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2014/05/16Start List

ｴﾝﾃﾞｭｰﾛ 男子

1 1 中島 渉 埼玉県 Team-K9:30:00 ﾅｶｼﾞﾏ ｱﾕﾐ

2 2 石成 慶大 神奈川県9:30:30 ｲｼﾅﾘ ﾖｼﾀｶ

3 3 勝政 隼人 栃木県 ﾁｰﾑﾊﾞﾝﾋﾟｰﾊﾟｽ ｶｯﾂ家9:31:00 ｶﾂﾏｻ ﾊﾔﾄ

4 4 渡邊 山晃 神奈川県 yrt9:31:30 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶｱｷ

5 5 松崎 雄一郎 埼玉県9:32:00 ﾏﾂｻﾞｷ ﾕｳｲﾁﾛｳ

6 6 川村 孝広 岐阜県 岐阜 ｼｽﾞﾃｯｸ9:32:30 ｶﾜﾑﾗ ﾀｶﾋﾛ

7 7 青木 孝弘 群馬県9:33:00 ｱｵｷ ﾀｶﾋﾛ

8 8 島中 弘輔 東京都 evina9:33:30 ｼﾏﾅｶ ｺｳｽｹ

9 9 田中 崇文 愛知県9:34:00 ﾀﾅｶ ﾀｶﾌﾐ

10 10 桝田 直樹 愛知県 ﾌﾗぺｽｷｰ9:34:30 ﾏｽﾀﾞ ﾅｵｷ

11 11 古家 智宏 大阪府9:35:00 ﾌﾙﾔ ﾄﾓﾋﾛ

12 12 遠藤 大介 愛知県 TSK9:35:30 ｴﾝﾄﾞｳ ﾀﾞｲｽｹ

13 13 藤牧 明彦 静岡県 ｵﾌﾛｰﾄﾞﾁｰﾑFAT9:36:00 ﾌｼﾞﾏｷ ｱｷﾋｺ

14 14 内山 宗紀 神奈川県 ｲｵﾝﾊﾞｲｸJr.ｱｶﾃﾞﾐｰ9:36:30 ｳﾁﾔﾏ ﾑﾈﾉﾘ

15 15 倉田 聡 千葉県 ｲｵﾝﾊﾞｲｸJr.ｱｶﾃﾞﾐｰ9:37:00 ｸﾗﾀ ｻﾄｼ

16 16 福田 将 東京都9:37:30 ﾌｸﾀﾞ ﾏｻﾙ

17 17 高橋 直秀 神奈川県 Marsh9:38:00 ﾀｶﾊｼ ﾅｵﾋﾃﾞ

18 18 功刀 純 山梨県 功刀 純9:38:30 ｸﾇｷﾞ ｼﾞｭﾝ

19 19 芦澤 晃 山梨県9:39:00 ｱｼｻﾞﾜ ｱｷﾗ

20 20 清 章 静岡県 ﾁｰﾑ山田家 細麺中盛麺硬め9:39:30 ｾｲ ｱｷﾗ

21 21 北川 暁生 神奈川県9:40:00 ｷﾀｶﾞﾜ ｱｷｵ

22 22 山崎 智 埼玉県 ﾊｲ☆ｶﾛﾘｰｽﾞ9:40:30 ﾔﾏｻﾞｷ ｻﾄｼ

23 23 山中 剛 大阪府 Deepgreen9:41:00 ﾔﾏﾅｶ ﾂﾖｼ

24 24 溝口 克己 埼玉県 ﾊｲ☆ｶﾛﾘｰｽﾞ9:41:30 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ｶﾂﾐ

25 25 岡田 健次 長野県9:42:00 ｵｶﾀﾞ ｹﾝｼﾞ

26 26 塩島 和誌 山梨県9:42:30 ｼｵｼﾞﾏ ｶｽﾞｼ

27 27 中村 謙太 大阪府9:43:00 ﾅｶﾑﾗ ｹﾝﾀ

28 28 中山 伸介 長野県 りんご3兄弟9:43:30 ﾅｶﾔﾏ ｼﾝｽｹ

29 29 小林 将 長野県 松本?ｴｷﾉｺｯｸｽ9:44:00 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻｼ

30 30 野澤 徹也 山梨県9:44:30 ﾉｻﾞﾜ ﾃﾂﾔ

31 31 大石 朋志 静岡県 FAT CLASSIC9:45:00 ｵｵｲｼ ﾄﾓﾕｷ

32 32 勝政 喜和 栃木県 ﾁｰﾑﾊﾞﾝﾋﾟｰﾊﾟｽFat部ｶｯﾂ家9:45:30 ｶﾂﾏｻ ﾖｼｶｽﾞ

33 33 海老原 弘志 東京都9:46:00 ｴﾋﾞﾊﾗ ﾋﾛｼ

34 34 遠藤 知博 長野県 松本ｴｷﾉｺｯｸｽ9:46:30 ｴﾝﾄﾞｳ ﾁﾋﾛ

35 35 藤本 裕貴 愛知県 NCC CEREZO/Try-j9:47:00 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｳｷ

36 36 小渕 航平 大阪府9:47:30 ｵﾌﾞﾁ ｺｳﾍｲ

37 37 廣瀬 公智 岐阜県 大垣ﾋﾟｽﾄﾝｽﾞ9:48:00 ﾋﾛｾ ｺｳｼﾞ

38 38 藤田 祐次 神奈川県 血達磨9:48:30 ﾌｼﾞﾀ ﾕｳｼﾞ

39 39 堀内 和男 神奈川県 血達磨9:49:00 ﾎﾘｳﾁ ｶｽﾞｵ

40 40 益子 博行 神奈川県 血達磨9:49:30 ﾏｼｺ ﾋﾛﾕｷ

41 41 前山 裕志 神奈川県 HEARTVIEW9:50:00 ﾏｴﾔﾏ ﾋﾛｼ

42 42 熊倉 勝太 山梨県9:50:30 ｸﾏｸﾗ ｼｮｳﾀ

43 43 渡辺 竜也 静岡県9:51:00 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾂﾔ

44 44 渡辺 達也 岐阜県 大垣ﾋﾟｽﾄﾝｽﾞ9:51:30 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾂﾔ

45 45 柿本 哲治 大阪府 大垣ﾋﾟｽﾄﾝｽﾞ 諜報部9:52:00 ｶｷﾓﾄ ﾃﾂﾊﾙ

46 46 藤本 尚希 大阪府9:52:30 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾅｵｷ

47 47 鈴木 陽介 静岡県9:53:00 ｽｽﾞｷ ﾖｳｽｹ

48 48 阿部 吉邦 大阪府9:53:30 ｱﾍﾞ ﾖｼｸﾆ

49 49 片山 雄司 神奈川県 team bacchus9:54:00 ｶﾀﾔﾏ ﾕｳｼﾞ

50 50 米山 順也 山梨県 ﾍﾞﾉﾑﾊﾞﾀﾌﾗｲ9:54:30 ﾖﾈﾔﾏ ｼﾞｭﾝﾔ
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ｴﾝﾃﾞｭｰﾛ 男子

51 51 幸田 玲音 DCS9:55:00 ｺｳﾀﾞﾚｵﾝ

52 52 宇津 孝太郎 DCS9:55:30 ｳﾂ ｺｳﾀﾛｳ

53 53 菊池俊介 FUST9:56:00 ｷｸﾁ ｼｭﾝｽｹ

54 54 橋元豊 FUST9:56:30 ﾊｼﾓﾄ ﾕﾀｶ

55 55 鐙谷祐介 FUST9:57:00 ｱﾌﾞﾐﾔ ﾕｳｽｹ

56 56 桑原義紀 FUST9:57:30 ｸﾜﾊﾗ ﾖｼﾉﾘ

57 57 小峯 秀行 FUST9:58:00 ｺﾐﾈ ﾋﾃﾞﾕｷ

58 58 松本 朋秀 長野県9:58:30 ﾏﾂﾓﾄ ﾄﾓﾋﾃﾞ

59 60 坂中栄三9:59:00 ｻｶﾅｶ ｴｲｿｳ

60 61 近藤 直人9:59:30 ｺﾝﾄﾞｳﾅｵﾄ

61 62 竹中 宏和10:00:00 ﾀｹﾅｶ ﾋﾛｶｽﾞ

62 63 泉野 龍雅 愛知県 豊橋桜丘高校/KONA/自転車10:00:30 ｲｽﾞﾐﾉ ﾘｮｳｶﾞ

63 64 ｲｷﾞﾘｽ侍A10:01:00

64 65 ｲｷﾞﾘｽ侍B10:01:30
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