
2時間エンデューロ男子（チーム4名）

 Pos BIB DISTEAM RIDERS

11:45Start Time : Start List

2017/10/01

1 401 鎌田 響 愛知県寝坊ﾚｰｼﾝｸﾞ 西田 翔 須藤 大喜    水谷 祐貴

2 402 海江田 悠輔 愛知県Team Euroad K2 吉田 啓一郎 藤原 謙治    川合 伸和

3 403 館 栄太郎 三重県ﾌﾞﾚｲｶｰｽﾞ 男前 西川 幸保 黒岩 侯生    清水 和信

4 404 木村 佳史 三重県CRANK SLAVE 奥岡 佑季 宮崎 昭芳    蔵井 佑太

5 405 山腰 尚登 愛知県ﾁｰﾑ山腰 浅見 朋哉 堀江 大    八木 栄治

6 406 村井 真二郎 愛知県にしまたSaddlers 初谷 博都 三縄 賢    伊藤 暢彦

7 407 内田 知宏 愛知県OSC無双転生 高田 正男 鈴木 優介    蜂須賀 大

8 408 安倍 裕太郎 愛知県ﾁｰﾑ太郎 緒川 宏太郎 足立 匡太郎    下等 翔太

9 409 岩本 達也 愛知県愛自会 岩本 薫 高木 隆太郎    宮下 竜二

10 410 恩田 拓 愛知県ﾁｰﾑ仲良し 藤原 晃志 飯伏 寛太    松尾 大雅

11 411 亀井 康平 愛知県穂ﾉ国自転車愛好会 青澤 悠 河合 泰典    谷野 康朗

12 412 加藤 潔 愛知県ﾄｶｹﾞﾓﾄﾞｷ 小林 将太 坂井 竜一    下井 康暉

13 413 畑中 祐人 愛知県おちんぎんれｰしんぐ 濵野 巧勝 伊奈 孝浩    水野 裕貴

14 414 河出 康隆 愛知県SKT2 志津 明典 高羽 一之    高木 俊成

15 415 桐山 充生 愛知県幸せのﾏﾘｱﾛｰｻﾞ 若崎 秀雄 曽我 雅浩    王 振江

16 416 堂脇 敏彦 三重県しゃｰみﾈｰﾀｰRT 後藤 浩伸 青砥 英明    谷本 望

17 417 武川 将也 岐阜県日産愛知自動車大学校自転車部 三島 和也 武田 泰河    古舘 賢大

18 418 渡邉 泰志 愛知県日産愛知自動車大学校自転車部 中瀬 健 田中 祐希    玉置 駿

19 419 渡邉 尚生 愛知県ﾛﾝﾄﾞﾍﾞﾙﾚｰｼﾝｸﾞ 加藤 大輔 関口 光洋    町田 翔

20 420 伊藤 仁人 愛知県ｶｰﾈﾙ自転車部 米澤 逸人 松永 明久    山田 大輔

21 421 石川 大祐 愛知県ﾁｰﾑ花道快走 宇佐見 準 矢野 正明    三宅 崇裕

22 422 岩田 翼 愛知県GAZELLE 亀谷 祐聡 小山 敦史    相場 勇人

23 423 中村 博幸 愛知県中村軍団 常家 卓也 伊藤 辰也    塚原 将司

24 424 宮島 拓也 愛知県O.P.C.T 濱 慶伍 粂 一臣    神谷 隼人

25 425 松下 哲昭 愛知県ｼﾞｬｲｱﾝﾄｽﾄｱA 那須 大介 河内 健    長尾 隆生

26 426 河嶋 宏明 愛知県EFD6 山田 和昭 丸橋 基邦    福本 広樹

27 427 川村 明裕 愛知県EFD6-2 佐藤 充 富田 慎太郎    福井 正人

28 428 小野 昭夫 愛知県Team 官能 内城 敏博 後藤 孝    谷口 智一

29 429 勝木 宏幸 愛知県めっちゃﾎﾘﾃﾞｲ! 工藤 勇太 近藤 巧    川崎 流弥

30 430 牧野 貴幸 愛知県ｾﾞﾛﾍﾞｰｽ 酒井 洋明 服部 伸行    小森 悠介
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