
吉無田マウンテンバイクフェスタ
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XC100ｿｿ Date: 2016/04/12/. TIME: 12:39.
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9:00Start Time :

 Pos BIB DIS TEAMNAME

2016/04/17

1 401 ﾋｻﾉ ｺｳｽｹ 熊本県 BLK Racing久野 広将

2 402 ﾉｻﾞｷ ﾏｻﾋﾛ 福岡県 charepair.com野崎 将広

3 403 ｼﾊﾞﾀ ﾐﾂｵ 熊本県 ｾﾚｸｼｵﾝ南九州柴田 光雄

4 404 ﾌﾙｶﾜ ﾄﾖﾋﾃﾞ 福岡県 sessione dei Gatti古川 豊英

5 405 ｻﾇｲ ﾓﾄﾔ 福岡県 ｻｲｸﾙﾌﾟﾗｽ福岡《福岡ﾒｰﾄﾙｽﾞ》讃井 元彌

6 406 ﾔﾏﾀﾞ ｹｲｼﾛｳ 福岡県 TEAM Q-MAX山田 敬士朗

7 407 ｻｶﾀ ﾋﾃﾞﾕｷ 熊本県 ﾁｰﾑwaita坂田 英之

8 408 ﾔﾏｳﾁ ｱｷﾋﾛ 福岡県山内 昭宏

9 409 ﾆｼﾑﾗ ﾀﾂﾛｳ 鹿児島県 ﾁｰﾑ こげぱん西村 辰郎

10 410 ﾔﾏｳﾁ ｲｵﾘ 福岡県 Lion de KAPELMUUR山内 伊織

11 411 ﾆｼﾑﾗ ｼﾝﾀﾛｳ 鹿児島県 ﾁｰﾑ こげぱん西村 辰太郎

12 412 ﾜﾀﾞ ﾃﾂﾔ 熊本県和田 徹也

13 413 ﾏﾂｵ ｼﾝｲﾁ 大分県 Q-SHU UNION / ちゅう吉松尾 真一

14 414 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾅｵｷ 熊本県 TMB松永 直樹

15 415 ｱｼﾊﾗ ﾖｼﾉﾘ 大分県 Daito葦原 義典

16 416 ｾﾄ ﾏｻﾉﾘ 福岡県 ProRide瀬戸 雅徳

17 417 ｲｹﾀﾞ ﾉﾌﾞﾋﾛ 福岡県池田 伸博

18 418 ｶﾈｺ ﾂﾄﾑ 福岡県金子 努

19 419 ｵｶﾔﾏ ﾕｳﾀ 福岡県 Lion de KAPELMUUR岡山 優太

20 420 ﾅｶｼﾏ ﾋﾃﾞｷ 佐賀県 ﾗﾝﾄﾞﾏｽﾀｰG中島 秀樹

21 421 ﾊｼﾓﾄ ｹｲ 宮崎県橋本 径

22 422 ﾓﾄﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ 熊本県 泉分校mtb部 motoda元田 崚介

23 423 ﾋﾛﾀ ﾕｳｺﾞ 大分県廣田 有吾

24 424 ｷﾉｼﾀ ﾋﾛｱｷ 大分県木下 祐彰

25 425 ﾐｳﾗ ﾋﾛｱｷ 大分県三浦 大明

26 426 ﾂﾀﾞﾜ ﾄﾓﾔ 鹿児島県津田和 智也

27 427 ｲﾏﾌｸ ｷﾞﾝｲﾁﾛｳ 鹿児島県 ﾁｰﾑﾌﾛｯｸﾞｻｲｸﾙ今福 銀一郎

28 428 ﾏﾙﾀﾆ ﾕｳｼﾞ 福岡県 ﾁｰﾑ侍六番隊 お笑い担当隊士丸谷 裕二

29 429 ｳﾒﾓﾄ ｶｽﾞﾋｻ 福岡県 Q-mix/瀬戸口近代車商会梅本 和寿

30 430 ｲﾜｾ ｶｽﾞﾏ 山口県 お菓子もﾊﾟﾝも! とこわか岩瀬 一真

31 431 ﾌｸﾅｶﾞ ﾊﾔﾄ 熊本県 小国ﾏｳﾝﾃﾝｼﾞｭﾆｱ福永 隼人

32 432 ﾔﾏﾀﾞ ｼｭﾝｲﾁ 熊本県 Mt.ｼｬﾘﾝｶﾝ山田 俊一

33 433 ｵﾔﾏ ｺｳｲﾁ 熊本県 Mt.ｼｬﾘﾝｶﾝ小山 浩一

34 434 ﾆｼ ﾄｼﾋﾛ 鹿児島県 ﾁｰﾑ竹の子西 俊寛

35 435 ｷﾖﾀ ｱﾂﾞｻ 熊本県 ｵﾚﾝｼﾞﾌｪﾛｰ清田 あづさ

36 436 ｻﾄｳ ﾀｶｼ 大分県 ｻﾄﾔﾝ佐藤 たかし

37 437 ｼﾓﾐﾁ ﾘｮｳ 鹿児島県 ﾌﾛｯｸﾞｻｲｸﾙ下道 亮

38 438 ｵﾁｱｲ ﾋﾛｼ 宮崎県 ｴｲﾙ宮崎落合 博

39 439 ｲｼﾊﾗ ｹﾝﾆﾁ 熊本県 Mt.ｼｬﾘﾝｶﾝ石原 憲一

40 440 ﾖﾈﾔﾏ ﾃﾂﾋｺ 福岡県 ﾁｰﾑG-cycle米山 哲彦

41 441 ﾏﾂｲ ﾘｮｳﾍｲ 長崎県 ﾁｬﾘｷﾁ三平松井 良平

42 442 ﾏﾂｲ ｼﾝﾍﾟｲ 長崎県 ﾁｬﾘｷﾁ三平松井 伸平

43 443 ﾀｷｸﾞﾁ ﾔｽｼ 熊本県滝口 靖史

44 444 ﾎﾝﾀﾞ ｾｲｷｮｳ 熊本県本田 正教

45 445 ｷﾑﾗ ﾋﾛｼ 福岡県木村 寛
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46 446 ｻﾄｳ ﾌｼﾞｵ 大分県 ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ ﾓﾝｷｰ ｼﾆﾔ佐藤 富士雄

47 447 ﾐﾂｲ ﾄｼﾐ 福岡県 A&NSF三井 俊美

48 448 ﾅｶｵ ﾀｶﾋﾛ 鹿児島県 京ｾﾗ ｻｲｸﾘﾝｸﾞ部中尾 貴博

49 449 ﾖｼﾀﾞ ﾀｶｼ 熊本県 ｵﾚﾝｼﾞ ﾌｪﾛｰ吉田 孝

50 450 ｳｴﾉ ﾚﾝ 福岡県 Lion de KAPELMUUR上野 蓮

51 451 ｳｴﾉ ﾕｷﾉﾘ 福岡県 Lion de KAPELMUUR上野 幸紀

52 452 ﾐﾔﾀ ｼﾝｻｸ 熊本県 大藪ｻｲｸﾙ宮田 晋作

53 453 ﾐﾔﾀ ﾕｳｾｲ 熊本県 ﾌｧﾌﾞﾘｶ宮田 勇誠

54 454 ﾊﾗﾀﾞ ｺﾞｳ 熊本県 ｽｰﾊﾟｰﾄﾗｲ原田 剛

55 455 ｸｻﾊﾞ ﾉﾘﾔ 福岡県 North Wish草場 範也
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