
2時間エンデューロ男子（チーム3名）

 Pos BIB DISTEAM RIDERS

11:45Start Time : Start List

2017/10/01

1 301 山本 隆博 岐阜県一方通行 樋口 友康 小林 悟

2 302 長屋 薫 岐阜県TEAM DRUNKS 石榑 逸二 浅井 康利

3 303 りとるでｰもん 愛知県mkw okazu club Aqours おかず かんとく kwd 狂死郎

4 304 市原 健太 大阪府ﾁｬﾘﾉｽｽﾒ 高畑 佳史 芳野 智樹

5 305 佐藤 智也 愛知県ﾈｲﾃｨﾌﾞﾈｳﾛｲ 伊藤 宏之 清水 祥悟

6 306 垣見 秀輝 愛知県Over Wind 白井 豪嗣 一柳 孝之

7 307 服部 剛也 愛知県TDEC-Team_A 岩田 英巳 佐藤 誠

8 308 堀尾 尚史 岐阜県堀尾会 plus 島 倉橋 満 島田 晃郎

9 309 全並 明 愛知県c-drive自転車部 今井 貴裕 西村 達男

10 310 古橋 規弘 愛知県いとう内科ｸﾘﾆｯｸRT1 長縄 貴史 山本 栄和

11 311 人見 京太郎 岐阜県ｱﾗｻｰﾊﾟｰﾄﾅｰ募集中 横川 祐一 濁川 雅志

12 312 平林 悟志 愛知県TeamEV Cycling Club 原田 剛 平林 孝康

13 313 青木 琢也 愛知県Doop Racing 愛知 雅彦 斎藤 真

14 314 新川 慶祐 愛知県ﾒｶﾞﾈ●●3K 天野 克正 稲葉 健人

15 315 尾崎 亮寛 愛知県安土会ﾈｲﾁｬｰ 谷川 敬芳 新井 博文

16 316 加藤 健 愛知県安土会ﾚｵﾝ 早川 一徳 小木曽 智哉

17 317 浅岡 寛也 愛知県安土会21 杉本 浩基 池田 雄哉

18 318 湯澤 宏之 愛知県安土会ｸﾚｲｼﾞｰ 浅井 直也 飯田 舜太郎

19 319 市丸 安則 愛知県ﾗｯｷｰｸﾛｰﾊﾞｰZ 竹下 清孝 堀田 和秀

20 320 金山 剛成 愛知県ZERO式ゆるぽた勢 重田 翔一 大里 幸仁

21 321 竹内 起男 愛知県team todo Bﾁｰﾑ 早川 建志 久野 賢治

22 322 大橋 健治 愛知県たて輪ｺﾝﾊﾟｰﾚｵﾙｼ 夫馬 義弘 後藤 修徳

23 323 大原 健嗣 愛知県一番★星Y&M&O 村山 省吾 横川 最

24 324 青山 宏太 愛知県川本ﾎﾟﾝﾌﾟ自転車部Bﾁｰﾑ 柘植 宏樹 渡邉 浩司

25 325 和出 佑仁 愛知県川本ﾎﾟﾝﾌﾟ自転車部Aﾁｰﾑ 池田 道治 本嶋 芳明

26 326 川上 竜 愛知県SYD 江坂 郁斗 西川 和志

27 327 小谷 健一 愛知県鋳造総本家 浅野 光 斉藤 智明

28 328 新井 徹 愛知県胴体解析ﾒｶﾞﾈｰｽﾞ 壽賀 公彦 水野 智貴

29 329 棚橋 悟 岐阜県Team T 武田 剛和 田中 克典

30 330 高岡 直樹 三重県ﾁｷﾝﾊｰﾄ 西井 大弐 伊東 大輔

31 331 天野 琢也 愛知県Routine 中村 宗平 湯原 翔

32 332 鈴木 雄大 愛知県Diesel + 吉田 暁光 青木 優和

33 333 宗田 浩之 愛知県ﾅﾘﾀｻｲｸﾙAﾁｰﾑ 成田 繁生 土谷 宗平

34 334 川上 拓朗 愛知県Diesel X 石松 貴幸 谷元 健一

35 335 石原 健吾 愛知県にしまたSaddlers第2 谷田 大二 太田 翔

36 336 安藤 康志 愛知県Wｱﾝﾄﾞｰwithｻﾞｯｷｰ 尾崎 保幸 安藤 和英

37 337 伴 昌記 愛知県伴整形外科(見習い) 吉田 隆志 河合 涼

38 338 久野 利紀 愛知県堅あげﾎﾟﾃﾄ 吉田 宇志 服部 誠也

39 339 鈴木 真夢 静岡県中部ｶﾞｽ自転車部 吉田 正樹 杉山 聖

40 340 道家 陽 愛知県植田第5学童自転車部 柴田 義政 石田 肇

41 341 諸戸 洋輔 愛知県ﾆｯﾊﾟﾂ自転車競技部 原田 拓見 武本 一隆

42 342 服部 寿彦 愛知県ﾆｯﾊﾟﾂ自転車競技部B 佐野 将太 佐藤 竜介

43 343 大木 拓磨 愛知県ﾆｯﾊﾟﾂ自転車競技部C 寺井 裕紀 小林 亮太

44 344 大岡 智宏 愛知県ｳｻｷﾞに追いつきたいｶﾒさん 松下 玲也 松川 孝明

45 345 戸根川 拓真 愛知県TEAM KTD 戸根川 要 柴田 大輔

46 346 伊藤 真哉 愛知県ﾁｰﾑZ 赤坂 竜一 横井 一輝

47 347 倉橋 國也 愛知県ﾁｰﾑHKT 豊田 篤史 長谷川 裕一

48 348 牧野 剛士 愛知県み経験者ですから~ 花田 敬次郎 松尾 知明

49 349 許 泳五 愛知県NittoCC 柳澤 友貴 朴 東燮
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50 350 今村 僚 愛知県ﾁｰﾑDS 篠原 識人 石垣 克弥

51 351 村上 悠史 愛知県高岡ﾌｧｲﾀｰｽﾞ 田村 信忠 宿里 英司

52 352 山田 淳 愛知県ﾁｰﾑTaiGO 片岡 浩樹 石田 太剛

53 353 今村 直樹 愛知県大大大吉 浅野 雅人 野本 宏之

54 354 山崎 邦友 岐阜県ｳｴｻｶ三太郎 広瀬 和彦 立木 昌幸

55 355 萩野 和彦 愛知県ﾁｰﾑUeda 桑山 尚久 樋口 泉

56 356 宮口 司 愛知県三河産打ち上げ同盟 永井 佑典 平井 邦裕

57 357 渡 幸平 愛知県Team Okamu-Land 岡村 憲典 鹿島 一輝

58 358 水越 智彦 愛知県原動機付自転車部 渡邉 将太 佐藤 駿太

59 359 高見 友佳 愛知県ﾁｰﾑSHT 坂本 貴章 畠山 哲徳

60 360 関山 雅人 愛知県s56会 水元 健二 増井 弘人

61 361 東 慎也 愛知県今日も安全運転ﾁｬﾘﾝｺ部 森 裕和 村井 佑輔

62 362 生川 歩 愛知県ｼｬﾊﾞｰﾆ君 朱宮 弘泰 堀尾 旭弘

63 363 増田 祥一郎 愛知県ﾀｯﾌﾟﾙｽﾞ 大野 晶弘 加藤 賢一

64 364 竹本 健一 愛知県ｼﾞｬｲｱﾝﾄｽﾄｱB 峯山 泉 樋田 昌大

65 365 武田 規孝 岐阜県名城大学ｻｲｸﾘﾝｸﾞ同好会 C 松久 京詩 小池 知也

66 366 伊藤 尚樹 愛知県東海B 所 奎一郎 楠田 悠人

67 367 上野 直樹 愛知県TCCﾁｰﾑE 大島 康広 名倉 修

68 368 高岡 太 愛知県TCCﾁｰﾑF 佐々木 航 中居 耕司

69 369 小島 匡貴 愛知県Q太郎三十路おめでとう 佐々木 郁磨 佐々木 裕太郎

70 370 大屋 槙吾 愛知県current 伊神 弘雅 岩田 浩典

71 371 尾林 淳 愛知県B.H.M.C ﾎﾟﾀｸﾗﾌﾞ 平位 和幸 八木 功

72 372 矢野 健太郎 愛知県DS東海有志自転車部 牛尾 隼 樋口 翔悟

73 373 齋藤 伸也 愛知県N･S･Y 山田 俊平 中山 竜介

74 374 深津 涼介 愛知県長田家 長田 健太 長田 浩

75 375 山出 陽介 愛知県外からｲｶすかよ!(ｲﾆD) 野田 祥太 浅野 領介

76 376 遠藤 哲也 愛知県中部支店ﾁｰﾑ1 鹿子木 寛 平山 智彬

77 377 松岡 幸利 愛知県中部支店ﾁｰﾑ2 澤井 研作 野田 裕介

78 378 嶋田 裕介 神奈川県東海高校自転車部OB 加藤 蓮 坂野 友哉

79 379 野村 昌人 愛知県ｻｲｸﾙﾋﾟｯﾄﾉﾑﾗ 廣瀬 正 白石 拓也

80 380 馬場 徳通 愛知県ｽﾎﾟｰｸ折れた名古屋中高 山内 渉 丹羽 駿登

81 381 小林 憲人 愛知県ｳｨｷﾘｰｸｽ名古屋高校 竹内 佑有 辻 隼人

82 382 前田 智哉 富山県ﾊﾞﾙﾊﾞｸﾗﾌﾞﾄﾔﾏB 高橋 一也 光地 裕紀

83 383 祝 勇汰 愛知県ｾｸﾊﾏ 石本 善隆 増田 辰典

84 384 池内 裕紀 愛知県ﾊﾟﾜﾊﾏ 簗瀬 和宏 大川 博用

85 385 上利 龍史 石川県ﾊﾞﾙﾊﾞｶﾅｻﾞﾜ ALR4's 清水 祐亮 ﾏｳﾗｰ ﾍﾆﾝｸﾞ
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