
RESULTS    Challenge Group-2 / チャレンジ 第2組    19 Oct 2019    

19 Oct 2019COMMUNIQUE No. A-2-1

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

鳥海 祐甫/ﾄﾘｳﾐ ﾕｳｽｹ7991 東京都 34'14'' 0'00" 36.1km/hProject Athleture

渡辺 耶斗/ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾔﾄ7922 東京都 34'16'' +0'02" 36.0km/hTeam Fitte

菅野 蒼羅/ｽｹﾞﾉ ｱｲﾗ7323 福島県 34'26'' +0'12" 35.8km/h学校法人石川高等学校

菊地 宏樹/ｷｸﾁ ﾋﾛｷ7584 千葉県 35'10'' +0'56" 35.1km/h東京理科⼤学

川田 翔太/ｶﾜﾀﾞ ｼｮｳﾀ7945 東京都 35'20'' +1'06" 34.9km/hAVENTURA

宇賀持 凌/ｳｶﾞﾓﾁ ﾘｮｳ7576 栃木県 35'24'' +1'10" 34.9km/hリベルタスTOCHIGI BICYCLE CLUB

影森 信⼀郎/ｶｹﾞﾓﾘ ｼﾝｲﾁﾛｳ7067 東京都 35'34'' +1'20" 34.7km/h多摩ポタ

鈴⽊ 克明/ｽｽﾞｷ ｶﾂﾋﾛ7348 茨城県 35'34'' +1'20" 34.7km/hエクストリームつくば

髙田 颯天/ﾀｶﾀﾞ ﾊﾔﾃ7649 栃木県 35'34'' +1'20" 34.7km/h栃⽊県⽴真岡⼯業⾼等学校

渡邊 瑛勇/ﾜﾀﾅﾍﾞ ｴｲﾕｳ73810 茨城県 35'35'' +1'21" 34.7km/h筑波大学体育会サイクリング部

沢野 大地/ｻﾜﾉ ﾀﾞｲﾁ81811 栃木県 35'35'' +1'21" 34.7km/h作新学院大学 ⾃転⾞競技部

吉安 広大/ﾖｼﾔｽ ｺｳﾀﾞｲ77512 埼玉県 35'35'' +1'21" 34.7km/hVC 福岡

高橋 龍太郎/ﾀｶﾊｼ ﾘｭｳﾀﾛｳ73113 岩手県 35'35'' +1'21" 34.7km/h岩手大学

齋藤 憲幸/ｻｲﾄｳ ﾉﾘﾕｷ78214 東京都 35'35'' +1'21" 34.7km/h竹芝サイクルレーシング

山口 泰司/ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛｼ80515 栃木県 35'36'' +1'22" 34.7km/hLa Belle Equipe

齋藤 寛太/ｻｲﾄｳ ｶﾝﾀ73516 茨城県 35'36'' +1'22" 34.7km/hウィンディー筑波

竹内 尉人/ﾀｹｳﾁ ﾔｽﾋﾄ78817 東京都 35'37'' +1'23" 34.7km/h

清水 大地/ｼﾐｽﾞ ﾀﾞｲﾁ76518 栃木県 35'53'' +1'39" 34.4km/h栃⽊県⽴真岡⼯業⾼等学校

石田 航太/ｲｼﾀﾞ ｺｳﾀ70319 群馬県 36'04'' +1'50" 34.2km/hCOWGUMMA

藤本 怜/ﾌｼﾞﾓﾄ ﾚｲ78120 千葉県 36'31'' +2'17" 33.8km/hCycleDNA

相原 晴一朗/ｱｲﾊﾗ ｾｲｲﾁﾛｳ76921 東京都 36'34'' +2'20" 33.8km/hスミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ

茂呂 佳名人/ﾓﾛ ｶﾅﾄ79322 埼玉県 36'36'' +2'22" 33.7km/h栄北⾼校

笹川 悠汰/ｻｻｶﾞﾜ ﾕｳﾀ75923 栃木県 36'56'' +2'42" 33.4km/h作新学院大学

和田 良太/ﾜﾀﾞ ﾘｮｳﾀ74024 栃木県 36'58'' +2'44" 33.4km/hチームWADA

丸山 孝⾏/ﾏﾙﾔﾏ ﾀｶﾕｷ73725 茨城県 37'04'' +2'50" 33.3km/hウィンディー筑波

高橋 翔/ﾀｶﾊｼ ｼｮｳ74226 栃木県 37'13'' +2'59" 33.2km/hエルニーニョ・ケンポク

原田 飛翔/ﾊﾗﾀﾞ ﾂﾊﾞｻ75427 栃木県 37'14'' +3'00" 33.1km/h栃⽊県⽴真岡⼯業⾼等学校

伊藤 隼也/ｲﾄｳ ｼｭﾝﾔ80728 奈良県 37'14'' +3'00" 33.1km/hパナソニックレーシング

林 大介/ﾊﾔｼ ﾀﾞｲｽｹ80329 東京都 37'39'' +3'25" 32.8km/hロードレース男子部

若林 幹夫/ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾐｷｵ74130 栃木県 37'42'' +3'28" 32.7km/hブラウ・ブリッツェン

武笠 展大/ﾑｶｻ ﾉﾌﾞﾋﾛ73631 茨城県 38'08'' +3'54" 32.4km/hエクストリームつくば

川島 健人/ｶﾜｼﾏ ｹﾝﾄ81532 東京都 38'08'' +3'54" 32.4km/hなるしまフレンド

藤巻 仁/ﾌｼﾞﾏｷ ﾋﾄｼ79633 神奈川 38'09'' +3'55" 32.3km/hMGM GROMA RACING TEAM

荒井 佑輔/ｱﾗｲ ﾕｳｽｹ81134 栃木県 38'14'' +4'00" 32.3km/hチームALL矢板

杉山 陸/ｽｷﾞﾔﾏ ﾘｸ76635 栃木県 38'45'' +4'31" 31.8km/h栃⽊県⽴真岡⼯業⾼等学校

中山 洋平/ﾅｶﾔﾏ ﾖｳﾍｲ78636 東京都 38'47'' +4'33" 31.8km/hMIVRO

中嶋 秀成/ﾅｶｼﾞﾏ ﾋﾃﾞﾅﾘ74837 栃木県 38'47'' +4'33" 31.8km/hチームWADA

柏 真輔/ｶｼﾜ ｼﾝｽｹ75138 栃木県 38'48'' +4'34" 31.8km/hTeam Ashiviva

村井 佑圭/ﾑﾗｲ  ﾕｳｷ70239 栃木県 38'56'' +4'42" 31.7km/hブラウ・ブリッツェン

佐藤 寛朗/ｻﾄｳ ﾋﾛｱｷ78040 千葉県 39'02'' +4'48" 31.6km/h駒澤⼤学⾃転⾞部

田中 智也/ﾀﾅｶ ﾄﾓﾔ80241 静岡県 39'37'' +5'23" 31.1km/hSPADE・ACE

桝井 悠翔/ﾏｽｲ ﾕｳﾄ80042 栃木県 39'38'' +5'24" 31.1km/hチームWADA

⻑尾 知宏/ﾅｶﾞｵ ﾄﾓﾋﾛ75543 栃木県 39'39'' +5'25" 31.1km/hホンダ栃木

柳 颯太郎/ﾔﾅｷﾞ ｿｳﾀﾛｳ76344 栃木県 39'39'' +5'25" 31.1km/h栃⽊県⽴真岡⼯業⾼等学校

⿊川 学/ｸﾛｶﾜ ﾏﾅﾌﾞ75645 栃木県 39'41'' +5'27" 31.1km/hHonda栃木

秋元 碧/ｱｷﾓﾄ ｱｵ76146 栃木県 39'41'' +5'27" 31.1km/hブラウ・ブリッツェン

田上 建/ﾀｶﾞﾐ ﾀﾂﾙ75047 栃木県 39'42'' +5'28" 31.1km/hTeam Ashiviva

伊東 佑馬/ｲﾄｳ ﾕｳﾏ79148 埼玉県 40'00'' +5'46" 30.9km/hMIVRO

鎌倉 武士/ｶﾏｸﾗ ﾀｹｼ81449 栃木県 40'22'' +6'08" 30.6km/hブラウ・ブリッツェン

⻄川 正隼/ﾆｼｶﾜ ﾏｻﾄｼ75250 栃木県 40'28'' +6'14" 30.5km/hチームALL矢板（仮）
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19 Oct 2019COMMUNIQUE No. A-2-2

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

塚原 翔龍/ﾂｶﾊﾗ ｼｮｳﾘ76251 栃木県 40'29'' +6'15" 30.5km/h栃⽊県⽴真岡⼯業⾼等学校

梅津 祐希/ｳﾒﾂ ﾕｳｷ78552 東京都 40'29'' +6'15" 30.5km/hBICI CERCATORE

⾦⽥ 一/ｶﾈﾀﾞ ﾊｼﾞﾒ73353 茨城県 40'32'' +6'18" 30.4km/hOYAMA STARPLEX

高橋 創一/ﾀｶﾊｼ ｿｳｲﾁ71054 東京都 40'33'' +6'19" 30.4km/h

江澤 秀朋/ｴｻﾞﾜ ｼｭｳﾎｳ77755 埼玉県 40'34'' +6'20" 30.4km/hYs＇Road

稲本 潤一/ｲﾅﾓﾄ ｼﾞｭﾝｲﾁ78756 東京都 40'34'' +6'20" 30.4km/hBICI CERCATORE

高橋 勇二/ﾀｶﾊｼ ﾕｳｼﾞ74657 栃木県 40'36'' +6'22" 30.4km/hウィンディー筑波

⼩林 輝/ｺﾊﾞﾔｼ ﾃﾙ72058 神奈川 40'36'' +6'22" 30.4km/h

影山 翔生/ｶｹﾞﾔﾏ ｼｮｳｲ74459 栃木県 40'37'' +6'23" 30.4km/hじてんしゃの杜

藤岡 傑/ﾌｼﾞｵｶ ｽｸﾞﾙ79860 神奈川 40'39'' +6'25" 30.4km/hチーム・ウォークライド

佐々木 啄人/ｻｻｷ ﾀｸﾄ70161 宮城県 41'04'' +6'50" 30.0km/hボンシャンス

石川 昌憲/ｲｼｶﾜ ﾏｻﾉﾘ81662 東京都 41'57'' +7'43" 29.4km/hFM730

直江 邦彦/ﾅｵｴ ｸﾆﾋｺ80163 石川県 42'22'' +8'08" 29.1km/h⾦沢⼤学⾃転⾞競技部

萩谷 蒼風/ﾊｷﾞﾔ ｿﾗ73964 茨城県 42'37'' +8'23" 29.0km/hFlecha

槇 勇人/ﾏｷ ﾊﾔﾄ77665 埼玉県 42'38'' +8'24" 28.9km/h上⾥中学陸上競技部

⼩林 秀雄/ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞｵ78366 東京都 43'00'' +8'46" 28.7km/hFAST LANE Racing

村井 孝司/ﾑﾗｲ ﾀｶｼ71267 京都府 44'30'' +10'16" 27.7km/hイエローインパルス

三⼾岡 彰人/ﾐﾄｵｶ ｱｷﾄ71968 栃木県 44'55'' +10'41" 27.5km/hsmart＋1

ジョージ ブライアント/George Bryant71869 福島県 45'32'' +11'18" 27.1km/hUnattached

仲 正樹/ﾅｶ ﾏｻｷ77270 東京都 46'32'' +12'18" 26.5km/h

舟迫 慎太郎/ﾌﾅﾊﾞｻﾏ ｼﾝﾀﾛｳ81271 栃木県 47'08'' +12'54" 26.2km/h今泉八丁目

笠原 涼太/ｶｻﾊﾗ ﾘｮｳﾀ75372 埼玉県 47'15'' +13'01" 26.1km/hじてんしゃの杜

浪川 祥弘/ﾅﾐｶﾜ ﾀﾀﾞﾋﾛ779- 千葉県 DNFエクストリームつくば

橋本 弘子/ﾊｼﾓﾄ ﾋﾛｺ704- 埼玉県 DNFサイタマサイクルプロジェクト

姫野 宏輔/ﾋﾒﾉ ｺｳｽｹ715- 東京都 DNF

松本 輝/ﾏﾂﾓﾄ ﾋｶﾙ760- 栃木県 DNF作新学院大学

柳 芳春/ﾔﾅｷﾞ ﾖｼﾊﾙ813- 栃木県 DNF

内田 圭亮/ｳﾁﾀﾞ ｹｲｽｹ819- 茨城県 DNFウィンディー筑波

山口 健/ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｹｼ705- 埼玉県 DNSGolosa

鈴⽊ 智大/ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾋﾛ707- 愛知県 DNS一色中学校

森榮 晃彦/ﾓﾘｻｶ ｱｷﾋｺ708- 東京都 DNSクマ

清水 翔太/ｼﾐｽﾞ ｼｮｳﾀ709- 千葉県 DNSCircleCycle

宮本 健志/ﾐﾔﾓﾄ ｹﾝｼﾞ711- 栃木県 DNSBCU

三ッ國 拓也/ﾐﾂｸﾆ ﾀｸﾔ713- 大阪府 DNSミツクニ財閥サイクリングチーム

京岡 直也/ｷｮｳｵｶ ﾅｵﾔ714- 東京都 DNS港北ロード

大津 ポール/ｵｵﾂ ﾎﾟｰﾙ716- 京都府 DNSBad Idea Events

大津 麻乃/ｵｵﾂ ｱｻﾉ717- 京都府 DNSBad Idea Events

原 維吹樹/ﾊﾗ ｲﾌﾞｷ721- 東京都 DNSTeam山登（ヤマト）

藤澤 浩/ﾌｼﾞｻﾜ ﾋﾛｼ743- 栃木県 DNSチームWADA

臼井 一雅/ｳｽｲ ｶｽﾞﾏｻ745- 栃木県 DNSHonda栃木 JET

中田 京志郎/ﾅｶﾀﾞ ｷｮｳｼﾛｳ747- 栃木県 DNSチームWADA

永山 義人/ﾅｶﾞﾔﾏ ﾖｼﾋﾄ749- 栃木県 DNSGufo Cycle Works

野沢 昂矢/ﾉｻﾞﾜ ｺｳﾔ767- 栃木県 DNS栃⽊県⽴真岡⼯業⾼等学校

齋藤 慶吾/ｻｲﾄｳ ｹｲｺﾞ768- 栃木県 DNS栃⽊県⽴今市⼯業⾼校

田邊 純也/ﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｭﾝﾔ770- 群馬県 DNSSUBARU Cycling Team

菅原 貴英/ｽｶﾞﾜﾗ ﾀｶﾄｼ771- 群馬県 DNSユニテックRC

羽深 信之/ﾊﾌﾞｶ ﾉﾌﾞﾕｷ773- 埼玉県 DNSCYCLO NERO

内田 優/ｳﾁﾀﾞ ﾕｳ774- 埼玉県 DNS

谷脇 正一/ﾀﾆﾜｷ ﾏｻｶｽﾞ778- 千葉県 DNSサイクルフリーダム

村上 淳/ﾑﾗｶﾐ ｽﾅｵ784- 東京都 DNSなるしまフレンド
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 Pl.     Num                     　Rider / 選手名 Time Behind Speed所属　　　　　　チーム名 

細田 素弘/ﾎｿﾀﾞ ﾓﾄﾋﾛ789- 東京都 DNSFAST LANE Racing

梅津 亮/ｳﾒﾂ ﾘｮｳ790- 東京都 DNSメイドさん学科⾃転⾞部

手柴 憲人/ﾃｼﾊﾞ ｹﾝﾄ795- 神奈川 DNSたまプラーザフェイムス

菊池 透/ｷｸﾁ ﾄｵﾙ797- 神奈川 DNSなるしまフレンド

高山 秀樹/ﾀｶﾔﾏ ﾋﾃﾞｷ804- 千葉県 DNSMUUR

山藤 健二/ﾔﾏﾌｼﾞ ｹﾝｼﾞ806- 東京都 DNSＭＵＵＲ

小川 梨奈/ｵｶﾞﾜ ﾘﾅ808- 徳島県 DNS⼩松島⻄⾼等学校⾃転⾞競技部

板敷 洋輔/ｲﾀｼﾞｷ ﾖｳｽｹ809- 徳島県 DNSUNIVERS

幾野 太郎/ｲｸﾉ ﾀﾛｳ810- 徳島県 DNS⼩松島⻄⾼校

高橋 奈美/ﾀｶﾊｼ ﾅﾐ817- 宮城県 DNSHigh Ambition Women

Number of starters: 78 Riders finishing after deadline: 0

Riders abandoning the race: 6

Comment：


