﾐ

28 428 奥村 貴 福岡県 MASAYA Bicycle Worksｵｸﾑﾗ ﾀｶｼ

29 429 河野 新 福岡県 Gｻｲｸﾙｶﾜﾉ ｱﾗﾀ

30 430 笠井 章生 熊本県 八代農業高校 泉分校 MTB部ｶｻｲ ｱｷｵ

31 431 岩本 竜童 大分県ｲﾜﾓﾄ ﾘｭｳﾄﾞｳ

32 432 久野 広将 熊本県 BLK racing Teamﾋｻﾉ ｺｳｽｹ

33 433 宮本 耕太 熊本県ﾐﾔﾓﾄ ｺｳﾀ

34 434 高尾 英一 佐賀県ﾀｶｵ ｴｲｲﾁ

35 435 高尾 美紀 佐賀県ﾀｶｵ ﾐｷ

36 436 黒木 史也 宮崎県ｸﾛｷﾞ ﾌﾐﾔ

37 437 斎藤 哲朗 大分県 DAITO&HEｻｲﾄｳ ﾃﾂﾛｳ

38 438 坂口 昌彦 福岡県 KFDｻｲｸﾙｸﾗﾌﾞｻｶｸﾞﾁ ﾏｻﾋｺ

39 439 山田 敬士朗 福岡県 Q-MAXﾔﾏﾀﾞ ｹｲｼﾛｳ

40 440 山田 俊一 熊本県 Mt.ｼｬﾘﾝｶﾝﾔﾏﾀﾞ ｼｭﾝｲﾁ

41 441 柴田 光雄 熊本県 BLK Racing

42 442 秋吉 正則 福岡県 思いつきｱｷﾖｼ ﾏｻﾉﾘ

43 443 小山 浩一 熊本県 Mt.ｼｬﾘﾝｶﾝｵﾔﾏ ｺｳｲﾁ

44 444 小倉 慎二 鹿児島県ｵｸﾞﾗ ｼﾝｼﾞ

45 445 松永 直樹 熊本県ﾏﾂﾅｶﾞ ﾅｵｷ

46 446 松田 誠 熊本県ﾏﾂﾀﾞ ﾏｺﾄ

47 448 松尾 真一 大分県 ｸﾗﾝｸｼｬﾌﾄのｵｶﾓﾄ/ちゅう吉ﾏﾂｵ ｼﾝｲﾁ

48 449 新名 秀人 大分県 DAITO XCOJﾆｲﾅ ﾋﾃﾞﾄ

49 450 瀬戸 雅徳 福岡県 WESTBERG/ProRideｾﾄ ﾏｻﾉﾘ

50 451 瀬戸口 瑛 鹿児島県 ﾁｰﾑﾌﾛｯｸﾞｻｲｸﾙｾﾄｸﾞﾁ ｱｷﾗ

Timing by WAKITA Soft



 Pos BIB DIS TEAMNAME

XC100ｿﾛXC100ｿﾛXC100ｿﾛXC100ｿﾛ Date:2015/04/14/. TIME: 13:41.

2/2

2015/04/19

吉無田マウンテンバイクフェスタ吉無田マウンテンバイクフェスタ吉無田マウンテンバイクフェスタ吉無田マウンテンバイクフェスタ

StartList

9:00Start Time :

51 452 西園 優生梨 鹿児島県ﾆｼｿﾞﾉ ﾕｳﾘ

52 453 西村 辰郎 鹿児島県 ﾁｰﾑこげぱんﾆｼﾑﾗ ﾀﾂﾛｳ

53 454 石原 憲一 熊本県 Mt.ｼｬﾘﾝｶﾝｲｼﾊﾗ ｹﾝｲﾁ

54 455 川渕 誠二 福岡県ｶﾜﾌﾞﾁ ｾｲｼﾞ

55 456 太田 道治 大分県ｵｵﾀ ﾐﾁﾊﾙ

56 457 大野 徹也 大分県 津末412輝輪ｵｵﾉ ﾃﾂﾔ

57 458 滝口 靖史 熊本県ﾀｷｸﾞﾁ ﾔｽｼ

58 459 池田 伸博 福岡県ｲｹﾀﾞ ﾉﾋﾞﾋﾛ

59 460 中島 秀樹 佐賀県 ﾗﾝﾄﾞﾏｽﾀｰGﾅｶｼﾏ ﾋﾃﾞｷ

60 461 津田和 智也 鹿児島県ﾂﾀﾞﾜ ﾄﾓﾔ

61 462 藤井 範貴 熊本県 まったりｴﾍﾞﾚｽﾄﾌｼﾞｲ ﾉﾘﾀｶ

62 463 内田 明宏 熊本県 Mt.ｼｬﾘﾝｶﾝｳﾁﾀﾞ ｱｷﾋﾛ

63 464 樋口 將一 大分県 佐伯BRCﾋｸﾞﾁ ｼｮｳｲﾁ

64 465 武石 勇太 大分県ﾀｹｲｼ ﾕｳﾀ

65 466 福山 英誠 大分県 Team allwaysﾌｸﾔﾏ ﾋﾃﾞﾉﾌﾞ

66 467 福田 雄司 大分県 Daito XCﾌｸﾀﾞ ﾕｳｼﾞ

67 468 福島 政幸 福岡県 A.B.CLUB12ﾌｸｼﾏ ﾏｻﾕｷ

68 469 蓑田 幸作 熊本県 ﾁｰﾑGINRIN熊本ﾐﾉﾀﾞ ｺｳｻｸ

69 470 野崎 将広 福岡県 charepair.comﾉｻﾞｷ ﾏｻﾋﾛ

70 471 友島 誠 熊本県 Mt.ｼｬﾘﾝｶﾝﾄﾓｼﾏ ﾏｺﾄ

71 472 落合 博 宮崎県 ｴｲﾙ宮崎ﾚｰｼﾝｸﾞ

72 473 蓮尾 峰雄 福岡県

73 474 和田 徹也 熊本県ﾜﾀﾞ ﾃﾂﾔ

74 475 廣田 淳一 大分県ﾋﾛﾀ ｼﾞｭﾝｲﾁ

Timing by WAKITA Soft


