
2022/11/19                     Presents YOKOHAMA Crit 予備予選結果

bib 性 name namef area 所属チーム名 ニックネーム タイム
10 男 瀬下　舜斗 セシモ　ハヤト 新潟県 Pedal Communication Hayato 0:08.546
26 男 西川　正隼 ニシカワ　マサトシ 茨城県 Animals 0:08.775

open 男 橋本英也 ハシモトエイヤ 岐阜県 エイヤ 0:08.904
2 男 高橋　健一 タカハシ ケンイチ 滋賀県 TEAM K-CRIT CIRCLE ケニー 0:08.940
15 男 丸渕　聖悟 マルブチ　ショウゴ 東京都 FAST LANE racing 0:08.959
21 男 山岡　翔平 ヤマオカ　ショウヘイ 千葉県 RX&CO; やまおー 0:09.000
1 男 児玉 利文 コダマ　トシフミ 岐阜県 スフィダーレクリットジャパン トッシー 0:09.051
8 男 貞末　優和 サダスエ　ユウワ 東京都 マーカーズ SADA 0:09.053
3 男 山口　世奈 ヤマグチ　セナ 群馬県 TEAM K-CRIT CIRCLE セナ 0:09.110
6 男 髙野　慈恩 タカノ　シオン 愛知県 0:09.155
35 男 寺尾　駿 テラオ　シュン 長野県 CLAMP 0:09.224
4 男 後藤　怜 ゴトウ　レイ 神奈川県 隠密 メロ 0:09.304
40 男 畔津　知成 アゼツ　トモナリ 大分県 TEAM ENGIN11 JAPAN 0:09.305
12 男 落合　裕紀 オチアイ　ユウキ 東京都 TEAM K-CRIT CIRCLE 0:09.397
41 男 鹿島　楓太 カシマ　フウタ 埼玉県 りっきょー ふた 0:09.484
19 男 山際　賢三 ヤマギワ ケンゾウ 岐阜県 0:09.633
20 男 早田　悠人 ハヤタ　ハルヒト 愛知県 デイジーメッセンジャー ハルヒと 0:09.667
7 男 嶋崎　草平 シマサキ　ソウヘイ 愛知県 スフィダーレクリットジャパン そーへー 0:09.693
5 男 前田　頌太 マエダ　ショウタ 兵庫県 0:09.801
45 男 川村　勇樹 カワムラ　ユウキ 埼玉県 GORI 0:09.862
25 男 三浦　龍昇 ミウラ　リュウト 茨城県 ピストニウム らっち 0:09.873
42 男 笛田　雄貴 フエダ　ユウキ 愛知県 ゆうき 0:09.891
31 男 鈴木　太地 スズキ　タイチ 東京都 RX&CO; タイチ 0:09.983
13 男 橋元　崚馬 ハシモト　リョウマ 大阪府 0:10.003
32 男 三好　竜介 ミヨシ リュウスケ 神奈川県 RX&CO; 0:10.062
23 男 児玉　有矢 コダマ　ユウヤ 東京都 0:10.063
9 男 岩水　翔太朗 イワミズ　ショウタロウ 京都府 ワグナー固定ギア部 しょうたろう 0:10.077
34 男 布施　甫 フセ　ハジメ 愛知県 0:10.078
29 男 滝野　大地 タキノ　ダイチ 東京都 ブルーラグ 大地 0:10.208
38 男 亀岡　冬哉 カメオカ　トウヤ 愛知県 0:10.457
11 男 伏見　将太 フシミ　ショウタ 大阪府 0:10.642
33 男 長尾　栄一 ナガオ　エイイチ 愛知県 赤い◯連星 赤メガネ 0:10.660
27 男 堤　悠貴 ツツミ　ユウキ 福岡県 中矢製作所 0:10.746
24 男 高岡　亮寛 タカオカ アキヒロ 東京都 Roppongi Express 0:10.934
44 男 堀部　佑樹 ホリベ　ユウキ 大阪府 今里ウォーターメロンクラブ 人生山ありさば折り 0:10.962
30 男 宇野　翼 ウノ　ツバサ 愛知県 宇野ちゃん 0:10.969
47 男 廣瀬　辰哉 ヒロセ　タツヤ 岐阜県 0:10.970
16 男 西田　光良 ニシタ ミツナガ 岐阜県 Team K-Crit Circle 0:10.971
17 男 鈴木　慶史 スズキ　ケイシ 東京都 ぼっちーず ピスピス太-郎 0:11.069
28 男 中矢　真琴 ナカヤ　マコト 大阪府 中矢製作所 0:11.204
22 男 木下　理弘 キノシタ　マサヒロ 東京都 0:11.250
14 男 秋谷　誠 アキヤ　マコト 東京都 0:12.015
18 男 羽田野　隆彦 ハタノ タカヒコ 東京都 ルクトスキップ 脱輪
36 男 村上　公哉 ムラカミ　トモヤ 栃木県 こゆっち 脱輪
39 男 田部　功明 タベ　コウメイ 神奈川県 ＴＣＵ 脱輪
46 男 山口　拓磨 ヤマグチ　タクマ 東京都 BLUELUG taku 脱輪
37 男 神保　雄大 ジンボ　ユウタ 東京都 ルンペンワークス じんぼ DNS
43 男 保坂　義明 ホサカ　ヨシアキ 神奈川県 無所属 よしぞう DNS

bib 性 name namef area 所属チーム名 ニックネーム タイム
56 女 橋本　のこ ハシモト ノコ 愛知県 0:10.090
51 女 児玉　和代 コダマ　カズヨ 岐阜県 スフィダーレクリットジャパン カズーニョ 0:10.239
57 女 川原　瑠音 カワハラ　ルネ 東京都 0:11.685
58 女 齊藤さくら サイトウサクラ 埼玉県 さくら 0:11.859
52 女 村井　和佳子 ムライ　ワカコ 岐阜県 0:12.226
54 女 早田　奈々帆 ハヤタ　ナナホ 愛知県 TEAE K-CRIT CYCLE 0:12.486
55 女 福士　夏子 フクシ　ナツコ 大阪府 中矢製作所 なつこ 0:14.509
53 女 松岡　有紀 マツオカ　ユキ 大阪府 高田二輪商会 ユッキン DNS


