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BEHIND

最終結果

        MTB 　RESULTS

　種目 ： MTB3時間エンデューロ　男子チームの部

1 1029 20 03:04:18 60.000ＳＥＫＩみちのく特攻野郎Ａ km周 ----
関　誠利 ｾｷ ﾏｻﾄｼ 石川　敬芳 ｲｼｶﾜ ﾋﾛﾖｼ

大場　将 ｵｵﾊﾞ ﾏｻﾙ

2 1032 18 03:08:11 54.000ニリンコウボウ km周 -2laps
堀田　敬吾 ﾎｯﾀ ｹｲｺﾞ 藤木　智和 ﾌｼﾞｷ ﾄﾓｶｽﾞ

谷　正之 ﾀﾆ ﾏｻﾕｷ 阿部　友則 ｱﾍﾞ ﾄﾓﾉﾘ

3 1035 17 03:09:17 51.000Ｔｅａｍ　ＳＦＢ４８ km周 -3laps
藤垣　宣一 ﾌｼﾞｶﾞｷ ｾﾝｲﾁ 水野　宗彦 ﾐｽﾞﾉ ﾑﾈﾋｺ

佐藤　浩倫 ｻﾄｳ ﾋﾛﾐﾁ 佐々木　裕之 ｻｻｷ ﾋﾛﾕｷ

4 1020 16 03:07:00 48.000アドレナリン km周 -4laps
安藤　功治 ｱﾝﾄﾞｳ ｺｳｼﾞ 大西　尚樹 ｵｵﾆｼ ﾅｵｷ

5 1031 16 03:10:45 48.000オオクワガタ km周 -4laps
山王　智広 ｻﾝﾉｳ ﾄﾓﾋﾛ 佐藤　雄太郎 ｻﾄｳ ﾕｳﾀﾛｳ

五十嵐　幸太 ｲｶﾞﾗｼ ｺｳﾀ 菅家　幸次 ｶﾝｹ ｺｳｼﾞ

6 1023 15 03:02:59 45.000にわかサイクリスト km周 -5laps
浦川　洋 ｳﾗｶﾜ ﾋﾛｼ 照沼　暁光 ﾃﾙﾇﾏ ｱｷﾐﾂ

7 1022 15 03:07:39 45.000チーム大王 km周 -5laps
鈴木　史昭 ｽｽﾞｷ ﾌﾐｱｷ 横井　茂 ﾖｺｲ ｼｹﾞﾙ

8 1024 15 03:09:15 45.000山形スリーエム km周 -5laps
橋本　康彦 ﾊｼﾓﾄ ﾔｽﾋｺ 尾崎　勝彦 ｵｻﾞｷ ｶﾂﾋｺ

菊地　康弘 ｷｸﾁ ﾔｽﾋﾛ

9 1027 15 03:10:31 45.000ｎｅｘｕｓ　９ km周 -5laps
佐藤　俊 ｻﾄｳ ｼｭﾝ 鈴木　雅博 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾋﾛ

久保　幸裕 ｸﾎﾞ ﾕｷﾋﾛ

10 1033 15 03:13:06 45.000ホントはママチャリ部 km周 -5laps
森島　晋 ﾓﾘｼﾏ ｽｽﾑ 大野　義徳 ｵｵﾉ ﾖｼﾉﾘ

千葉　大至 ﾁﾊﾞ ﾀﾞｲｼ 鈴木　俊幸 ｽｽﾞｷ ﾄｼﾕｷ

11 1030 14 03:10:32 42.000ＴＷＩＮ　ＰＥＡＫＳ km周 -6laps
岩本　隆 ｲﾜﾓﾄ ﾀｶｼ 出雲　サトシ ｲｽﾞﾓ ｻﾄｼ

井出　直樹 ｲﾃﾞ ﾅｵｷ 嶺岸　哲也 ﾐﾈｷﾞｼ ﾃﾂﾔ

12 1028 13 03:11:13 39.000ｎｅｘｕｓ km周 -7laps
佐藤　光敏 ｻﾄｳ ﾐﾂﾄｼ 渡部　智裕 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓﾋﾛ

中村　昭 ﾅｶﾑﾗ ｱｷﾗ

13 1019 12 03:01:29 36.000ＴＥＡＭキャンディー km周 -8laps
濱田　昭市 ﾊﾏﾀﾞ ｼｮｳｲﾁ 高橋　浩市 ﾀｶﾊｼ ｺｳｲﾁ

14 1025 12 03:01:41 36.000ＴＥＡＭ土竜 km周 -8laps
鷲見　浩勝 ｽﾐ ﾋﾛｶﾂ 飯畑　広志 ｲｲﾊﾀ ﾋﾛｼ

板橋　聡 ｲﾀﾊﾞｼ ｻﾄｼ

15 1026 11 03:11:53 33.000岳山会ＭＴＢ部 km周 -9laps
五十嵐　久 ｲｶﾞﾗｼ ﾋｻｼ 齋藤　晴彦 ｻｲﾄｳ ﾊﾙﾋｺ
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16 1034 10 03:04:31 30.000仙台てっぱ会 km周 -10laps
増子　秀一 ﾏｽｺ ｼｭｳｲﾁ 徳永　珍宝 ﾄｸﾅｶﾞ

雨宮　ゴンザレス ｱﾒﾐﾔ ｺﾞﾝｻﾞﾚｽ 鹿野　えれぞう ｼｶﾉ ｴﾚｿﾞｳ
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