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32  BBQ with A309 塩見 学 中里 成人 内野 真治

関 英次 浅井 秀樹

1 4:05:16.62

31 -1Lap松本エキノコックス311 山口 浩司 金井 直嗣 鈴木 敦夫

渡邉 旭平 玉田 伸宏

2 4:02:50.24

28 -4LapTeamスクアドラ エース312 谷岡 駿 堀 雅史 大西 基夫

山本 淳史 森 暁彦

3 4:03:23.73

28 -4Lap大垣ピストンズ308 廣瀬 公智 近藤 耕司 竹中 宏和

吉田 健一 石川 真理

4 4:08:53.24

26 -6LapチームＯ310 大石 善功 柚木 忠之 松本 典宏

鳥居 隼 伊藤 努

5 4:05:57.10

25 -7Lapらくらくらく～ん(あ）323 宮田 裕樹 小林 優斗 相場 裕之

大池 智久 中村 考英

6 4:01:18.11

24 -8LapTeamスクアドラ シングル313 林 泰弘 唐鎌 孝行 岡 幸司

佐々木 静雄 藤田 浩平

7 4:02:52.61

23 -9LapKOGMA Racing302 石丸 温 植田 浩平 小林 直樹

荒木 邦夫 宮村 浩平

8 4:05:27.00

23 -9LapteamS307 佐野 貴透 水落 新 鈴木 要

竹田 裕亮 竹内 史哉

9 4:06:07.24

23 -9LapチームＴ306 外川 高男 逢坂 智哉 中野 拓也

佐川 勇輝 高橋 透

10 4:07:11.45

22 -10LapNJKオフロード班301 遠藤 公彦 牧田 三知代 窪田 良太

品沢 寛文 土田 祐一

11 4:06:44.68

21 -11Lap白州初挑戦♪304 竹中 雅貴 榎本 雄一 関口 隼人

山口 大樹 長谷部 莉央

12 4:01:51.73

21 -11Lapベロロ子豚A314 北根 弘雄 本間 達也 渡辺 利満

岩岡 和彦 坂 祐次

13 4:10:58.83

21 -11Lapおさけフレンズ318 東澤 彰 深見 徹 松岡 裕哉

宮本 拓直 白杉 夏実

14 4:15:25.94

20 -12Lapチームもーりんりん321 小泉 隆幸 小泉 翔太 小泉 寛太

太田 竜児 太田 遼季

15 3:51:43.59

20 -12LapTWOCYCLE315 野口 琢磨 長谷川 剛士 藤井 真理

高田 勉 田中 勉

16 4:00:48.80

19 -13LapEl Viento-1317 鈴木 孝一 井垣 一人 滝本 勝

林 勇輝 白澤 光純

17 4:00:31.95

19 -13Lapらくらくらく～ん（い）322 長原 健郎 井崎 剛至 中村 健太

芦田 直裕 恩田 博

18 4:01:42.27

19 -13LapStray Goat319 尾崎 就 長谷川 賢 猪狩 良和

張替 賢 伊藤 陽

19 4:03:37.05

19 -13Lap米人～こめんちゅ～320 数野 浩司 小林 努 榎本 孝司

坂井 直之 田中 啓一

20 4:09:09.74

19 -13Lap土地家屋調査士松永宏樹303 松永 宏樹 山室 健三 大内 一之

北城 弘幸 小池 悠

21 4:10:37.32

18 -14LapWIPE OUT305 寺島 毅 井上 正治 田中 裕士

松本 剛典 石井 宏明

22 4:10:47.36

10 -22Lap遊ingKENゆるチャリ部316 内山 諭 菊池 由起夫 鷲尾 徹郎

豊田 栄子 宗像 剛

23 1:36:48.58
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