
 Pos BIB DIS TEAMNAME

XC200ｿﾛXC200ｿﾛXC200ｿﾛXC200ｿﾛ Date:2015/04/14/. TIME: 13:41.

1/1

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 :

1 501 赤木 栄次 宮崎県 (有)自転車走業ｱｶｷﾞ ｴｲｼﾞ

2 502 有村 登紀 鹿児島県 少年探偵団(中3)ｱﾘﾑﾗ ﾄｷ

3 503 上田 正直 熊本県 ﾌｧﾌﾞﾘｶ 山鹿支店ｳｴﾀﾞ

4 504 北津留 修 福岡県 KFDつるぴｰ家族ｷﾀﾂﾙ ｵｻﾑ

5 505 北津留 翼 福岡県 QMAXﾑｽｶ大差｡ｷﾀﾂﾙ ﾂﾊﾞｻ

6 506 黒田 牧人 熊本県 CSCS-R Prorideｸﾛﾀﾞ ﾏｷﾄ

7 507 児玉 俊一郎 鹿児島県 かせだ 加世田ｺﾀﾞﾏ ｼｭﾝｲﾁﾛｳ

8 508 長崎 広人 鹿児島県 ｶｾﾀﾞ ｶｾﾀﾞﾅｶﾞｻｷ ﾋﾛﾋﾄ

9 509 船橋 和浩 熊本県 SD7570ﾌﾅﾊｼ ｶｽﾞﾋﾛ

10 510 水野 敏彦 熊本県 CSCS-R/AFTER5ﾐｽﾞﾉ ﾄｼﾋｺ

11 511 山崎 慎也 大分県 佐伯BBCﾔﾏｻｷ ｼﾝﾔ

12 512 安光 義直 福岡県 hirabikesﾔｽﾐﾂ ﾖｼﾅｵ

13 513 羽根田 大 宮崎県 ｴｲﾙ宮崎ﾚｰｼﾝｸﾞﾊﾈﾀﾞ ﾀﾞｲ

14 514 横山 亮 宮崎県 ｴｲﾙ宮崎ﾖｺﾔﾏ ﾘｮｳ

15 515 横田 和門 熊本県 泉分校 yokotaﾖｺﾀ ﾜﾓﾝ

16 516 岡本 謙二 大分県 Team allwaysｵｶﾓﾄ ｹﾝｼﾞ

17 517 外村 貴司 熊本県 ﾁｰﾑGINRIN熊本ｿﾄﾑﾗ ﾀｶｼ

18 518 喜多村 尚弘 福岡県ｷﾀﾑﾗ ﾅｵﾋﾛ

19 519 宮下 勇 熊本県 泉分校miyashitaﾐﾔｼﾀ ｲｻﾑ

20 520 境 紘大 大分県 Team allwaysｻｶｲ ｺｳﾀﾞｲ

21 521 原口 大祐 佐賀県 武雄ﾄﾚｲﾙﾗｲﾀﾞｰﾊﾗｸﾞﾁ ﾀﾞｲｽｹ

22 522 古川 豊英 福岡県ﾌﾙｶﾜ ﾄﾖﾋﾃﾞ

23 523 高野 偉大 宮崎県 CLUB321ﾀｶﾉ ｲﾀﾞｲ

24 524 今福 銀一郎 鹿児島県 ﾁｰﾑﾌﾛｯｸﾞｻｲｸﾙｲﾏﾌｸ ｷﾞﾝｲﾁﾛｳ

25 525 左迫間 昭一 熊本県 ﾁｰﾑGINRIN熊本ｻｺﾏ ｼｮｳｲﾁ

26 526 三井 寿展 宮崎県 ｸﾗﾌﾞ ﾐｯﾁｰﾐﾂｲ ﾄｼﾋﾛ

27 527 山下 耕二 熊本県 GLITTERﾔﾏｼﾀ ｺｳｼﾞ

28 528 山口 大貴 佐賀県 ﾄﾗｲｱｽﾛﾝﾁｰﾑ VIKINGﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛﾀｶ

29 529 柴田 健太郎 福岡県 Q-MIX SHIBAKENｼﾊﾞﾀ ｹﾝﾀﾛｳ

30 530 潤 前田 鹿児島県

31 531 植木 晴之 大分県 Team allwaysｳｴｷ ﾊﾙﾕｷ

32 532 中野 洋 熊本県 泉分校 nakanoﾅｶﾉ ﾋﾛｼ

33 533 田中 将悟 福岡県 LEON CLUB FUKUOKAﾀﾅｶ ｼｮｳｺﾞ

34 534 内田 誠一 熊本県 trinity-hair-stadioｳﾁﾀﾞ ｾｲｲﾁ

35 535 内田 斉一 福岡県 never give upｳﾁﾀﾞ ﾅﾘｶｽﾞ

36 536 白石 真悟 山口県 ｼﾏﾉﾄﾞﾘﾝｷﾝｸﾞｼﾗｲｼ ｼﾝｺﾞ

37 537 芳谷 聡真 福岡県 team BRANDEXﾖｼﾔ ｿｳﾏ

38 538 芳谷 忠治 福岡県 team BRANDEXﾖｼﾔ ﾀﾀﾞﾊﾙ

39 539 廣松 正景 熊本県 熊本ｸﾚｲｼﾞｰﾄﾗｲｱｽﾛﾝｸﾗﾌﾞﾋﾛﾏﾂ ﾏｻﾋﾛ

Timing by WAKITA Soft


