
リザルト：チャレンジ男子
2018/09/29    12 :15 :00 スタート

選手名 Time +TOP順位 No.

まえばしクリテリウム2018

ﾌﾘｶﾞﾅ 所属 都道府県

10:21 0:001 1114 大友 守 オオトモ マモル ＡＲＣＣレーシングチーム 埼玉県

10:26 0:052 910 首藤 健 シュドウ タケシ カウグンマ 群馬県

10:26 0:053 351 高柳 義則 タカヤナギ ヨシノリ ＣＯＷ群馬 群馬県

10:27 0:064 693 飯田 高裕 イイダ タカヒロ 千葉県

10:27 0:065 624 鈴木 克 スズキ マサル 羽生ＨＣ 埼玉県

10:28 0:076 98 久保田 正 クボタ マサシ 伊勢崎工業高校 群馬県

10:28 0:077 139 小寺 玲 コデラ レイ チームリラ 群馬県

10:28 0:078 95 松島 諒介 マツシマ リョウスケ 群馬県

10:29 0:089 222 長島 諒 ナガシマ リョウ 埼玉県

10:29 0:0810 1869 山崎 雅俊 ヤマザキ マサトシ ＢＳＮ 群馬県

10:36 0:1511 678 宮沢 英幸 ミヤザワ ヒデユキ 群馬県

10:46 0:2512 1343 矢島 規雄 ヤジマ ノリオ 温存 群馬県

10:47 0:2613 73 佐藤 賢寿 サトウ ケンジュ チーム善應院 東京都

10:47 0:2614 272 須藤 翔 スドウ ショウ 浦の星自転車部 群馬県

10:47 0:2615 1049 土屋 竜也 ツチヤ タツヤ ＧＲＢＯ 群馬県

10:54 0:3316 1006 古谷 博行 フルヤ ヒロユキ 東京都

10:54 0:3317 1670 小林 拓貴 コバヤシ ヒロキ とね輪 群馬県

10:55 0:3418 1122 坂本 憲亮 サカモト ケンスケ 東京都

10:59 0:3819 1102 坂井 勝利 サカイ マサトシ 群馬自転車部ＧＲＢＯ 群馬県

10:59 0:3820 478 佐藤 颯太 サトウ ソウタ 東京都

10:59 0:3821 636 山田 展人 ヤマダ ノブヒト ＯｎｅＷａｙ 群馬県

11:00 0:3922 1158 濱田 修幸 ハマダ ノブユキ 埼玉県

11:01 0:4023 1346 薊 猛彦 アザミ タケヒコ 温存 群馬県

11:01 0:4024 1150 高橋 徹 タカハシ トオル 群馬県

11:01 0:4025 2080 村田 貴則 ムラタ タカノリ サークルサイクル 千葉県

11:01 0:4026 1586 竹内 健司 タケウチ ケンジ グラン・デパール 群馬県

11:02 0:4127 2582 橋本 理 ハシモト サトシ 東京農業大学 神奈川県

11:04 0:4328 664 海老沼 雄二 エビヌマ ユウジ 上毛レーシング 群馬県

11:05 0:4429 904 中村 大介 ナカムラ ダイスケ ＧＲＯＯＶＹ 群馬県

11:10 0:4930 1355 高野 光彰 タカノ ミツアキ ＩＫＤ 群馬県

11:10 0:4931 1250 深町 邦男 フカマチ クニオ ＧＰＣＣ 群馬県

11:10 0:4932 1107 狩野 茂行 カノ シゲユキ 群馬県

11:10 0:4933 789 本多 陵一 ホンダ リョウイチ 神奈川県

11:12 0:5134 2304 大野 守人 オオノ モリト 埼玉県

11:14 0:5335 3352 鈴木 一則 スズキ カズノリ サンキン株式会社 群馬県

11:36 1:1536 2019 岩田 高志 イワタ タカシ アタック 群馬県

11:45 1:2437 2622 栗田 裕久 クリタ ヒロヒサ 埼玉県

11:49 1:2838 1650 荒井 信一 アライ シンイチ 群馬県

11:50 1:2939 1671 内山 大樹 ウチヤマ ダイキ とね輪 群馬県

11:50 1:2940 2594 伊藤 禎朗 イトウ サダオ 千葉県

11:50 1:2941 2274 中野 孝俊 ナカノ タカトシ なるしまフレンド 東京都

11:55 1:3442 3531 大山 学 オオヤマ マナブ ＮＴＴドコモ自転車部 埼玉県

11:55 1:3443 2609 福地 翔介 フクチ ヨウスケ 群馬自転車部 群馬県

11:56 1:3544 3604 原 淳一 ハラ ジュンイチ 群馬県
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11:58 1:3745 1935 大沢 貴志 オオサワ タカシ 群馬県

12:00 1:3946 2510 竹内 庄司 タケウチ ショウジ ｉｋｄ 群馬県

12:09 1:4847 1742 黒澤 隼 クロサワ ジュン 帝国歌劇団群馬支部 群馬県

12:10 1:4948 3589 斉藤 秀樹 サイトウ ヒデキ 東京都

12:11 1:5049 1899 荒木 貴俊 アラキ タカトシ 群馬県

12:22 2:0150 2556 佐藤 哲康 サトウ テツヤス 川村学園女子大学 東京都

12:49 2:2851 3489 水谷 優太 ミズタニ ユウタ サンキン 東京都

12:49 2:2852 3449 小野沢 達 オノザワ トオル 水瀬グループ 群馬県

12:58 2:3753 2562 飯島 直之 イイジマ ナオユキ 群馬県

13:03 2:4254 3401 小林 克久 コバヤシ カツヒサ 群馬県

13:20 2:5955 419 小野 忠 オノ タダシ パインヒルズ９０ 埼玉県

13:46 3:2556 2746 黒澤 惠一 クロサワ ケイイチ 群馬県

06:12 -1Lap57 1047 土屋 大地 ツチヤ ダイチ 群馬自転車部 群馬県
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