
12:30Start Time : Start List
MTB4時間耐久 3名ﾁｰﾑ

 Pos BIB DISTEAM RIDERS

1 301 久後 拓也 愛知県escaper's 永冶 駿 毛利 慶祐

2 302 末岡 正充 神奈川県亀太郎 加茂下 浩 占部 圭一

3 303 三尾 俊介 愛知県ﾌﾗぺｽｷｰ 桝田 直樹 磯貝 恭介

4 304 櫻井 博幸 東京都ﾁｰﾑｻｸﾗｲ 清水 賢治 西田 薫

5 305 泉名 雄介 東京都ﾁｰﾑ ｱﾗﾌｫｰ 稲葉 邦彦 芝 竹虎

6 306 半田 豊 東京都いや~んばか~ん 清水 直樹 若松 和馬

7 307 堀川 圭介 長野県TEAM 辻浦 林 駿佑 内堀 純一

8 308 松澤 優 山梨県yamanashi-swc 塩島 哲哉 大久保 静史

9 309 渡辺 英希 神奈川県浜ちゅｰず 富樫 和弘 藤澤 英夫

10 310 山崎 功一 神奈川県瞬間移動 藤本 和昭 高橋 直嗣

11 311 小山 祐 長野県北野と岐阜 渡部 暁斗 渡部 善斗

12 312 佐藤 義哲 茨城県ぬけさく 今井 孝治 中野 貴信

13 313 岡田 晃典 愛知県TEAM BAKERATTA 野中 誠規 石田 真義

14 314 石井 聡 神奈川県ｼﾞｰﾊﾟﾝでいいんですか? 廣田 幸彦 大木 雅

15 315 岩佐 信吾 長野県岩佐さんと愉快な仲間たち 渡辺 晃 平塚 高史

16 316 岡崎 大輔 埼玉県ﾁｰﾑお小遣い制 福田 泰我 草道 聡

17 317 太田 海斗 埼玉県ﾁｰﾑ独身貴族 龍田 祐貴 村河 裕紀

18 318 志津木 智 神奈川県YRT 渡邊 山晃 三谷 海斗

19 319 小林 恒大 神奈川県Continental ﾎﾞﾁﾎﾞﾁ 荒瀬 大介 坂中 栄三

20 320 Yannik Meka 神奈川県Continental wonky PRASANNA PRABATH 若松 洋宇

21 321 川津 康裕 長野県ぎゃっくNX 丸山 悟 西 孝行

22 322 松下 渡 長野県Team go go go ! 中島 博志 木下 学

23 324 夏堀 丈 神奈川県YRT 石上 幹太 上田 直樹

24 326 川崎 隆志 静岡県ﾊｰﾓﾆｰﾁｬﾘ部 中村 雄一郎 久保 恭一

25 327 小林 和真 長野県Ai-Max信州そば 永原 大輔 内堀 貴之

26 328 アホの藤田 智 富山県こっそり堂 芝田 純一 川島 茂幸

27 329 福王寺 大樹 埼玉県たぬき小屋-た 福王寺 啓子 松崎 元

28 330 藤田 雅也 埼玉県たぬき小屋-ぬ 福王寺 一樹 水間 航多

29 331 山崎 雄太 長野県ﾎﾞﾝｼｬﾝｽｸﾗﾌﾞ/ﾕｰｽ&ｷｯｽﾞ 坂間 聡 鈴木 来人

30 332 斎藤 亮 東京都ﾁｰﾑAKB 中澤 修 菅原 由昭

31 333 木本 実 千葉県日立ﾍﾙｽｹｱMTB部 富澤 一修 板谷 圭記

32 334 山邊 誠司 東京都日野ﾚﾝｼﾞｬｰ安全第一 戸田 誠 佃 祐二

33 335 神谷 基成川滝 昌利 浅野 拓也
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