
マウンテンサイクリングin乗鞍2018　リザルト

カテゴリ 順位 ゼッケン 氏名 カナ 性別 都道府県 所属チーム ゴールタイム トップ差 Km/h
一般男子H 1 8004 高山　信行 ﾀｶﾔﾏ ﾉﾌﾞﾕｷ 男性 神奈川県 トライアスロンチームSUB3 1:18:44.298  15.62
一般男子H 2 8003 細山　正一 ﾎｿﾔﾏ ｼｮｳｲﾁ 男性 神奈川県 ウゴーレーシング 1:22:18.527 03:34 14.94
一般男子H 3 8031 前田　敏彦 ﾏｴﾀﾞ ﾄｼﾋｺ 男性 大阪府 チーム i (アイ) 1:38:46.225 20:01 12.45
一般男子H 4 8021 加藤　敏雄 ｶﾄｳ ﾄｼｵ 男性 愛知県 サイクルショップ　ポパイ 1:39:40.328 20:56 12.34
一般男子H 5 8039 上口　幸雄 ｶﾐｸﾞﾁ ﾕｷｵ 男性 千葉県 オッテモ 1:40:44.517 22:00 12.21
一般男子H 6 8037 田上　恵次郎 ﾀｶﾞﾐ ｹｲｼﾞﾛｳ 男性 愛知県 TEAM光 1:41:36.817 22:52 12.10
一般男子H 7 8025 河俣　利夫 ｶﾜﾏﾀ ﾄｼｵ 男性 神奈川県 小田原一人旅 1:42:14.582 23:30 12.03
一般男子H 8 8001 柳生　邦雄 ﾔｷﾞｭｳ ｸﾆｵ 男性 三重県 ターミネーターＲ・Ｔ 1:43:10.989 24:26 11.92
一般男子H 9 8017 田中　学 ﾀﾅｶ ﾏﾅﾌﾞ 男性 埼玉県 クラブしずおかサイクル 1:53:32.273 34:47 10.83
一般男子H 10 8038 松宮　四郎 ﾏﾂﾐﾔ ｼﾛｳ 男性 三重県 チームのぼらいでかい 1:54:43.674 35:59 10.72
一般男子H 11 8035 根本　雅司 ﾈﾓﾄ ﾏｻｼ 男性 神奈川県 ALLGRA 1:56:48.187 38:03 10.53
一般男子H 12 8009 加藤　安弘 ｶﾄｳ ﾔｽﾋﾛ 男性 愛知県 1:58:12.704 39:28 10.41
一般男子H 13 8015 明石　博孝 ｱｶｼ ﾋﾛﾀｶ 男性 千葉県 1:58:14.154 39:29 10.40
一般男子H 14 8028 スズキット 男性 長野県 鈴木自転車クラブ 1:59:29.395 40:45 10.29
一般男子H 15 8030 青木　昌隆 ｱｵｷ ﾏｻﾀｶ 男性 茨城県 日立製作所OB 2:01:48.628 43:04 10.10
一般男子H 16 8032 梶間　利彦 ｶｼﾞﾏ ﾄｼﾋｺ 男性 愛知県 Team K&S 2:06:07.289 47:22 9.75
一般男子H 17 8024 戸澤　潔 ﾄｻﾞﾜ ｷﾖｼ 男性 神奈川県 TEAM　COMRADE 2:07:27.246 48:42 9.65
一般男子H 18 8027 橋都　浩平 ﾊｼﾂﾞﾒ ｺｳﾍｲ 男性 東京都 東大病院整形外科自転車部 2:11:22.245 52:37 9.36
一般男子H 19 8020 小山　邦男 ｺﾔﾏ ｸﾆｵ 男性 長野県 2:12:29.660 53:45 9.28
一般男子H 20 8007 新井　春雄 ｱﾗｲ ﾊﾙｵ 男性 神奈川県 2:14:44.146 55:59 9.13
一般男子H 21 8033 石田　良男 ｲｼﾀﾞ ﾖｼｵ 男性 神奈川県 2:15:50.432 57:06 9.05
一般男子H 22 8029 海渡　純 ｶｲﾄ ｼﾞｭﾝ 男性 長野県 2:22:20.356 1:03:36 8.64
一般男子H 23 8022 辻本　勝 ﾂｼﾞﾓﾄ ﾏｻﾙ 男性 岡山県 チーム　Ｍ＆Ｍ 2:25:16.494 1:06:32 8.47
一般男子H 24 8036 古野　章久 ﾌﾙﾉ ｱｷﾋｻ 男性 神奈川県 2:29:09.076 1:10:24 8.25
一般男子H 25 8011 東　輝夫 ﾋｶﾞｼ ﾃﾙｵ 男性 大阪府 2:47:26.682 1:28:42 7.35
一般男子H 26 8005 一之瀬　正彦 ｲﾁﾉｾ ﾏｻﾋｺ 男性 長野県 3:08:16.012 1:49:31 6.53
一般男子H 27 8034 松家　一夫 ﾏﾂﾔ ｶｽﾞｵ 男性 愛知県 3:13:38.045 1:54:53 6.35
一般男子H 28 8018 中嶋　邦夫 ﾅｶｼﾞﾏ ｸﾆｵ 男性 東京都 KEIO 3:48:29.870 2:29:45 5.38
一般男子H 29 8013 とら爺 男性 大阪府 ゴムひもクラブ 3:51:24.287 2:32:39 5.32
一般男子H DNF 8008 深滝　輝繁 ﾌｶﾀｷ ﾃﾙｼｹﾞ 男性 新潟県
一般男子H DNF 8010 天野　千嶋 ｱﾏﾉ ﾁｼﾏ 男性 静岡県
一般男子H DNF 8014 伊藤　和恭 ｲﾄｳ ｶｽﾞｱｷ 男性 新潟県 ピカピカクラブ
一般男子H DNF 8026 有井　英二 ｱﾘｲ ｴｲｼﾞ 男性 長野県
一般男子H DNF 8042 長崎　房雄 ﾅｶﾞｻｷ ﾌｻｵ 男性 富山県 爺婆悠遊CC
一般男子H DNS 8002 橋本　鈞 ﾊｼﾓﾄ ﾋﾄｼ 男性 東京都 ウゴーレーシング
一般男子H DNS 8006 吉田　治夫 ﾖｼﾀﾞ ﾊﾙｵ 男性 神奈川県
一般男子H DNS 8012 三木　洋三 ﾐｷ ﾖｳｿﾞｳ 男性 埼玉県 レスキュー東京
一般男子H DNS 8016 福山　保孝 ﾌｸﾔﾏ ﾔｽﾀｶ 男性 京都府 綾部サイクルフレンズ
一般男子H DNS 8019 高橋　一朗 ﾀｶﾊｼ ｲﾁﾛｳ 男性 東京都 彩湖グループ
一般男子H DNS 8023 山田　登志晃 ﾔﾏﾀﾞ ﾄｼｱｷ 男性 千葉県
一般男子H DNS 8040 瀬古　昌廣 ｾｺ ﾏｻﾋﾛ 男性 愛知県 Cycle Community たて輪
一般男子H DNS 8041 佐藤　忠晴 ｻﾄｳ ﾀﾀﾞﾊﾙ 男性 愛知県 いずみSST


