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2014/05/17Entry List

9:00Start Time :
ｷｯｽﾞ&ｼﾞｭﾆｱｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ 小学1-3年男子

1 101 山田 愛太 長野県ﾔﾏﾀﾞ ｱｲﾀ

2 102 山田 縁美 長野県ﾔﾏﾀﾞ ｴﾝﾐ

3 103 倉田 遼平 千葉県 ｲｵﾝﾊﾞｲｸJr.ｱｶﾃﾞﾐｰｸﾗﾀ ﾘｮｳﾍｲ

4 104 内山 佑太郎 神奈川県 ｲｵﾝﾊﾞｲｸJr.ｱｶﾃﾞﾐｰｳﾁﾔﾏ ﾕｳﾀﾛｳ

5 105 村田 勝昭 埼玉県 TEAM一番坂ﾑﾗﾀ ｶﾂｱｷ

6 106 増田 潤 長野県 MTBｸﾗﾌﾞ安曇野ﾏｽﾀﾞ ｼﾞｭﾝ

7 107 深見 真叶 東京都 RUN the HAZARDﾌｶﾐ ﾏﾅﾄ

8 108 平泉 洋喜 埼玉県 La Luce 関東CK(集)ﾋﾗｲｽﾞﾐ ﾋﾛｷ

9 109 田中 皓貴 愛知県ﾀﾅｶ ｺｳｷ

10 110 保田 莉央 神奈川県ﾔｽﾀﾞ ﾘｵ

11 111 渡辺 友規 長野県ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｷ

12 112 山田 駿太郎 茨城県 DoroKID TSUKUBAﾔﾏﾀﾞ ｼｭﾝﾀﾛｳ

13 113 篠崎 圭 東京都 Yokota MTB Clubｼﾉｻﾞｷ ｹｲ

14 114 川辺 涼太 東京都 ﾁｰﾑごまちゃん2015ｶﾜﾍﾞ ﾘｮｳﾀ

15 115 神原 歩武 神奈川県 ﾁｰﾑ ごまちゃん 2015ｶﾝﾊﾞﾗ ｱﾕﾑ

16 116 飯塚 嵐 東京都 RBHｲｲﾂﾞｶ ﾗﾝ

17 117 望月 譲司 山梨県 team ﾎﾞﾊﾞﾝﾓﾁﾂﾞｷ ｼﾞｮｰｼﾞ

18 118 武荒 小太郎 東京都ﾀｹｱﾗ ｺﾀﾛｳ

19 119 山口 僚介 東京都ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳｽｹ

20 120 小澤 郷太郎 東京都 Real Discovery小澤家ｵｻﾞﾜ ｺﾞｳﾀﾛｳ

21 121 垣原 弘明 東京都ｶｷﾊﾗ ﾋﾛｱｷ

22 122 古郡 駈 静岡県 minzuuﾌﾙｺｵﾘ ｶｹﾙ

23 123 佐藤 結善 千葉県 ｴｷｯﾌﾟ･ﾊｰﾄﾝｻﾄｳ ﾕｳｾﾞﾝ

24 124 守田 悠真 愛知県ﾓﾘﾀ ﾕｳﾏ

25 125 入谷 然 東京都 ﾁｰﾑ 稲妻ｲﾘﾀﾆ ｾﾞﾝ

26 126 澤井 千洋 山梨県 YOU CANｻﾜｲ ﾁﾋﾛ

27 127 宮沢 秦羽 長野県ﾐﾔｻﾞﾜ ｼﾝﾊ

28 128 棚澤 翔唯 東京都ﾀﾅｻﾜ ｶｲ

29 129 小林 竜誓 山梨県ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｭｳｾｲ

30 130 広瀬 誠 長野県 MTBｸﾗﾌﾞ安曇野ﾋﾛｾ ﾏｺﾄ

31 131 三宅 七輝 埼玉県 重力技研ｷｯｽﾞﾐﾔｹ ﾅﾅｷ

32 132 田中 萬夏 千葉県 TRAIL RIDERSﾀﾅｶ ﾏﾅﾂ

33 133 星 彩翔 新潟県ﾎｼ ｱﾔﾄ

34 134 柄澤 遥太 長野県 りんご3兄弟ｶﾗｻﾜ ﾊﾙﾀ

35 135 今井 健太 長野県 なんだ坂!こんな坂!jrｲﾏｲ ｹﾝﾀ

36 136 長島 甲平 千葉県 MTBｸﾗﾌﾞ安曇野ﾅｶﾞｼﾏ ｺｳﾍｲ

37 137 渡辺 瑞基 千葉県ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｽﾞｷ

38 138 ﾐﾄﾞﾙﾌﾞﾙｯｸ 禮太 長野県ﾐﾄﾞﾙﾌﾞﾙｯｸ ﾗｲﾀ

39 139 山下 ろうじ 長野県ﾔﾏｼﾀ ﾛｳｼﾞ

40 140 小山 颯斗 長野県 TEAM久能城ｺﾔﾏ ﾊﾔﾄ

41 141 小山 結丸 神奈川県 MTBｸﾗﾌﾞ安曇野ｺﾔﾏ ﾕｲﾏﾙ

42 142 上野 達省 東京都 Go!Go! ふうね&たつみｳｴﾉ ﾀﾂﾐ

43 143 佐竹 清亮 ｻﾀｹ ｷｮｳｽｹ

Timing by WAKITA Soft


