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2015/11/14

11:30Start Time :

 Pos BIB TEAM RIDERS

1 1 今木 信仁ﾁｰﾑNR 目黒 浩司

2 2 黒川 勇真CFRRC 石原 龍暉

3 3 松本 克史team CIRCUS 古谷 繁之 柴崎 友樹

4 4 小林 伸幸ｶﾅｻﾞﾜﾗﾝﾁﾗｲﾄﾞ会A 田中 敦 日影 昭夫

5 5 桜山整体院自転車部 粂 新吾

6 6 TEAM LEVORG 黒田 隆

7 7 湘南ﾚｰｼﾝｸﾞﾁｰﾑ 石渡 智之

8 8 大石 玲二ﾀﾞｰｸ温泉ﾊﾞｽﾞｰｶ 山田 雅樹 西方 成也

9 9 aZuuGa 岡坂 和孝

10 10 太田 和雄ﾉｸﾞﾁﾚｰｼﾝｸﾞ 佐々木 久 葛西 宏

11 11 宮本 哲也AZOODA 椎名 勝弘 田尻 和仁

12 12 ﾁｰﾑﾐﾛｸ 清水 幸一郎

13 13 Soares Roy吉川 忠彦 Vitug Godofredo

14 14 辻 純一風輪夢楽 石渡 剛久 古川 幸司

15 15 長田 華山

16 16 松本 第作ITA 高木 敏宏 後藤 知貴

17 17 谷 賢一郎SCC 秋田 努 久保 雅裕

18 18 浜田 洋輔大清水高陸上部OB会 野村 剛 小川 翔一

19 19 島村 英人湘南浪漫 杉原 康之 佐藤 和哉

20 20 田久保 優弥HENTAI 中村 一志

21 21 原田 哲弥RSCCﾐｹﾁｰﾑ 三上 兼太朗 露木 博一

22 22 原田 真一RSCC Nonﾋﾞﾘ 芳賀 隆 久永 奨

23 23 岩倉 泰博高橋 雅善 菊池 祐一

24 24 川村 俊介ぎゃざりんぐ!もちぽん 小澤 克仁 太田 晃弘

25 25 奥村 隆行ぎゃざりんぐ!ｱﾄﾞﾐﾗﾙ 大嶋 英輔 白戸 裕介

26 26 山田 竹伸HRC 西舘 正浩 立野 祥司

27 27 ｻｯｻｰｽﾞ 石川 絃

28 28 牧野 誠也sbcannon 中村 尚之 庄司 裕之

29 29 田川 亮一

30 30 橋下 秀司内山 義崇 比呂 増彦

31 31 西村 弘

32 32 ﾒｲﾄﾞさん学科自転車部 栗田 薫

33 33 川元 浩貴AL-BAMBOOS 竹内 史 平野 勇治

34 35 石川 俊太郎ﾁｰﾑ ｻﾞｸ 和田 健司 石垣 光貴

35 36 志村 清司千原 武重 千原 亮

36 37 高岡 成樹桃太郎倶楽部 篠原 淳二 田中 生毅

37 38 池田 宏文

38 39 菊池 一樹Team ぐっさん 落水田 典男

39 40 安濃田 直樹TRIP CYCLE 篠原 洋平

40 41 森田 康夫CCCｺﾝﾁGORIDE 若松 洋宇 小野田 航

41 42 齋藤 恒生つねさんず 鷲巣 悟 山口 博

42 43 島村 英男ﾁｰﾑ轍屋｡ 神 章悟 日向 功

43 44 ﾅｲｽ!日本の心 折茂 英明
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44 45 鈴木 辰徳TEAM GDCN 坂手 亮介 海野 佑太

45 46 井ﾉ浦 準二いかづちC.C Aﾁｰﾑ 片岡 直樹

46 47 黒崎 真司いかづちC.C Bﾁｰﾑ 大久保 太志

47 48 北村 淳B's SUN C 内田 晃司 浅井 雄亮

48 49 小沼 雅敬AL-SONICS 竹内 朝音 谷田部 博之

49 50 菅原 直孝BBC 有川 雄太郎 五分木 亨

50 51 井関 啓太SBC湘南藤沢B 高橋 幸佑

51 52 長田 将士SBC湘南藤沢C 須貝 仁志 奥村 隆雄

52 53 畑田 楓太SBC湘南藤沢D 高橋 稔 久下谷 任祥

53 54 BiCYCLE CLUB 岩田 淳雄

54 55 BiCYCLE CLUB 山口 博久

55 108 竹田 智治AL-MIXES 平本 耕作 小坂井 賢太
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