
一般団体結果 2010/09/05

RESULT Add2 Pos Bib Firstname Lastname Add1 TotalTm POINT
1 東京大学Ａ 1 般-31 西薗　良太 ニシゾノ　リョウタ 111 2:01:36.527 13

12 般-29 峠 仁人 トウゲ　ノリヒト 111 2:07:41.861
DNF 般-30 三谷 明範 ミタニ　アキノリ 111

2 オッティモA 7 般-02 河野 拓 カワノ　タク 101 2:04:16.449 15
8 般-01 塚野 満 ツカノ　ミツル 101 2:04:16.860

DNF 般-03 塙 寿明 ハナワ　トシアキ 101
3 東京大学Ｂ 3 般-34 安井 雅彦 ヤスイ　マサヒコ 112 2:03:32.914 19

16 般-32 有田　雅昭 アリタ　マサアキ 112 2:07:51.419
DNF 般-33 荒牧 純平 アラマキ　ジュンペイ 112

4 チーム ブリヂストンアンカー 6 般-38 相川 将 アイカワ　ショウ 114 2:04:16.146 25
19 般-39 三瀧　光誠 ミタキ　ミツナリ 114 2:10:01.854

5 SEKIYA 13 般-35 石川 貴英 イシカワ　タカテル 113 2:07:42.345 37
24 般-36 中村 章彦 ナカムラ　アキヒコ 113 2:15:14.107

DNF 般-37 大橋 寿朗 オオハシ　トシロウ 113
- チーム・Y 20 般-05 片倉 邦敏 カタクラ　クニトシ 102 2:12:01.360 -

DNF 般-04 村松 太陽 ムラマツ　タイヨウ 102
- みさかレーシングＡ 22 般-07 野嵜 賢二 ノザキ　ケンジ 103 2:12:55.485 -

DNF 般-08 山口 卓郎 ヤマグチ　タクロウ 103
DNF 般-06 伊井 賢一 イイ　ケンイチ 103

- みさかレーシングＢ 14 般-11 中川 宜是 ナカガワ　タカユキ 104 2:07:47.576 -
DNF 般-09 関本 晃洋 セキモト　アキヒロ 104
DNF 般-10 野村 竜平 ノムラ　リュウヘイ 104

- サイクルクラブ3UP 9 般-13 合田 正之 ゴウダ　マサユキ 105 2:04:18.450 -
DNF 般-14 三上 和志 ミカミ　カズシ 105
DNF 般-12 世田 仁 セタ　ジン 105

- 立教大学 DNF 般-16 岩井 航太 イワイ　コウタ 106 -
DNF 般-17 渡辺　洋平 ワタナベ　ヨウヘイ 106
DNS 般-15 小西 遥久 コニシ　ハルヒサ 106

- TEAM MILANO DNF 般-19 須佐 浩二 スサ　コウジ 107 -
DNF 般-18 鎌形 総光 カマガタ　フサミツ 107

- 川口市自転車競技連盟 DNF 般-20 菅原 勝良 スガワラ　カツヨシ 108 -
DNF 般-21 中 雅哉 ナカ　マサヤ 108
DNF 般-22 沖原 雄 オキハラ　タケシ 108

- TeamKEI伊藤施術院 DNF 般-23 木村 圭佑 キムラ　ケイスケ 109 -
DNF 般-24 松本 寛史 マツモト　ヒロシ 109
DNF 般-25 伊藤 健一 イトウ　ケンイチ 109

- 東京工業大学 10 般-26 田中 裕樹 タナカ　ヒロキ 110 2:04:18.694 -
DNF 般-27 杉田 精司 スギタ　セイジ 110
DNF 般-28 澤田 隼 サワダ　ジュン 110


