
- 第2回 キリンクリテリウム -

スポーツクラス

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

 2018/6/2

スタート： 17:26:10

会場: キリンビール 福岡工場

主催: あさくらサイクリングプロジェクト

19分23秒1 浜砂　友輝2 ハマスナ ユウキ Sciroco Racing

19分24秒2 津田 龍成1 ツダ タツナリ

19分46秒3 羽田野 博之11 ハタノ　ヒロユキ

19分47秒4 大楠 晶博37 オオグス アキヒロ

19分47秒5 西田 光宏27 ニシダ ミツヒロ beachLINE

19分48秒6 山内 昭宏47 ヤマウチ アキヒロ

19分48秒7 藤﨑 一峰43 フジサキ カズタカ

19分48秒8 塚原 旺雅14 ツカハラ オウガ 久留米高専サイクリング同・

19分48秒9 永田 順一7 ナガタ ジュンイチ Vent bleu

19分48秒10 内 純也21 ウチ ジュンヤ

19分49秒11 上原　秀樹10 ウエハラ　ヒデキ

19分49秒12 溝上 崚平35 ミゾカミ リョウヘイ

19分49秒13 鬼塚 政佳4 オニツカ マサヨシ

19分50秒14 福田 俊一15 フクダ シュンイチ チーム認識合わせ

19分52秒15 雄澤 亮太20 オザワ リョウタ

19分53秒16 杉原 祐介32 スギハラ ユウスケ hirabikes

19分54秒17 飯田 直毅51 イイダ ナオキ 水産大学校

19分55秒18 平川 貴章28 ヒラカワ タカアキ

19分57秒19 今村 吉宏41 イマムラ ヨシヒロ

19分58秒20 中野 憲二8 ナカノ  ケンジ 認識合わせ

20分04秒21 石坂　亨12 イシザカ　アキラ

20分08秒22 柴本 亘25 シバモト ワタル シバモサイクル

20分08秒23 中西 圭31 ナカニシ ケイ

20分13秒24 山下 勇人17 ヤマシタ ハヤト 久留米高専サイクリング同・

20分15秒25 柴本 匠26 シバモト　タクミ シバモサイクル

20分16秒26 神野 拓朗49 ジンノ タクロウ 久留米大学

20分17秒27 光堀 勝9 ミツボリ　マサル

20分17秒28 溝口 直行23 ミゾグチ タダユキ 溝口一家

20分18秒29 古川 弘典13 フルカワ　ヒロノリ チーム侍

20分26秒30 山縣 諒大50 ヤマガタ リョウダイ 水産大学校ｻｲｸﾘﾝｸﾞ部

20分34秒31 吉岡 灯志53 ヨシオカ トモシ mogmog devil

20分34秒32 森 征一3 モリ セイイチ

20分36秒33 伊東 勇人38 イトウ ユウト

20分44秒34 古賀 大章5 コガ ヒロアキ ヒラバイクス

20分50秒35 今村 拓哉36 イマム ラタクヤ

20分54秒36 末永 開19 スエナガ カイ SUENAGA’s

20分57秒37 小川 敬史42 オガワ ケイシ 久留米大学

20分57秒38 松尾 竜征39 マツオ リュウセイ ちーむ漕ぎ隊

20分58秒39 棚町 浩平34 タナマチ コウヘイ

21分03秒40 岸川 和樹48 キシカワ カズキ

21分04秒41 村上 恭一54 ムラカミ キョウイチ

21分05秒42 瀬戸 翔太22 セト ショウタ

21分06秒43 川上 祝45 カワカミ ハジメ hirabikes

21分06秒44 善家 凌24 ゼンケ リョウ

21分09秒45 古川 雅啓52 フルカワマサヒロ

21分28秒46 山本 要44 ヤマモト カナメ hirabikes

21分28秒47 松尾 達郎29 マツオ タツロウ hirabikes

21分29秒48 河島 貴人30 河島 貴人 Team SCIROCO

21分43秒49 末永 涼18 スエナガ リョウ SUENAGA’s

21分58秒50 程上 世維矢40 ホドカミ セイヤ ちーむ漕ぎ隊
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22分16秒51 前田 潔志16 マエダ キヨシ
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