
2時間エンデューロ男子（チーム2名）

 Pos BIB DISTEAM RIDERS

11:45Start Time : Start List

2017/10/01

1 101 杉浦 啓太 愛知県すぎｰｽﾞ 杉浦 大介

2 102 森脇 和弘 愛知県修行僧 伊藤 孝修

3 103 若林 耕平 愛知県堀尾会 小野 宏太朗

4 104 西山 将央 愛知県侍友 桜井 誠

5 105 山根 和也 愛知県ﾁｰﾑ山櫻 櫻井 健児

6 106 長江 学 愛知県品野RT 大峽 実

7 107 宮後 康彰 愛知県ﾁｰﾑFM 藤野 政和

8 108 加藤 敏彦 愛知県ﾌｫｰﾃｨｰﾝﾋﾙｽﾞ 杉方 保毅

9 109 馬淵 智広 愛知県ぴっとﾚｰｼﾝｸﾞﾁｰﾑ 榊原 輝昭

10 110 岩舘 恭佑 愛知県ﾁｰﾑTG 紺谷 祐輔

11 111 伊藤 隆宏 愛知県ｱﾙﾐﾌﾚｰﾑ 鈴木 敬一

12 112 中根 寿夫 愛知県ﾁｬｰﾘｰｽﾞ 福田 巧

13 113 安達 茂和 愛知県ﾚｯﾄﾞ&ﾌﾞﾗｯｸ 田中 一美

14 114 渡辺 力 愛知県TEAM FREE 鈴木 政輝

15 115 三宅 義晃 愛知県Mazda Racing 外山 高由

16 116 西川 竜太郎 愛知県ﾎﾟｯﾌﾟ4 古本 孝文

17 117 早瀬 広志 愛知県ﾎﾟｯﾌﾟ3 山口 直樹

18 118 谷口 敦 愛知県ﾎﾟｯﾌﾟ1 清水 要典

19 119 山下 貴士 愛知県ﾎﾟｯﾌﾟ2 金田 学

20 120 大野 良夫 三重県jiyujin 河口 秀

21 121 森岡 佑介 愛知県ﾓﾘﾓﾘ 森岡 伸悦

22 122 森田 理流 愛知県中島森田にっぷく 中島 拓哉

23 123 神 裕幸 愛知県ITO Racing A 水野 剛頼

24 124 加藤 慶一郎 愛知県ITO Racing B 外山 和也

25 125 神谷 佳亮 愛知県ITO Racing C 内田 裕介

26 126 和田 宗浩 愛知県一番★星 T&W 土屋 琢也

27 127 土田 浩樹 愛知県安土会ｱﾄﾞ 平野 聡志

28 128 前田 浩 愛知県ぴっとﾚｰｼﾝｸﾞﾁｰﾑ 梅本 伸行

29 129 渡辺 晃基 愛知県ﾎﾟﾃﾁﾝR17 大藪 浩昭

30 130 近藤 清人 愛知県ｱｲｼﾝ高岡自転車同好会Z 妹尾 武

31 131 永田 司 愛知県team todo Aﾁｰﾑ 横田 歳幸

32 132 尾鷲 猛 愛知県180over 郡 圭司

33 133 関 裕 愛知県ｱｲｼﾝ高丘DISA-ｽﾞ 角井 昌弘

34 134 澤内 敦史 岐阜県ｼﾞｬｲｱﾝﾄｱﾝｶｰ 大野 恒人

35 135 池田 淳 岐阜県小池2017 小原 嘉則

36 136 鈴木 拓哉 愛知県ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ 木屋川内 大輝

37 137 清野 巧 岐阜県ｼｬｶﾘｷ 西園 将に

38 138 松原 靖英 愛知県Sky walker 津田 宗建

39 139 伊藤 真弘 岐阜県ｷﾇｻﾔ 古田 健

40 140 井出 克伸 岐阜県ﾌﾗｯﾌﾟﾊﾝﾄﾞﾙ 樋口 雄紀

41 141 大崎 一弘 岐阜県ｼｬｶﾘｷ2 村田 善貴

42 142 藤井 貴浩 愛知県ﾕｰﾛｰﾄﾞ 常北ﾌﾞﾗｻﾞｰｽﾞ 林 俊太郎

43 143 井出 直人 岐阜県ﾛｰﾄﾞﾊﾞｲｸ 竹中 一将

44 144 松田 健介 愛知県BREZZA-KAMIHAGI 【公式】 堀田 耕司

45 145 奥山 善明 三重県ちいむ さいくりんぐ 今井 俊治

46 146 三宅 且晃 愛知県もんじゃ 杉山 史典

47 147 山本 孝志 三重県山本ｽﾋﾟｰﾄﾞ量産型 諸岡 功一

48 148 野口 真裕 愛知県Diesel F 青野 紘士

49 149 位田 幸也 三重県ｷﾞｺｷﾞｺくらぶ 伊藤 貴成
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50 150 平子 道康 愛知県たにもってぃAﾁｰﾑ 箕浦 嘉洋

51 151 山崎 裕哉 愛知県たにもってぃBﾁｰﾑ 松村 聡志

52 152 高祖 直也 三重県DRAGON 青木 隆

53 153 倉野 稔也 愛知県BREEZAｰin Tochigi 江口 成臣

54 154 松村 裕志 愛知県Diesel S 高本 聡

55 155 栗本 すばる 愛知県ﾁｰﾑおじさん 中尾 多通夫

56 156 橋本 慶太郎 愛知県一番★星 ﾓﾘｿﾝ&ﾌﾙｼｱﾝﾃ 川手 啓司

57 157 大竹 賢人 愛知県TAMANO A.C. T-2 梶山 隆治

58 158 海老瀬 逸雄 愛知県TAMANO A.C. T-1 渡辺 祐太

59 159 村瀬 弘一郎 愛知県飲酒運転撲滅 山崎 諭

60 160 岩瀬 健二 愛知県岩瀬と鰐部さん 鰐部 敏之

61 161 山口 和也 愛知県SHISAIKURU部 花岡 泰仲

62 162 保崎 一司 愛知県Diesel G 村井 達暢

63 163 服部 恒広 愛知県ｹｯﾀ-ｽﾞ 濱本 幸盛

64 164 串田 貴弘 愛知県SHISAIKURU 野村 健二

65 165 遠藤 智誉 愛知県SHISAIKURU 服部 徹也

66 166 畔柳 友彰 愛知県ﾁｰﾑﾆｭｰｽ 近田 貴明

67 167 髙橋 拓也 福井県ﾊﾞﾙﾊﾞｸﾗﾌﾞ ｴﾁｾﾞﾝ 鈴木 洋介

68 168 加藤 幸祐 愛知県乙女ｷﾞｱ推奨隊 瀧本 圭吾

69 169 平林 大治 岐阜県ｳｫｰﾀｰﾎﾞｰｲｽﾞ 瀧澤 和之

70 170 林 勝彦 愛知県ﾃｲﾚｰﾄ 久保田 正樹

71 171 豊永 達也 石川県WaveProjet 岡山 敏教

72 172 佐藤 孝弥 三重県寿限無 馬場 卓弥

73 173 鈴木 一矢 愛知県転倒虫!? 前田 洸太朗

74 174 上田 洋行 福井県bﾌｸｲ 102歳結構やるで 瀬戸 紀夫

75 175 大日方 海斗 福井県bﾌｸｲ 2年2組村中先生!! 村中 貴幸

76 176 柳 神二郎 福井県bﾌｸｲ 憧れのﾊﾟｲｾﾝ! 前田 光亮

77 177 斉藤 修一 福井県bﾌｸｲ なんとなく似てるんで｡ 定友 敦

78 178 小川 勇樹 福井県bﾌｸｲ 上野川 上野 拓也

79 179 小倉 寛史 福井県bﾌｸｲ 来世もﾗｲﾊﾞﾙ 武内 健太

80 180 渡辺 諒 福井県bﾌｸｲ りょうちゃん! 齋藤 友一

81 181 前田 岳志 福井県bﾌｸｲ 人生は50から 寺本 史生

82 182 吉田 竜平 愛知県KSR-M 月組 磯部 雅史

83 183 石川 亨 愛知県NFCﾚｰｼﾝｸﾞ 大越 孝司

84 184 田村 誠 愛知県Team Mont Ventoux 安藤 雄二

85 185 小貝 一輝 愛知県ｱﾂｼとｶｽﾞｷ 近藤 敦志

86 186 森下 真一 愛知県KSR-M 桜組 石黒 啓太

87 187 池垣 直則 愛知県BHMC 川崎 正治

88 188 松井 訓央 三重県Team DTK_1 林 茂伸

89 189 宮田 匠 三重県Team DTK_2 相原 毅

90 190 神崎 蒼 愛知県今日も安全運転ﾁｬﾘﾝｺ部 中村 直人

91 191 湯浦 裕貴 愛知県BREZZA-new breeze 末澤 正太郎

92 192 安江 功太郎 岐阜県名城大学ｻｲｸﾘﾝｸﾞ同好会 B 亀山 光二

93 193 山田 佑太 愛知県名城大学ｻｲｸﾘﾝｸﾞ同好会 A 早川 諒

94 194 日高 一 三重県東海高校a 大倉 玲汰

95 195 城所 皐輔 岐阜県MFR feat.KK 鈴木 紀雄

96 196 高木 和浩 愛知県KRYCCC-S 酒井 雄二

97 197 渡邉 隆寛 愛知県KRYCCC-N 名和 智史

98 198 小島 健太 愛知県KRYCCC-T 角田 裕樹
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99 199 中村 貴行 愛知県KRYCCC-H 平田 翔太郎

100 200 吉田 一次 愛知県ﾁｬﾘ､ﾄﾞｯｸ 黒木 博史

101 201 伊藤 竜二 愛知県TCCﾁｰﾑD 長谷川 文晃

102 202 佐々木 優太 愛知県TCCﾁｰﾑA 渡 壽之

103 203 大武 匠 愛知県TCCﾁｰﾑC 久保田 康稚

104 204 羽田 宇慧 愛知県TCCﾁｰﾑB 大野 海勢

105 205 堀川 優太郎 愛知県ｼｬｶﾘｷ農大 加藤 祥

106 206 大石 智康 静岡県ﾚｰｼﾝｸﾞﾗｲﾂ浜松Tｴﾝｼﾞｪﾙ 袴田 裕之

107 207 中村 公彦 静岡県ﾚｰｼﾝｸﾞﾗｲﾂ浜松ﾃﾞﾛｶﾞﾉ 前森 隆年

108 208 大久保 克哉 三重県ﾀｰﾐﾈｰﾀｰRT 楠本 宏樹

109 209 宮本 武 愛知県ﾁｰﾑﾔﾏｼｹﾞ 横井 健夫

110 210 杉山 夏樹 静岡県ﾚｰｼﾝｸﾞﾗｲﾂ浜松 岡原 元太郎

111 211 通 洋平 石川県ﾊﾞﾙﾊﾞｸﾗﾌﾞｶﾅｻﾞﾜ+D 馬場 智和

112 212 平野 陽太 石川県Y-S.Hirano 平野 祥二

113 213 岩堀 祐介 愛知県いのちだいじに 山形 一将

114 214 浅野 温 愛知県ゆづみづ 大場 徹也

115 215 小林 紀晶 愛知県F.N.C 古閑 祥三

116 216 松田 佳祐 福井県Bﾌｸｲ はまった 今川 史基

117 217 奥山 政寛 福井県Bﾌｸｲ 急接近 内山 晴二

118 218 神谷 遥人 愛知県まるいち黒ﾍﾙ親子 一色中学校 神谷 直希

119 219 鈴木 将介 愛知県明日は年休 稲山 廣一郎

120 220 池之上 浩輝 愛知県石原･池之上 石原 裕一

121 221 黒柳 けい 愛知県きゅんきゅん 杉浦 智

122 222 辻 芳樹 愛知県ﾁｰﾑEHRS 竹本 直弘

123 223 本田 純也 愛知県ｶﾒさん 若杉 知樹

124 224 北川 健太 愛知県北さんと丸さん 丸井 直人

125 225 弦本 賢斗 愛知県東海二年ﾁｰﾑ 木下 翔太

126 226 西野 秀祈 富山県ﾊﾞﾙﾊﾞｸﾗﾌﾞﾄﾔﾏC 加賀田 貴志

127 227 大田 慎之祐 富山県ﾊﾞﾙﾊﾞｸﾗﾌﾞﾄﾔﾏD 佐藤 拓

128 228 栗林 哲也 富山県ﾊﾞﾙﾊﾞｸﾗﾌﾞﾄﾔﾏA 柳瀬 悠理

129 229 中川 正一 富山県ﾊﾞﾙﾊﾞｸﾗﾌﾞﾀｶｵｶ 尾山 秋彦

130 230 岡崎 泰嗣 石川県ﾊﾞﾙﾊﾞｶﾅｻﾞﾜ岡さん伸さん 浅井 伸次
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