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20 Oct 2018COMMUNIQUE No. A-2-1

 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 

村山 悠平/ﾑﾗﾔﾏ ﾕｳﾍｲ7601 千葉 33'39'' 0'00" 36.7km/hAVENTURA 　AIKO　VICTORIA　R

中村 優太/ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾀ7772 栃木 33'39'' 0'00" 36.7km/h作新学院大学 自転車競技部

梅津 亮/ｳﾒﾂ ﾘｮｳ7863 東京 33'44'' +0'05" 36.6km/hメイドさん学科自転車部

中田 雄大/ﾅｶﾀ ﾕｳﾀﾞｲ7354 長野 34'52'' +1'13" 35.4km/hShirokita　J’ｓ　Cycling

昆野 健理/ｺﾝﾉ ｹﾝﾘ7385 神奈川 35'07'' +1'28" 35.1km/hOhka Bicycle Family

島崎 稔史/ｼﾏｻｷ ﾄｼﾌﾐ7906 東京 35'07'' +1'28" 35.1km/hARCCレーシングチーム

小村 悠樹/ｺﾑﾗ ﾊﾙｷ7457 石川 35'17'' +1'38" 35.0km/h金沢大学サイクリングクラブ

福本 元/ﾌｸﾓﾄ ｹﾞﾝ7818 神奈川 35'41'' +2'02" 34.6km/hPedalist

中前 元久/ﾅｶﾏｴ ﾓﾄﾋｻ7299 石川 35'43'' +2'04" 34.6km/hバルバクラブカナザワ

中田 京志郎/ﾅｶﾀﾞ ｷｮｳｼﾛｳ75910 栃木 35'55'' +2'16" 34.4km/hチームWADA

川田 翔太/ｶﾜﾀﾞ ｼｮｳﾀ78211 東京 35'55'' +2'16" 34.4km/hFlecha

若林 幹夫/ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾐｷｵ72712 栃木 35'56'' +2'17" 34.3km/hブラウ・ブリッツェン

高橋 翔/ﾀｶﾊｼ ｼｮｳ75113 栃木 35'57'' +2'18" 34.3km/hエルニーニョ・ケンポク

三橋 隼人/ﾐﾂﾊｼ ﾊﾔﾄ75514 栃木 36'07'' +2'28" 34.2km/hHonda栃木 JET

入江 達也/ｲﾘｴ ﾀﾂﾔ74115 栃木 36'08'' +2'29" 34.2km/hFM730

影森 信一郎/ｶｹﾞﾓﾘ ｼﾝｲﾁﾛｳ71216 東京 36'10'' +2'31" 34.1km/h多摩ポタ

菅谷 真行/ｽｶﾞﾔ ﾏｻﾕｷ79217 栃木 36'11'' +2'32" 34.1km/hHonda栃木

田村 亮/ﾀﾑﾗ ﾘｮｳ74618 東京 36'11'' +2'32" 34.1km/hグランディヴェルレーシングチーム

松原 剛/ﾏﾂﾊﾞﾗ ｺﾞｳ73019 東京 36'13'' +2'34" 34.1km/hARCCレーシングチーム

今井 亮太/ｲﾏｲ ﾘｮｳﾀ75420 神奈川 36'17'' +2'38" 34.0km/hいんなーろー

北村 佳重/ｷﾀﾑﾗ ﾖｼﾉﾌﾞ76721 栃木 36'56'' +3'17" 33.4km/h真岡工業高校

手柴 憲人/ﾃｼﾊﾞ ｹﾝﾄ75622 神奈川 37'05'' +3'26" 33.3km/hたまプラーザFAMS

神村 祐之介/ｶﾐﾑﾗ ﾕｳﾉｽｹ79123 神奈川 37'05'' +3'26" 33.3km/hMUUR

吉田 光希/ﾖｼﾀﾞ ｺｳｷ76824 神奈川 37'08'' +3'29" 33.2km/h横浜高校自転車競技部

武笠 展大/ﾑｶｻ ﾉﾌﾞﾋﾛ76425 茨城 37'23'' +3'44" 33.0km/hエクストリームつくば

伊東 佑馬/ｲﾄｳ ﾕｳﾏ77026 東京 37'24'' +3'45" 33.0km/hMIVRO

武田 博司/ﾀｹﾀﾞ ﾋﾛｼ75027 千葉 37'26'' +3'47" 33.0km/hサイクルフリーダム・レーシング

菊地 航平/ｷｸﾁ ｺｳﾍｲ78728 宮城 37'37'' +3'58" 32.8km/h Shirokita Js Cycling

三上 恵仁/ﾐｶﾐ ﾔｽﾋﾄ74229 栃木 37'38'' +3'59" 32.8km/hTS TECH 自転車部

竹内 良太/ﾀｹｳﾁ ﾘｮｳﾀ73930 東京 37'40'' +4'01" 32.8km/hyoucan

藤澤 浩/ﾌｼﾞｻﾜ ﾋﾛｼ75331 栃木 37'46'' +4'07" 32.7km/hチームWADA

黒川 学/ｸﾛｶﾜ ﾏﾅﾌﾞ74932 栃木 38'04'' +4'25" 32.4km/hホンダ栃木 JET

中嶋 秀成/ﾅｶｼﾞﾏ ﾋﾃﾞﾅﾘ76333 栃木 38'05'' +4'26" 32.4km/hチームWADA

浅野 涼太/ｱｻﾉ ﾘｮｳﾀ73334 栃木 38'20'' +4'41" 32.2km/hブラウ・ブリッツェン

小野 太/ｵﾉ ﾌﾄｼ77135 栃木 38'26'' +4'47" 32.1km/h太平山エンジェルス

田代 丈幸/ﾀｼﾛ ﾋﾛﾕｷ74836 栃木 38'36'' +4'57" 32.0km/hHonda栃木　JET

相原 晴一朗/ｱｲﾊﾗ ｾｲｲﾁﾛｳ77437 東京 38'38'' +4'59" 31.9km/hスミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ

原田 飛翔/ﾊﾗﾀﾞ ﾂﾊﾞｻ76638 栃木 38'38'' +4'59" 31.9km/h真岡工業高校

小西 一星/ｺﾆｼ ｲｯｾｲ72339 東京 38'40'' +5'01" 31.9km/hGranDiver Racing Team

小林 秀雄/ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞｵ75240 東京 39'01'' +5'22" 31.6km/hFAST LANE Racing

菅原 一成/ｽｶﾞﾊﾗ ｲｯｾｲ76141 栃木 39'15'' +5'36" 31.4km/hTEAM菅原

小島 友一/ｵｼﾞﾏ ﾄﾓｶｽﾞ73142 栃木 39'27'' +5'48" 31.3km/hライドフリーフス

中村 元紀/ﾅｶﾑﾗ ﾓﾄｷ77543 神奈川 39'28'' +5'49" 31.3km/h横浜高校自転車競技部

村井 浩嗣/ﾑﾗｲ ﾋﾛﾂｸﾞ77244 栃木 39'28'' +5'49" 31.3km/h今市工業高等学校

佐合 海大/ｻｺﾞｳ ﾋﾛﾄ78345 岐阜 39'45'' +6'06" 31.0km/h名岐ベンド

宮田 和幸/ﾐﾔﾀ ｶｽﾞﾕｷ78846 栃木 39'46'' +6'07" 31.0km/hエルニーニョ・ケンポク

髙橋 翔/ﾀｶﾊｼ ｼｮｳ76547 東京 39'48'' +6'09" 31.0km/h

石川 昌憲/ｲｼｶﾜ ﾏｻﾉﾘ71348 東京 39'53'' +6'14" 30.9km/hFM730

山藤 健二/ﾔﾏﾌｼﾞ ｹﾝｼﾞ73249 東京 39'54'' +6'15" 30.9km/hMUUR

横田 正美/ﾖｺﾀ ﾏｻﾐ72850 栃木 40'01'' +6'22" 30.8km/hリベルタス TBC
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20 Oct 2018COMMUNIQUE No. A-2-2

 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 

小林 輝/ｺﾊﾞﾔｼ ﾃﾙ70851 神奈川 40'07'' +6'28" 30.8km/h

高橋 勇二/ﾀｶﾊｼ ﾕｳｼﾞ77652 栃木 40'31'' +6'52" 30.5km/hウインディー筑波

牧野 洋一/ﾏｷﾉ ﾖｳｲﾁ70553 栃木 40'44'' +7'05" 30.3km/h

安川 智一朗/ﾔｽｶﾜ ﾄﾓｲﾁﾛｳ76954 栃木 40'51'' +7'12" 30.2km/hTS TECH 自転車部

山口 健/ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｹｼ70455 埼玉 41'37'' +7'58" 29.6km/hGolosa

伊藤 大輔/ｲﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ77356 栃木 41'40'' +8'01" 29.6km/h作新学院大学

永井 信義/ﾅｶﾞｲ ﾉﾌﾞﾖｼ74357 東京 41'55'' +8'16" 29.4km/hなるしまフレンド

加藤 すばる/ｶﾄｳ ｽﾊﾞﾙ71458 埼玉 41'58'' +8'19" 29.4km/h栄北高校自転車競技部

稲本 潤一/ｲﾅﾓﾄ ｼﾞｭﾝｲﾁ72159 東京 42'00'' +8'21" 29.4km/hBICI CERCATORE

荒井 佑輔/ｱﾗｲ ﾕｳｽｹ75760 栃木 42'08'' +8'29" 29.3km/hALL矢板

村井 孝司/ﾑﾗｲ ﾀｶｼ71061 京都 42'19'' +8'40" 29.2km/hhakusei

菅原 拓実/ｽｶﾞﾊﾗ ﾀｸﾐ73662 栃木 42'29'' +8'50" 29.0km/h東洋大学川越体育会自転車部

花嶋 泰弘/ﾊﾅｼﾏ ﾔｽﾋﾛ71563 茨城 42'36'' +8'57" 29.0km/hFlecha

岡村 好晃/ｵｶﾑﾗ ﾖｼﾃﾙ70664 神奈川 43'31'' +9'52" 28.4km/hGIANT Pro-TEAM 応援団

小里 竜也/ｺｻﾄ ﾀﾂﾔ70965 埼玉 43'42'' +10'03" 28.2km/h

倉山 英豪/ｸﾗﾔﾏ ｴｲｺﾞ70266 栃木 44'23'' +10'44" 27.8km/h

小澤 智/ｵｻﾞﾜ ｻﾄｼ76267 群馬 44'28'' +10'49" 27.7km/hhorizonte cycling team

菊池 透/ｷｸﾁ ﾄｵﾙ77868 神奈川 44'28'' +10'49" 27.7km/h なるしまフレンド

清水 翔太/ｼﾐｽﾞ ｼｮｳﾀ70169 千葉 44'39'' +11'00" 27.6km/hCircleCycle

新井 良平/ｱﾗｲ ﾘｮｳﾍｲ73770 東京 46'23'' +12'44" 26.6km/hGranDiver Racing Team

長谷川 智浩/ﾊｾｶﾞﾜ ﾄﾓﾋﾛ74071 神奈川 47'25'' +13'46" 26.0km/hYOKOSUKA UNO RACING

高橋 美保/ﾀｶﾊｼ ﾐｦ79372 東京 47'35'' +13'56" 25.9km/hGranDiver Racing Team

橋本 弘子/ﾊｼﾓﾄ ﾋﾛｺ71173 埼玉 48'21'' +14'42" 25.5km/hサイタマサイクルプロジェクト

菅谷 一樹/ｽｶﾞﾔ ｶｽﾞｷ72474 栃木 49'12'' +15'33" 25.1km/h

羽深 信之/ﾊﾌﾞｶ ﾉﾌﾞﾕｷ73475 埼玉 49'28'' +15'49" 24.9km/hCYCLO NERO

下道 隆二/ｼﾀﾐﾁ ﾘｭｳｼﾞ726- 千葉 DNFグランディヴェルレーシングチーム

菅谷 英明/ｽｶﾞﾔ ﾋﾃﾞｱｷ703- 神奈川 DNFflt

角田 拓渉/ﾂﾉﾀﾞ ﾀｸﾄ722- 群馬 DNFALLEGRO

桐生 昌幸/ｷﾘｭｳ ﾏｻﾕｷ789- 栃木 DNF今市工業高等学校

高橋 亮/ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳ707- 宮城 DNS

渡邊 慧/ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲ725- 神奈川 DNS多摩ポタ

渡部 春雅/ﾜﾀﾍﾞ ｶｽｶﾞ744- 神奈川 DNS駒澤大学高等学校

田邊 純也/ﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｭﾝﾔ758- 群馬 DNSSUBARU Cycling Team

小池 泰樹/ｺｲｹ ﾔｽｷ779- 茨城 DNSWE LOVE O2

青木 稜磨/ｱｵｷ ﾘｮｳﾏ780- 栃木 DNS今市工業高校

佐合 真大/ｻｺﾞｳ ﾏｻﾄ784- 岐阜 DNS名岐ベンド

高山 秀樹/ﾀｶﾔﾏ ﾋﾃﾞｷ785- 東京 DNSMUUR

Number of starters: 79 Riders finishing after deadline: 0

Riders abandoning the race: 4
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