
初心者コース男子中学生以上

順位 No. 氏 名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属ｸﾗﾌﾞ 記 録

1 14078 久保 勇斗 ｸﾎﾞ ﾊﾔﾄ 榛名高校入学予定 0:18:46
2 14079 後閑 悠飛 ｺﾞｶﾝ ﾕｳﾄ 榛名高校入学予定 0:19:00
3 14042 阿部 恭之 ｱﾍﾞ ﾔｽﾕｷ 0:20:07
4 14102 森 一麒 ﾓﾘ ｲﾂｷ ピース 0:20:12
5 14028 増田 智幸 ﾏｽﾀﾞ ﾄﾓﾕｷ 0:20:38
6 14099 野村 奏樹 ﾉﾑﾗ ｿｳｷ 0:20:40
7 14163 齋藤 洋一郎 ｻｲﾄｳ ﾖｳｲﾁﾛｳ 0:20:57
8 14065 久保田 匠 ｸﾎﾞﾀ ｼｮｳ Ｖｅｔｒｉｏ 0:21:39
9 14057 大河原 琢磨 ｵｵｶﾜﾗ ﾀｸﾏ 高崎市立高南中学校 0:21:53

10 14053 丸田 晃 ﾏﾙﾀ ｱｷﾗ 0:22:22
11 14067 助川 東悟 ｽｹｶﾞﾜ ﾄｳｺﾞ Ｖｅｔｒｉｏ 0:22:43
12 14103 島崎 卓也 ｼﾏｻﾞｷ ﾀｸﾔ 0:22:48
13 14138 曽根 稜平 ｿﾈ ﾘｮｳﾍｲ ＫＲＲーＲＡＣＩＮＧ 0:22:49
14 14049 山崎 賢治 ﾔﾏｻﾞｷ ｹﾝｼﾞ 0:22:51
15 14039 中嶋 幸治 ﾅｶｼﾞﾏ ｺｳｼﾞ ペペローニシンセキ 0:23:05
16 14105 今泉 卓也 ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾀｸﾔ 0:23:17
17 14100 鈴木 正行 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾕｷ 吉井１―２ 0:23:18
18 14149 柳 達也 ﾔﾅｷﾞ ﾀﾂﾔ 0:23:28
19 14084 河野 優人 ｺｳﾉ ﾕｳﾄ 0:23:57
20 14015 佐藤 大輝 ｻﾄｳ ﾀﾞｲｷ ひまわり安中 0:24:11
21 14148 柳 和行 ﾔﾅｷﾞ ｶｽﾞﾕｷ 0:24:26
22 14111 福泉 将彦 ﾌｸｲｽﾞﾐ ﾏｻﾋｺ 0:24:34
23 14136 濱田 耕輔 ﾊﾏﾀﾞ ｺｳｽｹ 0:25:02
24 14143 石井 洋平 ｲｼｲ ﾖｳﾍｲ 0:25:06
25 14104 杉山 亮平 ｽｷﾞﾔﾏ ﾘｮｳﾍｲ 0:25:50
26 14129 相村 誠 ｱｲﾑﾗ ﾏｺﾄ 0:25:55
27 14112 紋谷 祐爾 ﾓﾝﾔ ﾕｳｼﾞ 常磐高校 0:26:04
28 14066 桑山 悠一 ｸﾜﾔﾏ ﾕｳｲﾁ Ｖｅｔｒｉｏ 0:26:07
29 14091 宮原 淳也 ﾐﾔﾊﾗ ｼﾞｭﾝﾔ 0:26:33
30 14074 松坂 拓実 ﾏﾂｻﾞｶ ﾀｸﾐ 0:26:41
31 14075 坂口 則幸 ｻｶｸﾞﾁ ﾉﾘﾕｷ 0:26:56
32 14121 星野 颯汰 ﾎｼﾉ ｿｳﾀ 0:27:12
33 14077 戸塚 大介 ﾄﾂｶ ﾀﾞｲｽｹ 安中ＴＴＴ 0:27:27
34 14161 横山 優 ﾖｺﾔﾏ ﾕｳ 0:28:01
35 14160 宮下 宗典 ﾐﾔｼﾀ ﾑﾈﾉﾘ 0:28:27
36 14038 上原 実 ｳｴﾊﾗ ﾐﾉﾙ 0:28:30
37 14081 蜂須 利之 ﾊﾁｽ ﾄｼﾕｷ 0:29:00
38 14147 前田 優太 ﾏｴﾀﾞ ﾕｳﾀ 0:29:29
39 14068 波多野 重雄 ﾊﾀﾉ ｼｹﾞｵ 高崎市陸協 0:30:31
40 14101 内田 幸雄 ｳﾁﾀﾞ ﾕｷｵ 0:31:01
41 14152 松沢 良典 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾖｼﾉﾘ 0:31:11
42 14045 桑子 新地加 ｸﾜｺ ﾆﾁｶ 上手レーシング 0:31:19
43 14023 小林 海斗 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｲﾄ 0:31:45
44 14093 田中 宏樹 ﾀﾅｶ ﾋﾛｷ 進まないじゃナァい 0:32:31
45 14092 庄子 和希 ｼｮｳｼﾞ ｶｽﾞｷ 進まないじゃナァい 0:32:33
45 14106 原田 妙一郎 ﾊﾗﾀﾞ ﾐｮｳｲﾁﾛｳ 0:32:33
47 14150 石黒 雄大 ｲｼｸﾞﾛ ﾕｳﾀ 0:32:47
48 14003 浅野 篤 ｱｻﾉ ｱﾂｼ 0:33:06
49 14126 武井 佑太 ﾀｹｲ ﾕｳﾀ 0:33:11
50 14026 川崎 友輔 ｶﾜｻｷ ﾕｳｽｹ 0:33:19
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51 14080 平田 哲 ﾋﾗﾀ ﾃﾂ 0:33:53
52 14069 塚本 篤史 ﾂｶﾓﾄ ｱﾂｼ 小仲台南＆ＮＡＰＡ 0:34:04
52 14044 桑子 哲雄 ｸﾜｺ ﾃﾂｵ 上手レーシング 0:34:04
54 14137 曽根 和大 ｿﾈ ｶｽﾞﾋﾛ ＫＲＲーＲＡＣＩＮＧ 0:34:07
55 14021 小林 正明 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻｱｷ 0:34:09
56 14113 小松 一郎 ｺﾏﾂ ｲﾁﾛｳ 0:34:24
57 14035 内田 守 ｳﾁﾀﾞ ﾏﾓﾙ 0:34:38
58 14116 須永 修次 ｽﾅｶﾞ ｼｭｳｼﾞ 0:35:34
59 14001 泉田 太郎 ｲｽﾞﾐﾀﾞ ﾀﾛｳ 0:37:43
60 14051 山口 大輔 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾞｲｽｹ 0:37:50
61 14164 阿部 信人 ｱﾍﾞ ﾉﾌﾞﾋﾄ 0:38:22
62 14010 金井 大介 ｶﾅｲ ﾀﾞｲｽｹ 高流会 0:42:05
63 14004 高橋 洋之 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾕｷ 高流会 0:42:50
64 14009 小林 広史 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｼ 高流会 0:43:01
65 14012 堀越 勲 ﾎﾘｺｼ ｲｻｵ 0:44:41
66 14097 土井 雄一 ﾄﾞｲ ﾕｳｲﾁ 0:45:35
67 14006 長谷川 陽介 ﾊｾｶﾞﾜ ﾖｳｽｹ 高流会 0:48:06
67 14007 関根 友規 ｾｷﾈ ﾄﾓﾉﾘ 高流会 0:48:06
69 14013 星野 政治 ﾎｼﾉ ﾏｻｼﾞ 0:49:25
70 14082 岡田 英樹 ｵｶﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ 高崎東小自転車競技部 0:49:55
71 14036 奥平 宏之 ｵｸﾀﾞｲﾗ ﾋﾛﾕｷ 0:49:56
72 14109 北島 和幸 ｷﾀｼﾞﾏ ｶｽﾞﾕｷ 0:51:15
73 14167 高田 幸紀 ﾀｶﾀﾞ ﾕｷﾉﾘ 0:52:27
74 14123 武藤 洋介 ﾑﾄｳ ﾖｳｽｹ むとう 0:53:41
75 14030 門脇 将太 ｶﾄﾞﾜｷ ｼｮｳﾀ ＲＯＵＴＥ６１０ 0:54:33
76 14014 市川 昌巳 ｲﾁｶﾜ ﾏｻﾐ チームOne's place 0:57:03
77 14029 門脇 弘 ｶﾄﾞﾜｷ ﾋﾛｼ ＲＯＵＴＥ６１０ 0:57:16
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