
リザルト：チャンピオン男子
2018/09/29    12 :35 :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

20:19 0:001 1331 山本 耕平 ヤマモト コウヘイ えーあーるしーしー 千葉県

20:19 0:002 260 水落 美知雄 ミズオチ ミチオ ＣＯＷ群馬 神奈川県

20:19 0:003 521 市川 優 イチカワ ユウ プロジェクトアイ 栃木県

20:20 0:014 1059 原 幹人 ハラ ミキト クラウンロード 神奈川県

20:20 0:015 19 狩野 敦 カノウ アツシ 上毛レーシング 群馬県

20:20 0:016 207 高橋 英文 タカハシ ヒデフミ 群馬自転車部アレグロ 群馬県

20:20 0:017 85 羽生 哲裕 ハニュウ テツヒロ 群馬ＶＷ＠ＴＫ 群馬県

20:21 0:028 201 大澤 康生 オオサワ ヤスオ 群馬自転車部アレグロ 群馬県

20:22 0:039 51 栗原 武蔵 クリハラ ムサシ 前橋工業高校 群馬県

20:22 0:0310 341 石川 久洋 イシカワ ヒサヒロ ＣＯＷＧＵＭＭＡ 群馬県

20:23 0:0411 317 山本 真也 ヤマモト シンヤ ＴＲＣパナマレッズ 群馬県

20:24 0:0512 90 栗原 諒 クリハラ リョウ 群馬県

20:30 0:1113 372 高岸 昌平 タカギシ ショウヘイ 高崎経済大学 群馬県

20:31 0:1214 557 邑中 力 ムラナカ ツトム ＣＯＷ群馬 群馬県

20:32 0:1315 110 上原 雅主 ウエハラ マサカズ 山梨学院大学 群馬県

20:33 0:1416 307 平形 洋生 ヒラカタ ヒロキ ＡＲＣＣ 千葉県

20:41 0:2217 648 中山 良一 ナカヤマ リョウイチ ＣＯＷＧＵＭＭＡ 群馬県

20:43 0:2418 202 戸田 充晃 トダ ミツアキ 埼玉県

20:54 0:3519 309 角田 拓渉 ツノダ タクト 群馬自転車部アレグロ 群馬県

21:18 0:5920 313 芋川 郁斗 イモガワ イクト 高崎経済大学サイクイング部 群馬県

21:20 1:0121 507 遠藤 元基 エンドウ モトキ ＣＯＷ群馬 新潟県

21:22 1:0322 699 櫻井 秀治 サクライ ヒデハル 東京カフェポタ倶楽部 東京都

21:22 1:0323 275 榎本 達也 エノモト タツヤ 群馬自転車部ＡＬＬＥＧＲＯ 埼玉県

21:23 1:0424 913 春日 達也 カスガ タツヤ 埼玉県

21:26 1:0725 3476 内田 明治 ウチダ ヨシハル 埼玉県

21:55 1:3626 3752 石井 壮 イシイ ソウ ＴＥＡＭ　ＶＡＬＫＹＲＩＥ 埼玉県

21:55 1:3627 3429 中條 陽貴 ナカジョウ ハルキ 群馬県立高崎工業高校 群馬県

21:57 1:3828 649 菅原 貴英 スガワラ タカトシ ユニテック 群馬県

22:03 1:4429 371 酒井 宏幸 サカイ ヒロユキ ＨＡＲＰ．ＲＣ 群馬県

22:31 2:1230 224 笠原 一真 カサハラ カズマ ペペローニしんせき 埼玉県

22:31 2:1231 1717 町田 凛 マチダ リン 群馬県

22:31 2:1232 487 中島 文太 ナカジマ ブンタ 渋川工業高校 群馬県

22:32 2:1333 1725 大橋 虹 オオハシ コウ ＢＳＮ 群馬県

22:33 2:1434 330 小林 悠太 コバヤシ ユウタ ＡＲＣＣレーシングチーム 東京都

23:10 2:5135 427 高橋 啓一 タカハシ ケイイチ ＣＯＷ群馬 群馬県

23:34 3:1536 2458 阿部 貴史 アベ タカシ チームＢＳＮ 群馬県

23:35 3:1637 136 堀越 正敏 ホリコシ マサトシ 上毛レーシング 群馬県

23:46 3:2738 350 加藤 光雄 カトウ ミツオ ラ　スペランツァ 埼玉県

24:23 4:0439 72 橋本 祐樹 ハシモト ユウキ 群馬県

25:44 5:2540 1823 石井 裕明 イシイ ヤスアキ 静岡 群馬県

26:30 6:1141 3659 志村 行雄 シムラ ユキオ 群馬県

26:32 6:1342 3450 牛木 宏朗 ウシキ ヒロアキ オレタチ 群馬県

15:33 -1Lap43 49 柳澤 涼介 ヤナギサワ リョウスケ 群馬自転車部 群馬県

10:27 -2Lap44 1936 稲村 好将 イナムラ ヨシノブ 群馬県
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