
リザルト：チャンピオン男子
2017/09/23    12:40:00 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

0:25:17 0:001 66 羽生　哲裕 ハニュウ　テツヒロ 群馬ＶＷ＠ＴＫ 群馬県

0:25:17 0:002 271 酒井 宏幸 サカイ ヒロユキ ＨＡＲＰ．ＲＣ 群馬県

0:25:18 0:013 190 木村 亮輔 キムラ リョウスケ 群馬県

0:25:18 0:014 3 栗原 武蔵 クリハラ ムサシ 前橋工業高校 群馬県

0:25:20 0:035 2888 山崎 諭 ヤマザキ サトシ 松邨柔道クラブ 愛知県

0:25:21 0:046 166 佐藤 正一 サトウ ショウイチ なるしま 埼玉県

0:25:21 0:047 288 清水 雅人 シミズ マサト 彩北ツブラーゼ 埼玉県

0:25:21 0:048 28 松木 匡宏 マツキ タダヒロ 東京都

0:25:22 0:059 196 玉仙 健一 ギョクセン ケンイチ チームオルトレ 神奈川県

0:25:22 0:0510 36 水落 美知雄 ミズオチ ミチオ ＣＯＷ 群馬県

0:25:22 0:0511 905 新井 正 アライ タダシ 東京都

0:25:22 0:0512 134 中里見 健司 ナカサトミ ケンジ 高崎工業高校 群馬県

0:25:22 0:0513 1290 戸田 充晃 トダ ミツアキ ＡＲＣＣ 埼玉県

0:25:22 0:0514 24 吉田 健太郎 ヨシダ ケンタロウ 群馬県

0:25:22 0:0515 728 林 頼母 ハヤシ タノモ 群馬県

0:25:23 0:0616 260 高岸 昌平 タカギシ ショウヘイ 高崎経済大学 群馬県

0:25:23 0:0617 136 重田 一義 シゲタ カズヨシ 埼玉県

0:25:24 0:0718 89 石塚 優太 イシヅカ ユウタ 彩北ツブラーゼ 埼玉県

0:25:24 0:0719 253 大羽 将司 オオバ マサシ 高崎経済大学 群馬県

0:25:25 0:0820 506 大川 篤彦 オオカワ アツヒコ ドリアカ魂 茨城県

0:25:26 0:0921 171 福島 秀彰 フクシマ ヒデアキ 群馬県

0:25:27 0:1022 596 山本 耕平 ヤマモト コウヘイ エーアールシー 千葉県

0:25:28 0:1123 176 小林 悠太 コバヤシ ユウタ ＡＲＣＣ 東京都

0:25:29 0:1224 386 菅原 貴英 スガワラ タカトシ ユニテックＲＣ 群馬県

0:25:35 0:1825 2872 廣瀬 篤 ヒロセ アツシ 川口車連 埼玉県

0:26:47 1:3026 590 鈴木 耕太朗 スズキ コウタロウ ＳＣＴ 群馬県

0:26:48 1:3127 421 平中 大介 ヒラナカ ダイスケ 神奈川県

0:27:26 2:0928 122 高橋 誠 タカハシ マコト アタック 群馬県

0:27:58 2:4129 86 清水 一人 シミズ カズヒト アタック 群馬県

0:27:58 2:4130 613 酒田 直幸 サカタ ナオユキ エコダライダー 東京都

0:27:59 2:4231 1258 海谷 博樹 カイヤ ヒロキ 東京都

0:28:01 2:4432 115 塚越 雅之 ツカゴシ マサユキ アタック 群馬県

0:28:26 3:0933 90 須藤 裕二郎 ストウ ユウジロウ 伊勢崎工業高校 群馬県

0:28:35 3:1834 145 阿部 康浩 アベ ヤスヒロ グランデパール 群馬県

0:29:03 3:4635 1393 山崎 雅俊 ヤマザキ マサトシ 群馬県

0:29:05 3:4836 2289 阿部 貴史 アベ タカシ チームＢＳＮ 群馬県

0:29:09 3:5237 127 堀越 正敏 ホリコシ マサトシ 上毛レーシング 群馬県

0:11:34 -3Lap38 1092 川崎 秀 カワサキ シゲル ジーシーシー 群馬県

0:11:34 -3Lap39 1264 鈴木 一則 スズキ カズノリ サンキン 群馬県

0:11:43 -3Lap40 670 石井 裕明 イシイ ヤスアキ ＧＷＣＣ 群馬県

 -5Lap41 60 鈴木 克 スズキ マサル みさかサイクル 埼玉県
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