
リザルト：チャレンジ男子
2017/09/23    12:16:00 スタート

選手名 Time +TOP順位 No.

まえばしクリテリウム2017

ﾌﾘｶﾞﾅ 所属 都道府県

0:15:02 0:001 532 石川 久洋 イシカワ ヒサヒロ ＣＯＷ 群馬県

0:15:02 0:002 660 清水 貴久巳 シミズ タクミ 上毛レーシング 群馬県

0:15:02 0:003 71 橋本 祐樹 ハシモト ユウキ 前橋南高校 群馬県

0:15:02 0:004 41 大澤 康生 オオサワ ヤスオ ＴＳＰ 群馬県

0:15:03 0:015 276 山田 英勝 ヤマダ ヒデカツ ＣＯＷ 群馬県

0:15:03 0:016 205 関口 敦 セキグチ アツシ 上毛レーシング 群馬県

0:15:03 0:017 636 岡田 直亮 オカダ ナオアキ Ｃ．Ｃ 千葉県

0:15:03 0:018 249 榎本 達也 エノモト タツヤ 群馬自転車部 埼玉県

0:15:04 0:029 425 田代 宏之 タシロ ヒロユキ 群馬県

0:15:04 0:0210 922 久野 真一 クノ シンイチ ビーエスエヌ 群馬県

0:15:05 0:0311 845 桑垣 善信 クワガキ ヨシノブ 千葉県

0:15:05 0:0312 345 邑中 力 ムラナカ ツトム ＣＯＷ 群馬県

0:15:06 0:0413 301 遠藤 元基 エンドウ モトキ ＣＯＷ群馬 新潟県

0:15:06 0:0414 17 谷古宇 俊典 ヤコウ トシノリ 痩せろ 埼玉県

0:15:06 0:0415 1481 石田 卓哉 イシダ タクヤ チームしげさん 東京都

0:15:08 0:0616 150 高橋 英文 タカハシ ヒデフミ 群馬自転車部 群馬県

0:15:13 0:1117 153 川村 健太 カワムラ ケンタ サークル 千葉県

0:15:20 0:1818 1610 角田 拓渉 ツノダ タクト 黒熊 群馬県

0:15:20 0:1819 847 中島 隆行 ナカジマ タカユキ 輪猿ＰＴ 静岡県

0:15:33 0:3120 2431 星野 琢彦 ホシノ タクヒコ 筑波大学 茨城県

0:15:35 0:3321 1700 江島 直紀 エジマ ナオキ 学生 千葉県

0:15:37 0:3522 749 根岸 泰隆 ネギシ ヤスタカ ＥＲＣ 群馬県

0:15:37 0:3523 433 寺島 侑輝 テラシマ ユウキ 高崎経済大学 群馬県

0:15:38 0:3624 926 松島 諒介 マツシマ リョウスケ 群馬県

0:15:38 0:3625 1028 山田 展人 ヤマダ ノブヒト ＯｎｅＷａｙ 群馬県

0:15:38 0:3626 852 首藤 健 シュドウ タケシ 群馬県

0:15:38 0:3627 3160 矢島 規雄 ヤジマ ノリオ 温存 群馬県

0:15:38 0:3628 1074 古谷 博行 フルヤ ヒロユキ 東京都

0:15:38 0:3629 2163 田中 博紀 タナカ ヒロノリ チームミガック 東京都

0:15:39 0:3730 2141 坂井 勝利 サカイ マサトシ ＧＲＢＯ 群馬県

0:15:39 0:3731 942 高橋 幸佑 タカハシ コウスケ ＳＢＣ湘南藤沢 神奈川県

0:15:39 0:3732 1153 吉田 大河 ヨシダ タイガ 群馬県

0:15:39 0:3733 2983 加藤 拓実 カトウ タクミ 商大附 群馬県

0:15:39 0:3734 611 林 訓弘 ハヤシ クニヒロ ＧＣＣ自転車部 群馬県

0:16:18 1:1635 1170 中條 颯斗 ナカジョウ ハヤト 高崎工業高校 群馬県

0:16:19 1:1736 1016 町田 純一 マチダ ジュンイチ アルトピアノ 埼玉県

0:16:20 1:1837 530 石川 修 イシカワ オサム ＭＡＴＴＩＮＯ 東京都

0:16:20 1:1838 615 立川 満 タチカワ ミツル ラバネロ 東京都

0:16:23 1:2139 131 岡田 雄気 オカダ ユウキ 群馬県

0:16:23 1:2140 2579 吉田 慎也 ヨシダ シンヤ 群馬県

0:16:25 1:2341 1261 原田 成人 ハラダ ナルヒト ワカバクラブ 東京都

0:16:39 1:3742 1930 町村 文彦 マチムラ フミヒコ チームたなぼ 群馬県

0:16:40 1:3843 1130 大河 辰也 オオカワ タツヤ 桐生工業株 群馬県

0:16:40 1:3844 1640 森 真也 モリ シンヤ Ｇ．Ｗ．Ｃ．Ｃ 群馬県
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0:16:41 1:3945 1733 村田 貴則 ムラタ タカノリ 千葉県

0:16:41 1:3946 1334 岩田 高志 イワタ タカシ 群馬県

0:16:41 1:3947 658 権蛇 明 ゴンジャ アキラ 群馬県

0:16:42 1:4048 1017 難波 聡 ナンバ アキラ 埼玉県

0:16:47 1:4549 119 堀内 健一 ホリウチ ケンイチ ＶＷアタック 群馬県

0:16:52 1:5050 815 三浦 健 ミウラ ケン ＯＴＣＣ 群馬県

0:17:06 2:0451 108 矢野 達也 ヤノ タツヤ 高崎工業高校 群馬県

0:17:07 2:0552 820 深町 邦男 フカマチ クニオ ＧＰＣＣ 群馬県

0:17:08 2:0653 2144 内山 大樹 ウチヤマ ダイキ とね輪クラブ 群馬県

0:17:23 2:2154 2703 斎藤 俊由紀 サイトウ トシユキ 富岡市吹ＴＴ 群馬県

0:17:24 2:2255 2553 藤井 健一 フジイ ケンイチ ＢＲ 埼玉県

0:17:27 2:2556 371 葛野 仁士 クズノ マサシ 群馬県

0:17:27 2:2557 1159 新井 良平 アライ リョウヘイ ＴＣＣ 東京都

0:17:28 2:2658 1582 土屋 大地 ツチヤ ダイチ 群馬自転車部 群馬県

0:17:30 2:2859 908 高橋 徹 タカハシ トオル 群馬県

0:17:51 2:4960 2897 斉藤 秀樹 サイトウ ヒデキ 東京都

0:18:03 3:0161 2593 竹内 庄司 タケウチ ショウジ ＩＫＤ 群馬県

0:18:04 3:0262 2005 伊藤 禎朗 イトウ サダオ 千葉県

0:18:23 3:2163 1538 上山 直紀 ウエヤマ ナオキ 群馬県

0:18:25 3:2364 2344 亀山 正 カメヤマ タダシ 亀山歯科医院 群馬県

0:18:28 3:2665 2539 小林 克久 コバヤシ カツヒサ 群馬県

0:18:30 3:2866 2041 黒澤 隼 クロサワ ジュン ＨＡＲＰ 群馬県

0:18:36 3:3467 2918 樋口 拓也 ヒグチ タクヤ 群馬県

0:18:38 3:3668 1856 田島 直哉 タジマ ナオヤ 群馬県

0:18:40 3:3869 2735 大野 貢 オオノ ミツギ サイクル吉田 群馬県

0:18:47 3:4570 3182 星野 賢一 ホシノ ケンイチ 群馬自転車部 群馬県

0:20:02 5:0071 3286 小山 敦 コヤマ アツシ 小山歯科 群馬県

0:20:22 5:2072 2786 入澤 司 イリサワ ツカサ 埼玉県
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