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1 611 高木 潔ｻｷﾞｻｶ 熊さん 匂坂 慎祐 伊藤 和也    神崎 壯仁

2 612 野口 正人ｻｷﾞｻｶ 象さん 吉澤 修 荒川 正吾    中津 佳之

3 613 川瀬 勝彦天白ﾄﾘｵ 伊藤 和也 岸 功二

4 614 土手 貴博ｳｳﾞﾘ MTB班 佐藤 秀昭 形山 直人

5 615 山崎 則孝ﾁｰﾑﾏｳﾝﾃﾝｺﾞｼﾞﾗ 泉野 秀典 池田 節    菅原 浩明

6 616 濱田 忠義大船会Bﾁｰﾑ 矢野 浩一 三田 雄吉    早川 学

7 617 ももも~も 門間 義之

8 618 川崎 隆志大船会 A 石塚 二郎 石黒 龍徳

9 619 猪俣 博TMR 大内 宣行 桜山 伊織    阿部 圭吾

10 620 桐山 大二子山MTBﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 仲村 昭義 佐々木 至高    武藤 朋一

11 621 大濱 英亨Bremen 中尾 真一郎 宇梶 勇気

12 622 秋田 悠Bv.Bremen-AF 秋田 英行

13 623 小野 浩二夢源ｻｲｸﾙ 齋藤 隆英

14 624 大澤 和男Team MOMO 上野 悠佑太 大澤 誠人

15 625 海野 真一asibinaa B 福山 英輔 澁谷 智幸

16 626 石井 海asibinaa C 岡田 哲也 高田 靖彦    宮 淳一

17 627 高橋 敏ｴﾛﾎﾝﾗｳﾞｧｰｽﾞ 内座 茂

18 628 渡邉 聡ｴﾛﾎﾝﾗｳﾞｧｰｽﾞNEO 吉田 茂

19 629 小林 恒大CCC 写輪速 大野 裕久

20 630 植木 健太ﾁｰﾑｱｳﾀｰﾄｯﾌﾟ 西村 和洋 綱川 晶礼

21 631 松村 輝幸RSCC-GM 石津 博行

22 632 新井 直樹PSR 杉森 悠人 根岸 直也    松本 直之

23 633 evina 島中 弘輔

24 634 藤井 建行ﾁｰﾑCB 長塚 良介

25 635 くり りんRSCC-くりりんいんぷ 片倉 太郎

26 636 松崎 実RSCC 中川 岳治

27 637 早川 圭一195 金森 祥人

28 638 佐藤 亨川島ﾊﾞｲｼｸﾙｸﾗﾌﾞ 清水 一義 青木 将    黒澤 和馬

29 639 大嶽 剛TEAMCRIMSON2 吉田 弘 細井 道彦

30 640 木村 稔team KISS 齋藤 哲也 井田 恭弘    鹿山 利尚

31 641 深沢 晃司ﾎﾞﾌﾞさんｽﾞ(仮) 宮川 貴央 山口 智宏    馬場 善章

32 642 江藤 政彦RSCCｰﾁｰﾑﾍﾟｿっち 近藤 世樹

33 643 細貝 修平moto-kinuta 水垣 保彦 五十嵐 学

34 644 稲部 隆博ｱﾙﾃｨｱ 湊谷 功 尾田 光成

35 645 山根 靖弘ﾋﾗｺ 自転車乗ってます 庄司 喜雪 後藤 和弘

36 646 西村 尚悟ﾋﾗｺ 自転車知ってます 藤田 武士 森 哲士    宇佐見 勝己

37 647 和田 一輝全く､○学生は最高だぜ 三澤 義明ﾌｨﾘｯﾌﾟ

38 648 大津 太人生下り坂 大堀 淳 笹森 孝幸

39 649 北條 嵩ｻﾆｰﾃﾞｲｻｲｸﾙ 河野 健一 坂本 誠    武江 賢太

40 650 松永 隆RUN & BEER 山野 尚恒

41 651 田村 一樹ﾗｰｼﾞﾗｲｽ 北村 正也

42 652 SETA 瀬田 裕次郎

43 653 佐藤 義哲ぬけさく 今井 孝治 中野 貴信
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44 654 稲垣 武志

45 655 後藤 大地ﾊﾞｲｸﾙｰﾑ ｼﾝ TD 山ﾉ井 享

46 656 齋藤 和義ﾊﾞｲｸﾙｰﾑ ｼﾝ KK 井上 浩一

47 657 高井 勇希ﾁｰﾑ･たかい 高井 豪 高井 翔平

48 658 宮城 克浩ｻｲｸﾗﾘｰ喜輪 Eﾁｰﾑ 五月女 真澄 高橋 昇

49 659 鈴木 静男ｻｲｸﾗﾘｰ喜輪 Dﾁｰﾑ 林 秀知佳 山崎 司

50 660 木下 和人ｻｲｸﾗﾘｰ喜輪 Aﾁｰﾑ 松本 秀一 砂野 圭二

51 661 田中 猛喜輪のﾔﾝﾁｬG3 守屋 公雄 鈴木 俊之

52 662 小野 浩ｻｲｸﾗﾘｰ喜輪 Cﾁｰﾑ 高木 幹博 石塚 拓磨

53 663 江越 勇也ｻｲｸﾗﾘｰ喜輪 Bﾁｰﾑ 牧野 陽一郎

54 664 石川 洲三浦ﾛｰｶﾙｽﾞ 鈴木 章夫 大藤 昇

55 665 清水 剛ﾍﾟﾙｼﾞﾀ 榎本 真 山内 俊幸    清水 昇

56 666 岡部 寛太郎Ty-Rap B 松井 清隆 小林 良三郎

57 667 杉山 明義児玉 寛

58 668 高橋 重浩Balance弐組(L) 山本 万樹 服部 吉洋

59 669 加藤 有Balance弐組(R) 佐藤 泰宏 鈴木 聡

60 670 志津木 智YRT 渡邊 山晃 三谷 海斗

61 671 込山 光希HEARTVIEW老若 松本 公佑

62 672 Reuter JuliusCCCﾗｲﾄﾞﾊｳｽ葉山 藤本 敦 木村 一

63 673 平賀 洋二CCC ｺﾝﾁﾈﾝﾀﾙ 近藤 直人 小田 聡

64 674 竹内 遼ProRide J 松本 佑太 江越 昇也

65 675 平林 俊博ﾁｬﾀﾆｰｽﾞ 松山 晋也 茶谷 憲治

66 676 赤池 茂ﾗｲﾄﾞﾊｳｽ葉山/GR 山崎 信哉 武井 渡    山中 忠延

67 677 松本 祐達ﾁｰﾑKABAYAKI 山本 岩男 小川 光一    平林 幸典

68 678 伊藤 創之助青葉29er 岩本 康弘

69 679 高塚 理Over Valleys 石田 剛 山内 亮介

70 680 梅野 秀哉cicli-hide-H 福田 英樹

71 681 近藤 秀盛湘南浪漫☆どろんこ班 福嶋 純一郎

72 682 青柳 孝宣ﾁｰﾑｺｰｷ屋 渕井 貴司 大野 雅史

73 683 木本 実日立ﾒﾃﾞｨｺMTB部西 板谷 圭記

74 684 鈴木 伸一郎日立ﾒﾃﾞｨｺMTB部東 富澤 一修 広瀬 功

75 685 越山 淳OHKA BF 昆野 健理

76 686 OBF 松本 直純

77 687 河内 瞬GW2 河野 真興 久米田 昴    岩田 充泰

78 688 窪田 晴夫GW3 森川 彰仁 藤本 修

79 689 青根 淳二B's SUN B 下山 要平

80 690 藤井 雄太B's SUN A 横山 聡

81 691 武井 雄一郎SBC MERIDA 五十嵐 一人 平野 利浩    藤澤 英夫

82 692 柴田 毅一郎FUJISAWA F.D 山口 洋司 小山 松樹

83 728 上田 直樹YRT 中村 剛之介 服部 祐太朗

84 729 田中 敦甦れ往年の名車 柏木 健太 本田 穂高

85 730 山崎 祐路Highball-Z 山村 良一 木村 俊介    渡辺 雅昭

86 731 代田 和明PAX&BICYCLE; 渡辺 誠一 足立 文夫
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87 738 清水 辰典

88 739 石井 裕之

89 740 田山 一郎

90 742 明村 馨東京中日ｽﾎﾟｰﾂ 山口 和幸

91 744 小林 聡
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