
RESULTS    Challenge Group-2 / チャレンジ 第2組    21 Oct 2017    

21 Oct 2017COMMUNIQUE No. A-2-1 REVISED 

 Pl.     Num                       Rider / 選手名 Time都道府県 Behind Speed

近藤 良亮/ｺﾝﾄﾞｳ ﾘｮｳｽｹ7031 愛知 35'40'' 0'00" 34.6km/h

土屋 修平/ﾂﾁﾔ ｼｭｳﾍｲ7552 千葉 35'41'' +0'01" 34.6km/h

高木 友明/ﾀｶｷﾞ ﾄﾓｱｷ8173 神奈川 35'43'' +0'03" 34.6km/h

島崎 稔史/ｼﾏｻｷ ﾄｼﾌﾐ7404 東京 35'43'' +0'03" 34.6km/h

玉仙 健一/ｷﾞｮｸｾﾝ ｹﾝｲﾁ8625 神奈川 35'43'' +0'03" 34.6km/h

香野 祐一/ｺｳﾉ ﾕｳｲﾁ8606 福島 35'44'' +0'04" 34.5km/h

平岩 明/ﾋﾗｲﾜ ｱｷﾗ7467 新潟 35'44'' +0'04" 34.5km/h

三宅 勇輝/ﾐﾔｹ ﾕｳｷ7798 東京 35'45'' +0'05" 34.5km/h

飯田 航/ｲｲﾀﾞ ﾜﾀﾙ7339 栃木 36'36'' +0'56" 33.7km/h

彦久保 優紀/ﾋｺｸﾎﾞ ﾕｳｷ82110 神奈川 36'37'' +0'57" 33.7km/h

笠原 涼太/ｶｻﾊﾗ ﾘｮｳﾀ73411 栃木 36'41'' +1'01" 33.6km/h

塗本 慎吾/ﾇﾘﾓﾄ ｼﾝｺﾞ83312 神奈川 36'42'' +1'02" 33.6km/h

松村 隆弘/ﾏﾂﾑﾗ ﾀｶﾋﾛ80413 石川 36'44'' +1'04" 33.6km/h

相吉澤 佑輔/ｱｲﾖｼｻﾞﾜ ﾕｳｽｹ79614 栃木 36'48'' +1'08" 33.5km/h

小林 裕/ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾀｶ78715 埼玉 37'14'' +1'34" 33.1km/h

椎崎 一生/ｼｲｻﾞｷ ｲｯｾｲ75216 神奈川 37'33'' +1'53" 32.9km/h

松原 宏次/ﾏﾂﾊﾞﾗ ｺｳｼﾞ75117 埼玉 37'57'' +2'17" 32.5km/h

岡野 広樹/ｵｶﾉ ﾋﾛｷ81618 宮城 38'00'' +2'20" 32.5km/h

堺 直樹/ｻｶｲ ﾅｵｷ86319 埼玉 38'00'' +2'20" 32.5km/h

高橋 諒/ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳ80320 岩手 38'00'' +2'20" 32.5km/h

京岡 直也/ｷｮｳｵｶ ﾅｵﾔ74421 東京 38'03'' +2'23" 32.4km/h

中林 鷹一朗/ﾅｶﾊﾞﾔｼ ﾖｳｲﾁﾛｳ85922 新潟 38'09'' +2'29" 32.3km/h

高橋 健/ﾀｶﾊｼ ｹﾝ79423 栃木 38'12'' +2'32" 32.3km/h

平井 崇友/ﾋﾗｲ ﾀｶﾄﾓ78524 東京 38'33'' +2'53" 32.0km/h

三上 恵仁/ﾐｶﾐ ﾔｽﾋﾄ82725 栃木 38'33'' +2'53" 32.0km/h

岡田 紀明/ｵｶﾀﾞ ﾉﾘｱｷ83026 栃木 38'36'' +2'56" 32.0km/h

渡部 春雅/ﾜﾀﾍﾞ ｶｽｶﾞ72127 神奈川 38'38'' +2'58" 31.9km/h

山部 大輔/ﾔﾏﾍﾞ ﾀﾞｲｽｹ74328 栃木 38'50'' +3'10" 31.8km/h

鷹箸 康弘/ﾀｶﾉﾊｼ ﾔｽﾋﾛ84029 栃木 38'53'' +3'13" 31.7km/h

鵜飼 洋平/ｳｶｲ ﾖｳﾍｲ77530 栃木 38'54'' +3'14" 31.7km/h

清水 翔太/ｼﾐｽﾞ ｼｮｳﾀ70731 千葉 38'54'' +3'14" 31.7km/h

小島 寛央/ｺｼﾞﾏ ﾋﾛﾋｻ83732 栃木 38'55'' +3'15" 31.7km/h

蛭田 智啓/ﾋﾙﾀ ﾄｼﾋﾛ78033 東京 38'57'' +3'17" 31.7km/h

田所 和弘/ﾀﾄﾞｺﾛ ｶｽﾞﾋﾛ80934 京都 39'18'' +3'38" 31.4km/h

中里 貴裕/ﾅｶｻﾞﾄ ﾀｶﾋﾛ76735 宮城 39'19'' +3'39" 31.4km/h

鈴木 誠人/ｽｽﾞｷ ﾏｻﾄ83236 東京 39'19'' +3'39" 31.4km/h

松本 直純/ﾏﾂﾓﾄ ﾅｵｽﾞﾐ80837 神奈川 39'22'' +3'42" 31.3km/h

塚本 文彬/ﾂｶﾓﾄ ﾌﾐｱｷ84138 栃木 39'32'' +3'52" 31.2km/h

中鉢 一義/ﾁｭｳﾊﾞﾁ ｶｽﾞﾖｼ78839 栃木 39'48'' +4'08" 31.0km/h

早田 健一郎/ﾊﾔﾀ ｹﾝｲﾁﾛｳ85640 埼玉 39'49'' +4'09" 31.0km/h

相場 正行/ｱｲﾊﾞ ﾏｻﾕｷ76441 栃木 40'23'' +4'43" 30.6km/h

森下 恵悟/ﾓﾘｼﾀ ｹｲｺﾞ85042 栃木 40'23'' +4'43" 30.6km/h

桝井 悠翔/ﾏｽｲ ﾕｳﾄ81343 栃木 40'39'' +4'59" 30.4km/h

新山 大輔/ﾆｲﾔﾏ ﾀﾞｲｽｹ85544 東京 40'59'' +5'19" 30.1km/h

柴 唯啓/ｼﾊﾞ ﾀﾀﾞﾋﾛ77445 栃木 41'01'' +5'21" 30.1km/h

奥中 達哉/ｵｸﾅｶ ﾀﾂﾔ76046 栃木 41'01'' +5'21" 30.1km/h

奈良 真希/ﾅﾗ ﾏｻｷ85847 千葉 41'02'' +5'22" 30.1km/h

片山 淳/ｶﾀﾔﾏ ｱﾂｼ77348 栃木 41'10'' +5'30" 30.0km/h

田代 丈幸/ﾀｼﾛ ﾋﾛﾕｷ78449 栃木 41'12'' +5'32" 30.0km/h

東馬 哲郎/ﾄｳﾏ ﾃﾂﾛｳ76550 東京 41'25'' +5'45" 29.8km/h
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21 Oct 2017COMMUNIQUE No. A-2-2 REVISED 

 Pl.     Num                       Rider / 選手名 Time都道府県 Behind Speed

中島 隆作/ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｭｳｻｸ73151 東京 41'34'' +5'54" 29.7km/h

石田 豊/ｲｼﾀﾞ ﾕﾀｶ83452 栃木 41'41'' +6'01" 29.6km/h

石井 圭吾/ｲｼｲ ｹｲｺﾞ82253 埼玉 41'50'' +6'10" 29.5km/h

鈴木 隆行/ｽｽﾞｷ ﾀｶﾕｷ78654 千葉 41'52'' +6'12" 29.5km/h

蓬田 大輝/ﾖﾓｷﾞﾀﾞ ﾀｲｷ75855 栃木 42'01'' +6'21" 29.4km/h

間野 隆/ﾏﾉ ﾀｶｼ85356 東京 42'03'' +6'23" 29.3km/h

和気 吉夫/ﾜｷ ﾖｼｵ82657 栃木 42'05'' +6'25" 29.3km/h

齋藤 慎生/ｻｲﾄｳ ﾏｻｵ76358 埼玉 42'17'' +6'37" 29.2km/h

佐藤 喬/ｻﾄｳ ﾀｶｼ84659 東京 42'17'' +6'37" 29.2km/h

永山 義人/ﾅｶﾞﾔﾏ ﾖｼﾋﾄ75360 栃木 42'22'' +6'42" 29.1km/h

田邊 純也/ﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｭﾝﾔ80761 群馬 42'25'' +6'45" 29.1km/h

上野 貴彦/ｳｴﾉ ﾀｶﾋｺ79062 栃木 42'25'' +6'45" 29.1km/h

花嶋 泰弘/ﾊﾅｼﾏ ﾔｽﾋﾛ70163 茨城 42'25'' +6'45" 29.1km/h

山口 健/ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｹｼ70864 埼玉 42'26'' +6'46" 29.1km/h

賀須井 裕基/ｶｽｲ ﾋﾛｷ74865 埼玉 42'26'' +6'46" 29.1km/h

岸川 昌寿/ｷｼｶﾜ ﾏｻﾄｼ84466 東京 42'27'' +6'47" 29.1km/h

柏 真輔/ｶｼﾜ ｼﾝｽｹ82967 栃木 42'28'' +6'48" 29.1km/h

小林 慧美/ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾄﾐ72368 東京 42'29'' +6'49" 29.0km/h

井上 康昌/ｲﾉｳｴ ﾔｽﾏｻ70469 栃木 42'32'' +6'52" 29.0km/h

安藤 唯杜/ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｲﾄ77270 神奈川 42'33'' +6'53" 29.0km/h

渡辺 智之/ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓﾕｷ83671 神奈川 43'08'' +7'28" 28.6km/h

菅野 広一/ｶﾝﾉ ｺｳｲﾁ78372 神奈川 43'12'' +7'32" 28.6km/h

野澤 広司/ﾉｻﾞﾜ ﾋﾛｼ74573 埼玉 43'17'' +7'37" 28.5km/h

森 拓真/ﾓﾘ ﾀｸﾏ70674 東京 43'24'' +7'44" 28.4km/h

小山 明男/ｺﾔﾏ ｱｷｵ84275 栃木 43'24'' +7'44" 28.4km/h

黒須 執極/ｸﾛｽ ﾄｷﾜ78976 栃木 43'31'' +7'51" 28.4km/h

塚越 一生86477 東京 43'45'' +8'05" 28.2km/h

小森 英彦/ｺﾓﾘ ﾋﾃﾞﾋｺ85278 栃木 44'07'' +8'27" 28.0km/h

阿部 昂平/ｱﾍﾞ ｺｳﾍｲ79579 栃木 44'28'' +8'48" 27.7km/h

小川 金也/ｵｶﾞﾜ ｷﾝﾔ71280 東京 44'31'' +8'51" 27.7km/h

飯嶋 幸夫/ｲｲｼﾞﾏ ﾕｷｵ76281 栃木 44'33'' +8'53" 27.7km/h

松村 康信/ﾏﾂﾑﾗ ﾔｽﾉﾌﾞ78182 愛知 44'33'' +8'53" 27.7km/h

森 光彬/ﾓﾘ ﾐﾂｱｷ80183 千葉 44'38'' +8'58" 27.6km/h

小松本 孝/ｺﾏﾂﾓﾄ ﾀｶｼ83884 栃木 44'52'' +9'12" 27.5km/h

小林 航/ｺﾊﾞﾔｼ ﾜﾀﾙ77885 栃木 45'12'' +9'32" 27.3km/h

吉川 慎示/ﾖｼｶﾜ ｼﾝｼﾞ798- 栃木 FAD

鈴木 遼/ｽｽﾞｷ ﾘｮｳ730- 栃木 FAD

石川 昌憲/ｲｼｶﾜ ﾏｻﾉﾘ705- 東京 FAD

宮本 二郎/ﾐﾔﾓﾄ ｼﾞﾛｳ805- 栃木 DNF

鈴木 尭/ｽｽﾞｷ ﾀｶｼ839- 新潟 DNF

吉村 健央/ﾖｼﾑﾗ ﾀｹｵ741- 神奈川 DNF

世古口 良/ｾｺｸﾞﾁ ﾘｮｳ811- 千葉 DNF

藤沼 俊博/ﾌｼﾞﾇﾏ ﾄｼﾋﾛ828- 東京 DNF

荻野 渉/ｵｷﾞﾉ ﾜﾀﾙ782- 東京 DNF

田中 嗣人/ﾀﾅｶ ﾂｸﾞﾋﾄ814- 三重 DNF

真家 照夫/ﾏｲｴ ﾃﾙｵ756- 茨城 DNF

藤沼 秀行/ﾌｼﾞﾇﾏ ﾋﾃﾞﾕｷ749- 栃木 DNF

新田 孝美/ﾆｯﾀ ﾀｶﾐ714- 埼玉 DNF

杉山 泰代/ｽｷﾞﾔﾏ ﾔｽﾖ722- 栃木 DNF

山本 希/ﾔﾏﾓﾄ ﾉｿﾞﾐ718- 東京 DNF
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21 Oct 2017COMMUNIQUE No. A-2-3 REVISED 

 Pl.     Num                       Rider / 選手名 Time都道府県 Behind Speed

植田 美香/ｳｴﾀﾞ ﾐｶ717- 埼玉 DNF

橋本 弘子/ﾊｼﾓﾄ ﾋﾛｺ715- 埼玉 DNF

大内 陸久/ｵｵｳﾁ ﾘｸ709- 北海道 DNF

広瀬 賢治/ﾋﾛｾ ｹﾝｼﾞ761- 栃木 DNF

矢部 哲雄/ﾔﾍﾞ ﾃﾂｵ802- 東京 DNF

福田 訓/ﾌｸﾀﾞ ｻﾄｼ739- 栃木 DNF

手塚 芳和/ﾃﾂﾞｶ ﾖｼﾏｻ768- 栃木 DNF

山崎 寧大/ﾔﾏｻﾞｷ ﾈｵ710- 茨城 DNF

高橋 浩司/ﾀｶﾊｼ ｺｳｼﾞ777- 栃木 DNF

長尾 慶和/ﾅｶﾞｵ ﾖｼｶｽﾞ792- 栃木 DNF

松田 隆史/ﾏﾂﾀﾞ ﾀｶｼ732- 福島 DNF

寺井 優洋/ﾃﾗｲ ﾏｻﾋﾛ754- 愛知 DNF

小沼 円/ｵﾇﾏ ﾏﾄﾞｶ726- 栃木 DNF

味澤 正浩/ｱｼﾞｻﾜ ﾏｻﾋﾛ845- 東京 DNF

井原 崇/ｲﾊﾗ ﾀｶｼ815- 栃木 DNF

松井 彩/ﾏﾂｲ ｱﾔ724- 東京 DNF

才木 直子/ｻｲｷ ﾅｵｺ727- 東京 DNF

西田 拓也/ﾆｼﾀﾞ ﾀｸﾔ831- 神奈川 DNF

田中 政良/ﾀﾅｶ ﾏｻﾖｼ793- 栃木 DNF

永井 颯大/ﾅｶﾞｲ ｿｳﾀ711- 北海道 DNF

大高 枝里子/ｵｵﾀｶ ｴﾘｺ728- 栃木 DNF

佐藤 隆太朗/ｻﾄｳ ﾘｭｳﾀﾛｳ729- 静岡 DNF

中田 京志郎/ﾅｶﾀﾞ ｷｮｳｼﾛｳ770- 栃木 DNF

高瀬 昌明/ﾀｶｾ ﾏｻｱｷ800- 栃木 DNF

鈴木 哲矢/ｽｽﾞｷ ﾃﾂﾔ818- 栃木 DNF

塩田 隆一/ｼｵﾀ ﾘｭｳｲﾁ702- 東京 DNS

原口 晋彦/ﾊﾗｸﾞﾁ ｱｷﾋｺ713- 東京 DNS

本多 杜萌/ﾎﾝﾀﾞ ﾄﾓｴ716- 長崎 DNS

土田 祐子/ﾂﾁﾀﾞ ﾖｼｶﾂ725- 千葉 DNS

荒井 厚寛/ｱﾗｲ ｱﾂﾋﾛ735- 栃木 DNS

久津見 健司/ｸﾂﾐ ｹﾝｼﾞ736- 茨城 DNS

中北 明/ﾅｶｷﾀ ｱｷﾗ737- 栃木 DNS

山中 桂太/ﾔﾏﾅｶ ｹｲﾀ738- 埼玉 DNS

鍋坂 健/ﾅﾍﾞｻｶ ﾀｹｼ742- 東京 DNS

黒川 学/ｸﾛｶﾜ ﾏﾅﾌﾞ747- 栃木 DNS

藤本 光志/ﾌｼﾞﾓﾄ ｺｳｼﾞ750- 宮城 DNS

三室 誠一/ﾐﾑﾛ ｾｲｲﾁ757- 栃木 DNS

古口 貴裕/ｺｸﾞﾁ ﾀｶﾋﾛ759- 栃木 DNS

藤本 裕/ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕﾀｶ766- 神奈川 DNS

川上 隆/ｶﾜｶﾐ ﾀｶｼ769- 神奈川 DNS

市川 和樹/ｲﾁｶﾜ ｶｽﾞｷ771- 栃木 DNS

土田 義勝/ﾂﾁﾀﾞ ﾖｼｶﾂ776- 千葉 DNS

植竹 康行/ｳｴﾀｹ ﾔｽﾕｷ791- 栃木 DNS

岩佐 正昭/ｲﾜｻ ﾏｻｱｷ797- 東京 DNS

木本 寛之/ｷﾓﾄ ﾋﾛﾕｷ799- 東京 DNS

柿原 裕介/ｶｷﾊﾗ ﾕｳｽｹ806- 東京 DNS

白石 陽介/ｼﾗｲｼ ﾖｳｽｹ810- 東京 DNS

作本 敏治/ｻｸﾓﾄ ﾄｼﾊﾙ812- 東京 DNS

桑原 貞成/ｸﾜﾊﾗ ｻﾀﾞｼｹﾞ819- 栃木 DNS

秋吉 貴裕/ｱｷﾖｼ ﾀｶﾋﾛ820- 神奈川 DNS
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21 Oct 2017COMMUNIQUE No. A-2-4 REVISED 

 Pl.     Num                       Rider / 選手名 Time都道府県 Behind Speed

北井 哲/ｷﾀｲ ﾃﾂ823- 東京 DNS

藤田 拓也/ﾌｼﾞﾀ ﾀｸﾔ824- 埼玉 DNS

斎藤 將揮/ｻｲﾄｳ ﾏｻｷ825- 埼玉 DNS

秋葉 昭智/ｱｷﾊﾞ ｱｷﾉﾘ835- 東京 DNS

加藤 善久/ｶﾄｳ ﾖｼﾋｻ843- 栃木 DNS

薦田 英伸/ｺﾓﾀﾞ ﾋﾃﾞﾉﾌﾞ847- 神奈川 DNS

羽柴 賢/ﾊｼﾊﾞ ｹﾝ848- 宮城 DNS

岩本 侑一郎/ｲﾜﾓﾄ ﾕｳｲﾁﾛｳ849- 東京 DNS

児島 直樹/ｺｼﾞﾏ ﾅｵｷ851- 東京 DNS

新井 正/ｱﾗｲ ﾀﾀﾞｼ854- 東京 DNS

甲村 公典/ｺｳﾑﾗ ｷﾐﾉﾘ857- 栃木 DNS

牧野 洋一/ﾏｷﾉ ﾖｳｲﾁ861- 栃木 DNS

Number of starters: 125 Riders finishing after deadline: 3

Riders abandoning the race: 37

Comment： 特別規則により、先頭から10分で打ち切りとする


