
 BIB DIS TEAMNAME

Date:2015/05/12/. TIME: 20:44.

1/2

2014/05/17Entry List

8:00Start Time :
MTBﾛﾝｸﾞﾗｲﾄﾞﾚｰｽ 40ｷﾛ男子

1 1 島中 弘輔 東京都 evinaｼﾏﾅｶ ｺｳｽｹ

2 2 高本 亮太 東京都 Team-Kｺｳﾓﾄ ﾘｮｳﾀ

3 3 河本 規雄 茨城県ｺｳﾓﾄ ﾉﾘｵ

4 4 深井 友吾 東京都ﾌｶｲ ﾕｳｺﾞ

5 5 岡田 豊太 神奈川県ｵｶﾀﾞ ﾄﾖﾀ

6 6 江越 昇也 神奈川県 WESTBERG/ProRideｴｺﾞｼ ｼｮｳﾔ

7 7 山口 裕樹 茨城県ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛｷ

8 8 内山 宗紀 神奈川県 ｲｵﾝﾊﾞｲｸJr.ｱｶﾃﾞﾐｰｳﾁﾔﾏ ﾑﾈﾉﾘ

9 9 入谷 利亜希 東京都 ﾁｰﾑ 稲妻ｲﾘﾀﾆ ﾄｼｱｷ

10 10 田中 義雄 長野県ﾀﾅｶ ﾖｼｵ

11 11 加茂下 浩 栃木県ｶﾓｼﾀ ﾋﾛｼ

12 12 占部 圭一 神奈川県 ちゃっかり圭兵衛ｳﾗﾍﾞ ｹｲｲﾁ

13 13 森 久 千葉県 club-pkﾓﾘ ﾋｻｼ

14 14 松本 一成 長野県 mashun racingﾏﾂﾓﾄ ｲｯｾｲ

15 15 石井 裕之 千葉県ｲｼｲ ﾋﾛﾕｷ

16 16 神津 快二 長野県 Vero Club Minami Shinshuｺｳﾂﾞ ｶｲｼﾞ

17 17 岩瀬 正幸 愛知県ｲﾜｾ ﾏｻﾕｷ

18 18 大山 晃 三重県ｵｵﾔﾏ ﾋｶﾙ

19 19 千葉 晃 埼玉県 日野自動車ﾚｰｼﾝｸﾞﾁｰﾑﾁﾊﾞ ｱｷﾗ

20 20 加藤 正樹 愛知県ｶﾄｳ ﾏｻｷ

21 21 高橋 直秀 神奈川県 Marshﾀｶﾊｼ ﾅｵﾋﾃﾞ

22 22 中村 吉伸 長野県ﾅｶﾑﾗ ﾖｼﾉﾌﾞ

23 23 田中 篤 千葉県 TRAIL RIDERSﾀﾅｶ ｱﾂｼ

24 24 浅井 秀樹 埼玉県 cycleclub3UPｱｻｲ ﾋﾃﾞｷ

25 25 志津木 智 神奈川県 YRTｼﾂﾞｷ ｻﾄｼ

26 26 島田 修一 東京都 ｸﾗﾌﾞ遊輪館ｼﾏﾀﾞ ｼｭｳｲﾁ

27 27 森田 太志 東京都ﾓﾘﾀ ﾌﾄｼ

28 28 武部 裕作 兵庫県 ucﾀｹﾍﾞ ﾕｳｻｸ

29 29 上村 剛 愛知県ｳｴﾑﾗ ﾂﾖｼ

30 30 栗原 勲 神奈川県 ﾊﾀﾞﾉﾎｲﾙｸﾗﾌﾞｸﾘﾊﾗ ｲｻｵ

31 31 池亀 英樹 神奈川県ｲｹｶﾞﾒ ﾋﾃﾞｷ

32 32 川辺 清 東京都 ﾁｰﾑごまちゃん2015ｶﾜﾍﾞ ｷﾖｼ

33 33 服部 森彦 山梨県 CROSS YAMANASHIﾊｯﾄﾘ ﾓﾘﾋｺ

34 34 中嶋 新司 千葉県 ﾁｰﾑ輪工房ﾅｶｼﾏ ｼﾝｼﾞ

35 35 高橋 冬樹 埼玉県 cycleclub 3UPﾀｶﾊｼ ﾌﾕｷ

36 36 世田 仁 東京都 ｾﾀｲﾀﾘｱｾﾀ ｼﾞﾝ

37 37 篠永 春彦 東京都 かめ風船ｼﾉﾅｶﾞ ﾊﾙﾋｺ

38 38 小林 浩幸 神奈川県 spirit XARUｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾕｷ

39 39 古川 大裕 神奈川県 YRTﾌﾙｶﾜ ﾀﾞｲｽｹ

40 40 北峯 誠介 東京都ｷﾀﾐﾈ ｾｲｽｹ

41 41 長谷川 航 神奈川県 YRTﾊｾｶﾞﾜ ﾜﾀﾙ

42 42 松本 剛 長野県 ﾘﾊﾞﾃｨｰﾄﾞｯｸﾞﾏﾂﾓﾄ ﾂﾖｼ

43 43 石川 健太郎 千葉県ｲｼｶﾜ ｹﾝﾀﾛｳ

44 44 黒川 陽二郎 石川県 NTTdocomoｸﾛｶﾜ ﾖｳｼﾞﾛｳ

45 45 山田 憲司 長野県 ｽﾜｺﾚｰｼﾝｸﾞﾁｰﾑﾔﾏﾀﾞ ｹﾝｼﾞ

46 46 坂本 秀夫 長野県 ｷｮｳﾃﾞﾝ･ﾊﾞｲｼｸﾙ･ｸﾗﾌﾞｻｶﾓﾄ ﾋﾃﾞｵ

47 47 上野 省三 東京都 日本ｻｰﾓｽﾀｯﾄｳｴﾉ ｼｮｳｿﾞｳ

48 48 石塚 克彦 埼玉県 日本ｻｰﾓｽﾀｯﾄｲｼﾂﾞｶ ｶﾂﾋｺ

49 49 宮田 大 東京都 日本ろう自転車競技協会ﾐﾔﾀ ﾀﾞｲ

50 50 湯淺 和宏 埼玉県 team輪工房ﾕｱｻ ｶｽﾞﾋﾛ
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51 51 野崎 勝利 埼玉県 日本ろう自転車競技協会ﾉｻﾞｷ ｶﾂﾄｼ

52 52 望月 美徳 山梨県ﾓﾁﾂﾞｷ ﾖｼﾉﾘ

53 53 早瀬 憲太郎 神奈川県 日本ろう自転車競技協会ﾊﾔｾ ｹﾝﾀﾛｳ

54 54 長濱 圭吾 東京都 日本ろう自転車競技協会ﾅｶﾞﾊﾏ ｹｲｺﾞ
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