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20 Oct 2018COMMUNIQUE No. A-1-1

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

丹野 沙音志/ﾀﾝﾉ ｻﾄｼ5981 栃木 34'36'' 0'00" 35.7km/hグランペールサイクリングチームです。

白鳥 興寛/ｼﾗﾄﾘ ﾄﾓﾋﾛ5012 東京 34'52'' +0'16" 35.4km/hARCCレーシングチーム

青砥 竜大/ｱｵﾄ ﾘｭｳﾀ6243 宮城 34'54'' +0'18" 35.4km/h

松浦 耕介/ﾏﾂｳﾗ ｺｳｽｹ5074 神奈川 34'56'' +0'20" 35.3km/hトーヨーCT

矢島 竜一/ﾔｼﾞﾏ ﾘｭｳｲﾁ6065 埼玉 34'56'' +0'20" 35.3km/h小江戸sotto

武井 一弘/ﾀｹｲ ｶｽﾞﾋﾛ5256 神奈川 35'04'' +0'28" 35.2km/hTeamOltre

高橋 龍太郎/ﾀｶﾊｼ ﾘｭｳﾀﾛｳ5997 岩手 35'09'' +0'33" 35.1km/h岩手大学

赤川 恵太/ｱｶｶﾞﾜ ｹｲﾀ5678 茨城 35'24'' +0'48" 34.9km/h煌レーシングクラブ

清原 拓磨/ｷﾖﾊﾗ ﾀｸﾏ6149 岩手 35'25'' +0'49" 34.8km/h岩手大学自転車競技同好会

山口 泰司/ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛｼ56010 大阪 35'25'' +0'49" 34.8km/hthcrew

宮本 二郎/ﾐﾔﾓﾄ ｼﾞﾛｳ60411 栃木 35'26'' +0'50" 34.8km/h

小原 大樹/ｵﾊﾗ ﾀﾞｲｷ53612 栃木 35'40'' +1'04" 34.6km/hリベルタス

相吉澤 佑輔/ｱｲﾖｼｻﾞﾜ ﾕｳｽｹ59213 栃木 35'42'' +1'06" 34.6km/h大日本パックス

小澤 康人/ｵｻﾞﾜ ﾔｽﾋﾄ62314 栃木 35'48'' +1'12" 34.5km/hHonda栃木

藤田 拓也/ﾌｼﾞﾀ ﾀｸﾔ59015 埼玉 35'50'' +1'14" 34.4km/hレザン自転車部

北澤 優/ｷﾀｻﾞﾜ ﾏｻﾙ53516 栃木 35'51'' +1'15" 34.4km/hGufo Cycle Works

高橋 諒/ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳ59417 青森 35'53'' +1'17" 34.4km/hI.U.C.C Desperado OB

小林 裕/ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾀｶ56118 埼玉 36'00'' +1'24" 34.3km/hBORZOI CYCLING

新井 正/ｱﾗｲ ﾀﾀﾞｼ52319 東京 36'02'' +1'26" 34.3km/hILL伝道者

平形 洋生/ﾋﾗｶﾀ ﾋﾛｷ50920 千葉 36'07'' +1'31" 34.2km/hARCCレーシングチーム

瀧永 浩一/ﾀｷﾅｶﾞ ｺｳｲﾁ57921 三重 36'12'' +1'36" 34.1km/hTEAM DEVELTEAD

内田 優/ｳﾁﾀﾞ ﾕｳ53022 埼玉 36'22'' +1'46" 33.9km/hPrego！

荒川 勇睦/ｱﾗｶﾜ ｲｻﾑ56323 栃木 36'23'' +1'47" 33.9km/hしもつけ チャリザル

望月 和真/ﾓﾁﾂﾞｷ ｶｽﾞﾏ63124 栃木 36'23'' +1'47" 33.9km/h

宮崎 直樹/ﾐﾔｻﾞｷ ﾅｵｷ57625 三重 36'24'' +1'48" 33.9km/h

永山 義人/ﾅｶﾞﾔﾏ ﾖｼﾋﾄ57026 栃木 36'24'' +1'48" 33.9km/hグーフォサイクルワークス

大島 義昭/ｵｵｼﾏ ﾖｼｱｷ53427 東京 36'24'' +1'48" 33.9km/h

山部 大輔/ﾔﾏﾍﾞ ﾀﾞｲｽｹ60028 栃木 36'24'' +1'48" 33.9km/hHonda栃木

和田 良太/ﾜﾀﾞ ﾘｮｳﾀ56829 栃木 36'25'' +1'49" 33.9km/hチームWADA

佐野 信章/ｻﾉ ﾉﾌﾞｱｷ59730 神奈川 36'25'' +1'49" 33.9km/hMAME CYCLING TEAM

宮野 正史/ﾐﾔﾉ ﾏｻｼ57731 東京 36'25'' +1'49" 33.9km/h立ち食いゾンビーズ

前川 善昭/ﾏｴｶﾜ ﾖｼｱｷ53132 栃木 36'25'' +1'49" 33.9km/hRINZARU

大嶽 宏明/ｵｵﾀｹ ﾋﾛｱｷ54433 東京 36'26'' +1'50" 33.9km/hYOU CAN

桝井 悠翔/ﾏｽｲ ﾕｳﾄ59534 栃木 36'26'' +1'50" 33.9km/hチームWADA

福田 幸徳/ﾌｸﾀﾞ ﾕｷﾉﾘ51935 栃木 36'27'' +1'51" 33.9km/hチューリングましこ

鈴木 貴之/ｽｽﾞｷ ﾀｶﾕｷ62736 東京 36'28'' +1'52" 33.8km/hTeam CUORE

池澤 聡志/ｲｹｻﾞﾜ ｻﾄｼ54337 静岡 36'58'' +2'22" 33.4km/htsb

相場 正行/ｱｲﾊﾞ ﾏｻﾕｷ55438 栃木 36'58'' +2'22" 33.4km/hBEYOND70

角 瑞穂/ｶｸ ﾐｽﾞﾎ55139 茨城 36'59'' +2'23" 33.4km/hWE LOVE O2

菅原 貴英/ｽｶﾞﾜﾗ ﾀｶﾄｼ50540 群馬 37'02'' +2'26" 33.3km/hユニテックRC

田上 建/ﾀｶﾞﾐ ﾀﾂﾙ57441 栃木 37'11'' +2'35" 33.2km/hB.C.宇都宮

仲平 楓太/ﾅｶﾀﾞｲﾗ ﾌｳﾀ60842 埼玉 37'12'' +2'36" 33.2km/h未所属

松田 健吾/ﾏﾂﾀﾞ ｹﾝｺﾞ61543 岩手 37'14'' +2'38" 33.1km/h岩手大学自転車競技同好会

松本 直純/ﾏﾂﾓﾄ ﾅｵｽﾞﾐ56444 神奈川 38'17'' +3'41" 32.2km/hOBF

岡田 紀明/ｵｶﾀﾞ ﾉﾘｱｷ63845 38'19'' +3'43" 32.2km/hHonda栃木

柏 真輔/ｶｼﾜ ｼﾝｽｹ61146 栃木 38'22'' +3'46" 32.2km/hB.C宇都宮

原 希実/ﾊﾗ ﾉｿﾞﾐ52247 埼玉 38'27'' +3'51" 32.1km/h

飯島 進一/ｲｲｼﾞﾏ ｼﾝｲﾁ55748 栃木 38'33'' +3'57" 32.0km/h

塚本 文彬/ﾂｶﾓﾄ ﾌﾐｱｷ62549 栃木 38'33'' +3'57" 32.0km/h

飯田 航/ｲｲﾀﾞ ﾜﾀﾙ59650 栃木 38'34'' +3'58" 32.0km/hチームWADA
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20 Oct 2018COMMUNIQUE No. A-1-2

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

佐藤 正輝/ｻﾄｳ ﾏｻｷ59151 栃木 38'35'' +3'59" 32.0km/hB.C.宇都宮

山岡 俊和/ﾔﾏｵｶ ﾄｼｶｽﾞ51152 茨城 38'38'' +4'02" 31.9km/hキョーリン

中鉢 一義/ﾁｭｳﾊﾞﾁ ｶｽﾞﾖｼ52453 栃木 38'38'' +4'02" 31.9km/h

緑川 貴仁/ﾐﾄﾞﾘｶﾜ ﾀｶﾉﾘ54654 福島 38'45'' +4'09" 31.8km/h

比氣 才助/ﾋｷ ｻｲｽｹ51455 東京 38'58'' +4'22" 31.7km/h

高瀬 昌明/ﾀｶｾ ﾏｻｱｷ57156 栃木 38'59'' +4'23" 31.7km/h0530711

森 拓真/ﾓﾘ ﾀｸﾏ55857 東京 38'59'' +4'23" 31.7km/hReVelo

佐々木 太志/ｻｻｷ ﾌﾄｼ56258 千葉 39'04'' +4'28" 31.6km/h千葉道場

阿部 倫也/ｱﾍﾞ ﾐﾁﾅﾘ58959 東京 39'12'' +4'36" 31.5km/hアングルドロア

古口 貴裕/ｺｸﾞﾁ ﾀｶﾋﾛ54260 栃木 39'12'' +4'36" 31.5km/hアンタレスじてんしゃの杜

小川 修/ｵｶﾞﾜ ｵｻﾑ62861 東京 39'12'' +4'36" 31.5km/hTEAMYSROAD

和気 吉夫/ﾜｷ ﾖｼｵ60562 栃木 39'13'' +4'37" 31.5km/hBC.宇都宮

菅野 茂樹/ｶﾝﾉ ｼｹﾞｷ50863 東京 39'13'' +4'37" 31.5km/h

桜井 康博/ｻｸﾗｲ ﾔｽﾋﾛ56564 栃木 39'16'' +4'40" 31.4km/hリベルタス

木田 敬信/ｷﾀﾞ ｹｲｼﾝ58865 石川 39'20'' +4'44" 31.4km/hバルバクラブハクサン

Dewald Eugen/ﾃﾞﾜﾙﾄ ｵｲｹﾞﾝ60266 神奈川 39'21'' +4'45" 31.4km/hJAL自転車クラブ

今井 草一/ｲﾏｲ ｿｳｲﾁ60767 栃木 39'37'' +5'01" 31.1km/hJAL自転車部

佐久間 真也/ｻｸﾏ ｼﾝﾔ55268 千葉 39'39'' +5'03" 31.1km/h千葉道場

間野 隆/ﾏﾉ ﾀｶｼ58069 東京 40'06'' +5'30" 30.8km/hRoad-C-AmongField

宮村 朗/ﾐﾔﾑﾗ ｱｷﾗ54870 東京 40'07'' +5'31" 30.8km/hOANDA Japan

入江 甫/ｲﾘｴ ﾊｼﾞﾒ50671 栃木 40'14'' +5'38" 30.7km/h

小沼 徹也/ｵﾇﾏ ﾃﾂﾔ58772 栃木 40'17'' +5'41" 30.6km/hHonda栃木

法師人 竜也/ﾎｳｼﾄ ﾀﾂﾔ62173 栃木 40'42'' +6'06" 30.3km/hBICYCLE PARK Ｏ２

仲山 浩史/ﾅｶﾔﾏ ﾋﾛﾌﾐ55974 新潟 40'42'' +6'06" 30.3km/hしもつけチャリザル

荒井 厚寛/ｱﾗｲ ｱﾂﾋﾛ61975 栃木 40'44'' +6'08" 30.3km/hBEYOND70

中山 淳/ﾅｶﾔﾏ ｱﾂｼ56976 栃木 40'46'' +6'10" 30.3km/henjoyWADA

池田 真/ｲｹﾀﾞ ﾏｺﾄ51077 埼玉 40'53'' +6'17" 30.2km/hKYORIN

柳田 裕史/ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ﾋﾛｼ54078 神奈川 40'54'' +6'18" 30.2km/h

景山 茂/ｶｹﾞﾔﾏ ｼｹﾞﾙ52779 栃木 40'56'' +6'20" 30.1km/h

吉本 雄一/ﾖｼﾓﾄ ﾕｳｲﾁ58280 千葉 41'02'' +6'26" 30.1km/hチームＷＡＤＡ

新井 和樹/ｱﾗｲ ｶｽﾞｷ61081 群馬 41'26'' +6'50" 29.8km/hGRC

田中 智也/ﾀﾅｶ ﾄﾓﾔ60182 静岡 41'36'' +7'00" 29.7km/h

飯嶋 幸夫/いいじま ゆきお51283 栃木 42'03'' +7'27" 29.3km/h

世古口 良/ｾｺｸﾞﾁ ﾘｮｳ51784 千葉 42'05'' +7'29" 29.3km/hロードバイク会

野口 雅史/ﾉｸﾞﾁ ﾏｻﾌﾐ57385 東京 42'17'' +7'41" 29.2km/hHello

園田 純一郎/ｿﾉﾀﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ60386 栃木 42'31'' +7'55" 29.0km/hHonda栃木

宮本 健志/ﾐﾔﾓﾄ ｹﾝｼﾞ57587 栃木 42'45'' +8'09" 28.9km/h個人参加

鈴木 遼/ｽｽﾞｷ ﾘｮｳ53388 栃木 42'45'' +8'09" 28.9km/hTEAM ST

遠藤 友晟/ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｳｾｲ54989 栃木 42'46'' +8'10" 28.9km/h

小山 明男/ｺﾔﾏ ｱｷｵ58490 栃木 42'49'' +8'13" 28.8km/h

原 將太/ﾊﾗ ｼｮｳﾀ62691 福井 42'57'' +8'21" 28.7km/hバルバクラブフクイ

上野 貴彦/ｳｴﾉ ﾀｶﾋｺ51592 栃木 43'01'' +8'25" 28.7km/h

梅本 浩/ｳﾒﾓﾄ ﾋﾛｼ50293 東京 43'03'' +8'27" 28.7km/h

山崎 慶太/ﾔﾏｻﾞｷ ｹｲﾀ60994 茨城 43'12'' +8'36" 28.6km/hエクストリームつくば

松本 直輝/ﾏﾂﾓﾄ ﾅｵｷ53295 茨城 43'17'' +8'41" 28.5km/hしもつけチャリざる

磯崎 泰亮/ｲｿｻﾞｷ ﾀｲｽｹ53896 神奈川 43'23'' +8'47" 28.4km/h

中北 明/ﾅｶｷﾀ ｱｷﾗ63097 栃木 44'32'' +9'56" 27.7km/hフリー

齊藤 健治/ｻｲﾄｳ ｹﾝｼﾞ58198 栃木 44'36'' +10'00" 27.7km/hSUBARU CYCLING CLUB

武井 雅晃/ﾀｹｲ ﾏｻｱｷ61399 群馬 44'47'' +10'11" 27.5km/hG.R.C

姫野 宏輔/ﾋﾒﾉ ｺｳｽｹ513100 東京 45'16'' +10'40" 27.3km/h
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20 Oct 2018COMMUNIQUE No. A-1-3

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

若井 高志/ﾜｶｲ ﾀｶｼ529101 栃木 45'22'' +10'46" 27.2km/h0530711

稲田 匡志/ｲﾅﾀﾞ ﾏｻｼ547102 東京 45'33'' +10'57" 27.1km/h

上田 浩史/ｳｴﾀﾞ ﾋﾛﾌﾐ520103 栃木 45'42'' +11'06" 27.0km/h

阿部 涼平/ｱﾍﾞ ﾘｮｳﾍｲ504104 千葉 45'43'' +11'07" 27.0km/h

吉川 慎示/ﾖｼｶﾜ ｼﾝｼﾞ585105 栃木 46'28'' +11'52" 26.5km/hFROG CYCLE

中村 友紀子/ﾅｶﾑﾗ ﾕｷｺ616106 東京 46'29'' +11'53" 26.5km/h京浜ピストクラブ

久保 遥希/ｸﾎﾞ ﾊﾙｷ553107 栃木 46'29'' +11'53" 26.5km/h

福田 訓/ﾌｸﾀﾞ ｻﾄｼ583108 栃木 46'31'' +11'55" 26.5km/hサイズミックス

武石 昌明/ﾀｹｲｼ ﾏｻｱｷ539109 神奈川 46'35'' +11'59" 26.5km/h

藤沼 秀行/ﾌｼﾞﾇﾏ ﾋﾃﾞﾕｷ555110 栃木 46'36'' +12'00" 26.5km/hしもつけ ﾁｬﾘｻﾞﾙ

伊藤 禎朗/ｲﾄｳ ｻﾀﾞｵ503111 千葉 47'25'' +12'49" 26.0km/hサイクルフリーダム

藤沼 俊博/ﾌｼﾞﾇﾏ ﾄｼﾋﾛ516112 栃木 47'52'' +13'16" 25.8km/h昨年DNF組

佐藤 隆太朗/ｻﾄｳ ﾘｭｳﾀﾛｳ578113 静岡 48'39'' +14'03" 25.4km/hCYCLE WITCHES

三室 誠一/ﾐﾑﾛ ｾｲｲﾁ550114 栃木 49'04'' +14'28" 25.1km/h坂レンジャー

田中 直樹/ﾀﾅｶ ﾅｵｷ518115 東京 49'07'' +14'31" 25.1km/h37℃

江袋 智彦/ｴﾌﾞｸﾛ ﾄﾓﾋｺ618116 茨城 49'58'' +15'22" 24.7km/hGROWING.CC

末永 祥照/ｽｴﾅｶﾞ ﾖｼﾃﾙ586117 栃木 50'11'' +15'35" 24.6km/hFROG CYCLE

武田 尚明/ﾀｹﾀﾞ ﾅｵｱｷ620118 東京 50'19'' +15'43" 24.5km/h

大木 靖博/ｵｵｷ ﾔｽﾋﾛ572119 神奈川 51'07'' +16'31" 24.1km/h

柴沼 政寛/ｼﾊﾞﾇﾏ ﾏｻﾋﾛ537120 茨城 51'15'' +16'39" 24.1km/h

加藤 尚樹/ｶﾄｳ ﾅｵｷ556121 埼玉 51'50'' +17'14" 23.8km/hチームチームワイズ

大森 悟史/ｵｵﾓﾘ ｻﾄｼ612122 栃木 52'20'' +17'44" 23.6km/h

中尾 修造/ﾅｶｵ ｼｭｳｿﾞｳ521- 東京 DNFTeam Zero Emissions

石井 壮/ｲｼｲ ｿｳ593- 埼玉 DNF日大理工

井上 康昌/ｲﾉｳｴ ﾔｽﾏｻ528- 栃木 DNFTeam アプリコット

柴 唯啓/ｼﾊﾞ ﾀﾀﾞﾋﾛ526- 栃木 DNSＨｏｎｄａ栃木

石井 庸義/ｲｼｲ ﾉﾌﾞﾖｼ541- 千葉 DNSチームBMレーシング

乾 明/ｲﾇｲ ｱｷﾗ545- 東京 DNS

石井 俊太郎/ｲｼｲ ｼｭﾝﾀﾛｳ566- 茨城 DNSWe Love O2

伊豆島 一也/ｲｽﾞｼﾏ ｶｽﾞﾔ617- 群馬 DNSGRC

飯田 千暁/ｲｲﾀﾞ ﾁｱｷ622- 千葉 DNSpedalist

北嶋 伸/ｷﾀｼﾞﾏ ｼﾝ629- 新潟 DNSフィンズ/北嶋社会保険労務士事務

Number of starters: 125 Riders finishing after deadline: 0

Riders abandoning the race: 3
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