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19 Oct 2019COMMUNIQUE No. A-1-1

 Pl.     Num                     　Rider / 選手名 Time Behind Speed所属　　　　　　チーム名 

白鳥 興寛/ｼﾗﾄﾘ ﾄﾓﾋﾛ5551 東京都 35'55'' 0'00" 34.4km/hARCCレーシングチーム

島田 佳祐/ｼﾏﾀﾞ ｹｲｽｹ5032 神奈川 35'56'' +0'01" 34.3km/hHOKULEI

吉田 有輝/ﾖｼﾀﾞ ﾕｳｷ5833 栃木県 35'57'' +0'02" 34.3km/hB.C.宇都宮

武井 一弘/ﾀｹｲ ｶｽﾞﾋﾛ5434 神奈川 36'57'' +1'02" 33.4km/hOltre

⼩林 裕/ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾀｶ5405 埼玉県 36'59'' +1'04" 33.4km/hボルゾイサイクリングチーム

髙橋 諒/ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳ5526 ⻘森県 37'10'' +1'15" 33.2km/hNAZEROSO

辻 博人/ﾂｼﾞ ﾋﾛﾄ5597 神奈川 37'10'' +1'15" 33.2km/h多摩ポタ

仲平 楓太/ﾅｶﾀﾞｲﾗ ﾌｳﾀ5618 埼玉県 37'25'' +1'30" 33.0km/hMURIDA

清水 真利/ｼﾐｽﾞ ﾏﾅﾄ5149 神奈川 37'25'' +1'30" 33.0km/hなし

宮本 ⼆郎/ﾐﾔﾓﾄ ｼﾞﾛｳ54110 栃木県 37'26'' +1'31" 33.0km/h

宮崎 直樹/ﾐﾔｻﾞｷ ﾅｵｷ58111 栃木県 37'27'' +1'32" 33.0km/h

池澤 聡志/ｲｹｻﾞﾜ ｻﾄｼ52612 静岡県 37'30'' +1'35" 32.9km/hTeam SKYBERRY

高橋 武志/ﾀｶﾊｼ ﾀｹｼ56513 茨城県 37'41'' +1'46" 32.7km/hOK-3

佐藤 正輝/ｻﾄｳ ﾏｻｷ58414 栃木県 37'44'' +1'49" 32.7km/hB.C.宇都宮

松田 健吾/ﾏﾂﾀﾞ ｹﾝｺﾞ56215 岩手県 37'45'' +1'50" 32.7km/h岩手大学

山岡 俊和/ﾔﾏｵｶ ﾄｼｶｽﾞ53016 茨城県 38'23'' +2'28" 32.2km/h

山中 光/ﾔﾏﾅｶ ｱｷﾗ54417 東京都 38'23'' +2'28" 32.2km/hFORCE

塩川 亮輔/塩川 亮輔58018 埼玉県 38'36'' +2'41" 32.0km/h

柿原 裕介/ｶｷﾊﾗ ﾕｳｽｹ57919 東京都 39'25'' +3'30" 31.3km/hSUBARU･C･C

櫻井 和真/ｻｸﾗｲ ｶｽﾞﾏ50720 東京都 39'31'' +3'36" 31.2km/h⻘⼭学院⼤学 ブルベ⾃転⾞競技愛

⽔落 拓也/みずおち ﾀｸﾔ58821 栃木県 39'36'' +3'41" 31.2km/h

前川 善昭/ﾏｴｶﾜ ﾖｼｱｷ50922 栃木県 39'38'' +3'43" 31.1km/hRINZARU

前島 聡/ﾏｴｼﾞﾏ ｻﾄｼ51223 神奈川 40'15'' +4'20" 30.7km/hTeam S.S.R

三股 弘明/ﾐﾏﾀ ﾋﾛｱｷ51924 京都府 40'20'' +4'25" 30.6km/h

賀須井 裕基/ｶｽｲ ﾋﾛｷ53125 埼玉県 40'28'' +4'33" 30.5km/hWRC

清原 拓磨/ｷﾖﾊﾗ ﾀｸﾏ55026 岩手県 40'39'' +4'44" 30.4km/h岩手大学

中村 聡史/ﾅｶﾑﾗ ｻﾄｼ58227 東京都 40'44'' +4'49" 30.3km/hMIVRO

平形 洋生/ﾋﾗｶﾀ ﾋﾛｷ52528 千葉県 41'11'' +5'16" 30.0km/hARCCレーシングチーム

雨宮 耕基/ｱﾒﾐﾔ ｺｳｷ59229 41'23'' +5'28" 29.8km/h

相場 正⾏/ｱｲﾊﾞ ﾏｻﾕｷ57530 栃木県 41'33'' +5'38" 29.7km/hBEYOND 70

飯田 航/ｲｲﾀﾞ ﾜﾀﾙ57731 栃木県 41'35'' +5'40" 29.7km/hチームWADA

上野 貴彦/ｳｴﾉ ﾀｶﾋｺ54732 栃木県 41'41'' +5'46" 29.6km/h

福島 洋⼆郎/ﾌｸｼﾏ ﾖｳｼﾞﾛｳ51033 神奈川 41'49'' +5'54" 29.5km/hTeam S.S.R

原 武志/ﾊﾗ ﾀｹｼ53734 栃木県 41'53'' +5'58" 29.5km/hホンダ栃木

三股 正彦/ﾐﾏﾀ ﾏｻﾋｺ53335 京都府 42'07'' +6'12" 29.3km/h

小山 明男/ｺﾔﾏ ｱｷｵ56036 栃木県 43'14'' +7'19" 28.5km/hHonda栃木

柴田 将和/ｼﾊﾞﾀ ﾏｻﾄ53637 栃木県 43'23'' +7'28" 28.4km/hSCC

木田 敬信/ｷﾀﾞ ｹｲｼﾝ54538 石川県 43'40'' +7'45" 28.3km/hバルバクラブ ハクサン

永瀬 公博/ﾅｶﾞｾ ｷﾐﾋﾛ57039 東京都 43'40'' +7'45" 28.3km/h

⼩林 航/ｺﾊﾞﾔｼ ﾜﾀﾙ57240 栃木県 43'42'' +7'47" 28.2km/hS.C.C.

仲山 浩史/ﾅｶﾔﾏ ﾋﾛﾌﾐ51641 新潟県 43'42'' +7'47" 28.2km/hチームしもつけチャリザル

入江 甫/ｲﾘｴ ﾊｼﾞﾒ52342 栃木県 43'47'' +7'52" 28.2km/h

菅野 茂樹/ｶﾝﾉ ｼｹﾞｷ51343 東京都 44'02'' +8'07" 28.0km/h

中山 淳/ﾅｶﾔﾏ ｱﾂｼ58544 栃木県 44'11'' +8'16" 27.9km/hWADA

田中 翔太/ﾀﾅｶ ｼｮｳﾀ57345 栃木県 44'20'' +8'25" 27.8km/h

田中 嗣人/ﾀﾅｶ ﾂｸﾞﾋﾄ56646 三重県 44'45'' +8'50" 27.6km/h天六

井上 康昌/ｲﾉｳｴ ﾔｽﾏｻ52447 栃木県 45'49'' +9'54" 26.9km/hチーム　アプリコット

⿊須 執極/ｸﾛｽ ﾄｷﾜ53948 東京都 45'52'' +9'57" 26.9km/h

世古口 良/ｾｺｸﾞﾁ ﾘｮｳ50649 千葉県 46'09'' +10'14" 26.7km/hM-Plan

中尾 修造/ﾅｶｵ ｼｭｳｿﾞｳ50150 東京都 46'11'' +10'16" 26.7km/hTeam Zero Emissons
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乾 龍太郎/ｲﾇｲ ﾘｮｳﾀﾛｳ58951 東京都 46'53'' +10'58" 26.3km/h

山本 大貴/ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾞｲｷ54952 東京都 47'01'' +11'06" 26.2km/h

阿部 涼平/ｱﾍﾞ ﾘｮｳﾍｲ53853 千葉県 47'16'' +11'21" 26.1km/h

飯嶋 幸夫/ｲｲｼﾞﾏ ﾕｷｵ54254 栃木県 47'34'' +11'39" 25.9km/h

間野 隆/ﾏﾉ ﾀｶｼ53455 東京都 47'52'' +11'57" 25.8km/hRoad-C-AmongField

上田 浩史/ｳｴﾀﾞ ﾋﾛﾌﾐ51856 栃木県 49'35'' +13'40" 24.9km/h

伊藤 禎朗/ｲﾄｳ ｻﾀﾞｵ51757 千葉県 49'39'' +13'44" 24.8km/hサイクルフリーダム

田中 直樹/ﾀﾅｶ ﾅｵｷ50858 東京都 52'10'' +16'15" 23.6km/h37℃

荒川 勇睦/ｱﾗｶﾜ ｲｻﾑ554- 栃木県 DNFしもつけチャリザル

江袋 智彦/ｴﾌﾞｸﾛ ﾄﾓﾋｺ578- 茨城県 DNF

中荒井 紀男/ﾅｶｱﾗｲ ﾉﾘｵ548- 栃木県 DNF

塩沢 革/ｼｵｻﾞﾜ ｱﾗﾀ502- 東京都 DNSALDINA

矢島 ⻯⼀/ﾔｼﾞﾏ ﾘｭｳｲﾁ504- 埼玉県 DNSTEAM AMiGos

石川 修/ｲｼｶﾜ ｵｻﾑ505- 東京都 DNSMATTINO

藤沼 秀⾏/ﾌｼﾞﾇﾏ ﾋﾃﾞﾕｷ511- 栃木県 DNSしもつけ ﾁｬﾘｻﾞﾙ

⿊沢 雅志/ｸﾛｻﾜ ﾏｻｼ515- 茨城県 DNS

菅谷 一樹/ｽｶﾞﾔ ｶｽﾞｷ520- 栃木県 DNS

佐藤 隆太朗/ｻﾄｳ ﾘｭｳﾀﾛｳ521- 栃木県 DNSCYCLE WITCHES

齊藤 健治/ｻｲﾄｳ ｹﾝｼﾞ522- 栃木県 DNSSUBARU CYCLING CLUB

大森 悟史/ｵｵﾓﾘ ｻﾄｼ527- 栃木県 DNSキョーリン

池田 真/ｲｹﾀﾞ ﾏｺﾄ528- 埼玉県 DNSKyorin

中北 明/ﾅｶｷﾀ ｱｷﾗ529- 栃木県 DNSなし

丹⽻ 貴之/ﾆﾜ ﾀｶﾕｷ532- 栃木県 DNS

桜井 康博/ｻｸﾗｲ ﾔｽﾋﾛ535- 栃木県 DNSリベルタスクラプ

若井 高志/ﾜｶｲ ﾀｶｼ546- 栃木県 DNS0530711

福田 幸徳/ﾌｸﾀﾞ ﾕｷﾉﾘ551- 栃木県 DNSチューリングましこ

牧野 洋一/ﾏｷﾉ ﾖｳｲﾁ553- 栃木県 DNSGolosa

佐々木 太志/ｻｻｷ ﾌﾄｼ556- 千葉県 DNS千葉道場

近藤 直樹/ｺﾝﾄﾞｳ ﾅｵｷ557- 埼玉県 DNSTEAM MILANO

山崎 慶太/ﾔﾏｻﾞｷ ｹｲﾀ558- 茨城県 DNSエクストリームつくば

大島 義昭/ｵｵｼﾏ ﾖｼｱｷ563- 東京都 DNS無し

大木 靖博/ｵｵｷ ﾔｽﾋﾛ564- 神奈川 DNS

小原 大樹/ｵﾊﾗ ﾀﾞｲｷ567- 栃木県 DNSリベルタスクラブ

野尻 信也/ﾉｼﾞﾘ ｼﾝﾔ568- 東京都 DNS㈱JOSHO ⾃転⾞競技部

大澤 麻美/ｵｵｻﾜ ｱｻﾐ569- 茨城県 DNSHi-bike

相吉澤 佑輔/ｱｲﾖｼｻﾞﾜ ﾕｳｽｹ571- 栃木県 DNS大日本パックス

大喜 正彦/ｵｵｷ ﾏｻﾋｺ574- 徳島県 DNSinstinct

島崎 稔史/ｼﾏｻｷ ﾄｼﾌﾐ576- 東京都 DNSARCCレーシングチーム

今井 亮太/ｲﾏｲ ﾘｮｳﾀ586- 神奈川 DNSいんなーろー

宮野 正史/ﾐﾔﾉ ﾏｻｼ587- 東京都 DNS魅惑のパンの耳

久野 正敬/ﾋｻﾉ ﾏｻﾀｶ590- 栃木県 DNS

鈴⽊ 貴之/ｽｽﾞｷ ﾀｶﾕｷ591- 東京都 DNSTeam CUORE
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Number of starters: 61 Riders finishing after deadline: 0

Riders abandoning the race: 3

Comment：


