
RESULTS    Challenge Group-1 / チャレンジ 第1組    21 Oct 2017    

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

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

津田 悠義/ﾂﾀﾞ ﾕｳｷﾞ5811 愛知 34'16'' 0'00" 36.0km/h

海藤 颯/ｶｲﾄﾞｳ ﾊﾔﾃ5242 栃木 34'40'' +0'24" 35.6km/h

山本 敦/ﾔﾏﾓﾄ ｱﾂｼ5653 神奈川 35'00'' +0'44" 35.3km/h

松崎 琢仁/ﾏﾂｻﾞｷ ﾀｸﾐ5264 埼玉 35'00'' +0'44" 35.3km/h

小林 成輔/ｺﾊﾞﾔｼ ｾｲｽｹ5475 東京 35'00'' +0'44" 35.3km/h

生田目 修/ﾅﾏﾀﾒ ｵｻﾑ5216 栃木 35'00'' +0'44" 35.3km/h

中川 由人/ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳﾄ5677 神奈川 35'47'' +1'31" 34.5km/h

半田 子竜/ﾊﾝﾀﾞ ｼﾘｭｳ5238 栃木 35'47'' +1'31" 34.5km/h

塩澤 魁/ｼｵｻﾞﾜ ｶｲ5809 長野 35'48'' +1'32" 34.5km/h

森榮 晃彦/ﾓﾘｻｶ ｱｷﾋｺ55310 東京 35'49'' +1'33" 34.5km/h

齋藤 和輝/ｻｲﾄｳ ｶｽﾞｷ54911 東京 35'49'' +1'33" 34.5km/h

白鳥 興寛/ｼﾗﾄﾘ ﾄﾓﾋﾛ60912 東京 35'49'' +1'33" 34.5km/h

渡辺 勇大/ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾀﾞｲ60013 神奈川 35'50'' +1'34" 34.4km/h

渡邊 慧/ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲ56614 神奈川 35'50'' +1'34" 34.4km/h

中前 元久/ﾅｶﾏｴ ﾓﾄﾋｻ57515 石川 35'50'' +1'34" 34.4km/h

松田 健吾/ﾏﾂﾀﾞ ｹﾝｺﾞ50116 岩手 35'52'' +1'36" 34.4km/h

和田  良太/ﾜﾀﾞ ﾘｮｳﾀ62017 栃木 35'53'' +1'37" 34.4km/h

佐藤 健雄/ｻﾄｳ ﾀｹｵ65118 神奈川 35'53'' +1'37" 34.4km/h

福島 康洋/ﾌｸｼﾏ ﾔｽﾋﾛ51019 神奈川 35'59'' +1'43" 34.3km/h

佐藤 貴也/ｻﾄｳ ﾀｶﾔ55220 東京 36'02'' +1'46" 34.3km/h

相原 士穏/ｱｲﾊﾗ ｼｵﾝ56921 神奈川 36'04'' +1'48" 34.2km/h

飯島 康友/ｲｲｼﾞﾏ ﾔｽﾄﾓ59122 栃木 36'33'' +2'17" 33.8km/h

昆野 健理/ｺﾝﾉ ｹﾝﾘ56223 神奈川 36'34'' +2'18" 33.8km/h

伊藤 隼/ｲﾄｳ ｼﾞｭﾝ54524 東京 36'34'' +2'18" 33.8km/h

松原 剛/ﾏﾂﾊﾞﾗ ｺﾞｳ61525 東京 36'35'' +2'19" 33.7km/h

髙松 伸介/ﾀｶﾏﾂ ｼﾝｽｹ51326 栃木 36'35'' +2'19" 33.7km/h

辻 博人/ﾂｼﾞ ﾋﾛﾄ65927 神奈川 36'38'' +2'22" 33.7km/h

徳山 見晴/ﾄｸﾔﾏ ﾐﾊﾙ57128 神奈川 36'38'' +2'22" 33.7km/h

加賀 龍治/ｶｶﾞ ﾘｭｳｼﾞ58729 群馬 36'39'' +2'23" 33.7km/h

野田 恭平/ﾉﾀﾞ ｷｮｳﾍｲ65030 東京 36'41'' +2'25" 33.6km/h

阿部 翔太/ｱﾍﾞ ｼｮｳﾀ58931 宮城 36'50'' +2'34" 33.5km/h

伊藤 大輔/ｲﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ52732 栃木 37'13'' +2'57" 33.2km/h

伊賀 将之/ｲｶﾞ ﾏｻﾕｷ51433 栃木 37'15'' +2'59" 33.1km/h

小林 一郎/ｺﾊﾞﾔｼ ｲﾁﾛｳ52034 栃木 37'26'' +3'10" 33.0km/h

伊藤 隼也/ｲﾄｳ ｼｭﾝﾔ58635 奈良 37'33'' +3'17" 32.9km/h

武井 一弘/ﾀｹｲ ｶｽﾞﾋﾛ65536 神奈川 37'33'' +3'17" 32.9km/h

神村 祐之介/ｶﾐﾑﾗ ﾕｳﾉｽｹ57937 神奈川 37'34'' +3'18" 32.9km/h

吉田 光希/ﾖｼﾀﾞ ｺｳｷ57038 神奈川 37'43'' +3'27" 32.7km/h

伊藤 伸一/ｲﾄｳ ｼﾝｲﾁ55639 東京 37'47'' +3'31" 32.7km/h

小堀 陽人/ｺﾎﾞﾘ ﾊﾙﾄ53840 千葉 37'47'' +3'31" 32.7km/h

高田 楓雅/ﾀｶﾀﾞ ﾌｳｶﾞ53241 栃木 37'49'' +3'33" 32.6km/h

北澤 優/ｷﾀｻﾞﾜ ﾏｻﾙ64442 栃木 37'50'' +3'34" 32.6km/h

丸山 孝行/ﾏﾙﾔﾏ ﾀｶﾕｷ50443 茨城 37'51'' +3'35" 32.6km/h

茂呂 佳名人/ﾓﾛ ｶﾅﾄ55844 埼玉 37'51'' +3'35" 32.6km/h

斉藤 義明/ｻｲﾄｳ ﾖｼｱｷ56445 神奈川 38'17'' +4'01" 32.2km/h

豊島 正司/ﾄﾖｼﾏ ﾏｻｼ56346 神奈川 38'17'' +4'01" 32.2km/h

小川 幹太/ｵｶﾞﾜ ｶﾝﾀ53447 栃木 38'19'' +4'03" 32.2km/h

佐藤 伊織/ｻﾄｳ ｲｦﾘ55948 東京 38'22'' +4'06" 32.2km/h

福田 幸徳/ﾌｸﾀﾞ ﾕｷﾉﾘ65449 栃木 38'27'' +4'11" 32.1km/h

若林 幹夫/ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾐｷｵ50950 栃木 38'27'' +4'11" 32.1km/h
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角田 拓渉/ﾂﾉﾀﾞ ﾀｸﾄ63351 群馬 38'28'' +4'12" 32.1km/h

中嶋 秀成/ﾅｶｼﾞﾏ ﾋﾃﾞﾅﾘ62952 栃木 38'28'' +4'12" 32.1km/h

浅野 涼太/ｱｻﾉ ﾘｮｳﾀ52953 栃木 38'30'' +4'14" 32.1km/h

入江 達也/ｲﾘｴ ﾀﾂﾔ51654 栃木 38'41'' +4'25" 31.9km/h

大村 彰宏/ｵｵﾑﾗ ﾃﾙﾋﾛ57755 東京 38'41'' +4'25" 31.9km/h

大石 力也/ｵｵｲｼ ﾘｷﾔ65856 静岡 38'41'' +4'25" 31.9km/h

平形 洋生/ﾋﾗｶﾀ ﾋﾛｷ61757 千葉 38'42'' +4'26" 31.9km/h

松浦 耕介/ﾏﾂｳﾗ ｺｳｽｹ64858 京都 38'43'' +4'27" 31.9km/h

大野 裕/ｵｵﾉ ﾋﾛｼ50559 茨城 38'43'' +4'27" 31.9km/h

影山 翔生/ｶｹﾞﾔﾏ ｼｮｳｲ52560 栃木 38'43'' +4'27" 31.9km/h

長尾 知宏/ﾅｶﾞｵ ﾄﾓﾋﾛ51861 栃木 38'43'' +4'27" 31.9km/h

邑中 力/ﾑﾗﾅｶ ﾂﾄﾑ60662 群馬 38'44'' +4'28" 31.9km/h

荒川 勇睦/ｱﾗｶﾜ ｲｻﾑ62263 栃木 38'44'' +4'28" 31.9km/h

菅原 一成/ｽｶﾞﾊﾗ ｲｯｾｲ51564 栃木 38'44'' +4'28" 31.9km/h

飯島 進一/ｲｲｼﾞﾏ ｼﾝｲﾁ61165 栃木 38'45'' +4'29" 31.8km/h

後口 洋/ｳｼﾛｸﾞﾁ ﾋﾛｼ53766 埼玉 38'50'' +4'34" 31.8km/h

菅原 貴英/ｽｶﾞﾜﾗ ﾀｶﾄｼ62767 群馬 38'50'' +4'34" 31.8km/h

宮本 訓寛/ﾐﾔﾓﾄ ｸﾆﾋﾛ58268 大阪 38'51'' +4'35" 31.8km/h

菅谷 照生/ｽｶﾞﾔ ﾃﾙｷ57369 山梨 38'55'' +4'39" 31.7km/h

高橋 勇二/ﾀｶﾊｼ ﾕｳｼﾞ59270 栃木 38'55'' +4'39" 31.7km/h

竹内 良太/ﾀｹｳﾁ ﾘｮｳﾀ55171 東京 38'56'' +4'40" 31.7km/h

宮﨑 直樹/ﾐﾔｻﾞｷ ﾅｵｷ62172 栃木 39'07'' +4'51" 31.5km/h

山口 泰司/ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛｼ63173 大阪 39'14'' +4'58" 31.5km/h

田村 亮/ﾀﾑﾗ ﾘｮｳ55474 東京 39'48'' +5'32" 31.0km/h

菅谷 真行/ｽｶﾞﾔ ﾏｻﾕｷ51775 栃木 39'58'' +5'42" 30.9km/h

山田 貴一/ﾔﾏﾀﾞ ｷｲﾁ55076 東京 40'01'' +5'45" 30.8km/h

安川 智一朗/ﾔｽｶﾜ ﾄﾓｲﾁﾛｳ57877 栃木 40'03'' +5'47" 30.8km/h

今井 草一/ｲﾏｲ ｿｳｲﾁ62478 栃木 40'08'' +5'52" 30.7km/h

稲本 潤一/ｲﾅﾓﾄ ｼﾞｭﾝｲﾁ62879 東京 40'09'' +5'53" 30.7km/h

齋藤 憲幸/ｻｲﾄｳ ﾉﾘﾕｷ56080 東京 40'12'' +5'56" 30.7km/h

石川 龍我/ｲｼｶﾜ ﾘｮｳｶﾞ53181 栃木 40'13'' +5'57" 30.7km/h

佐山 勉/ｻﾔﾏ ﾂﾄﾑ61482 栃木 40'14'' +5'58" 30.7km/h

若林 良太/ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀ64983 神奈川 40'14'' +5'58" 30.7km/h

伊東 佑馬/ｲﾄｳ ﾕｳﾏ54684 東京 40'15'' +5'59" 30.7km/h

新沼 颯/ﾆｲﾇﾏ ﾊﾔﾃ59785 栃木 40'16'' +6'00" 30.6km/h

菅野 茂樹/ｶﾝﾉ ｼｹﾞｷ61886 東京 40'17'' +6'01" 30.6km/h

山藤 健二/ﾔﾏﾌｼﾞ ｹﾝｼﾞ58387 東京 40'17'' +6'01" 30.6km/h

池澤 聡志/ｲｹｻﾞﾜ ｻﾄｼ65688 静岡 40'18'' +6'02" 30.6km/h

山崎 一吹/ﾔﾏｻﾞｷ ｲﾌﾞｷ53089 栃木 40'19'' +6'03" 30.6km/h

横田 淳一/ﾖｺﾀ ｼﾞｭﾝｲﾁ60390 東京 40'22'' +6'06" 30.6km/h

藤澤 浩/ﾌｼﾞｻﾜ ﾋﾛｼ51191 栃木 40'26'' +6'10" 30.5km/h

福田 真也/ﾌｸﾀﾞ ｼﾝﾔ59592 栃木 40'28'' +6'12" 30.5km/h

福島 寛之/ﾌｸｼﾏ ﾋﾛﾕｷ62693 栃木 40'30'' +6'14" 30.5km/h

西井上 優作/ﾆｼｲｶﾞﾐ ﾕｳｻｸ50294 茨城 40'41'' +6'25" 30.3km/h

矢口 健一/ﾔｸﾞﾁ ｹﾝｲﾁ61395 栃木 40'46'' +6'30" 30.3km/h

石井 基朗/ｲｼｲ ﾓﾄｱｷ57696 滋賀 40'51'' +6'35" 30.2km/h

清水 晃生/ｼﾐｽﾞ ｱｷｵ58897 栃木 40'56'' +6'40" 30.1km/h

小黒 海世/ｵｸﾞﾛ ｶｲｾｲ53398 栃木 41'20'' +7'04" 29.9km/h

松本 直輝/ﾏﾂﾓﾄ ﾅｵｷ60599 茨城 41'48'' +7'32" 29.5km/h

武笠 展大/ﾑｶｻ ﾉﾌﾞﾋﾛ503100 茨城 41'53'' +7'37" 29.5km/h
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仲山 浩史/ﾅｶﾔﾏ ﾋﾛﾌﾐ640101 新潟 41'53'' +7'37" 29.5km/h

景山 茂/ｶｹﾞﾔﾏ ｼｹﾞﾙ616102 栃木 42'12'' +7'56" 29.2km/h

田上 建/ﾀｶﾞﾐ ﾀﾂﾙ623103 栃木 42'34'' +8'18" 29.0km/h

山岡 俊和/ﾔﾏｵｶ ﾄｼｶｽﾞ619104 茨城 42'35'' +8'19" 29.0km/h

須藤 望/ｽﾄﾞｳ ﾉｿﾞﾑ596105 埼玉 42'50'' +8'34" 28.8km/h

齋藤 雅彦/ｻｲﾄｳ ﾏｻﾋｺ602106 神奈川 43'39'' +9'23" 28.3km/h

小林 秀雄/ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞｵ544107 東京 43'47'' +9'31" 28.2km/h

権藤 淳/ｺﾞﾝﾄﾞｳ ｽﾅｵ590108 沖縄 44'05'' +9'49" 28.0km/h

菅原 拓実/ｽｶﾞﾊﾗ ﾀｸﾐ642109 栃木 44'05'' +9'49" 28.0km/h

菊地 優斗/ｷｸﾁ ﾕｳﾄ528110 栃木 44'07'' +9'51" 28.0km/h

小沼 徹也/ｵﾇﾏ ﾃﾂﾔ638- 栃木 FAD

黒川 真/ｸﾛｶﾜ ﾏｺﾄ643- 栃木 FAD

高山 秀樹/ﾀｶﾔﾏ ﾋﾃﾞｷ585- 東京 FAD

落合 拓郎/ｵﾁｱｲ ﾀｸﾛｳ540- 千葉 FAD

田中 智也/ﾀﾅｶ ﾄﾓﾔ625- 静岡 FAD

上田 浩史/ｳｴﾀﾞ ﾋﾛﾌﾐ639- 栃木 FAD

鈴木 夏彦/ｽｽﾞｷ ﾅﾂﾋｺ599- 神奈川 FAD

奥山 遼平/ｵｸﾔﾏ ﾘｮｳﾍｲ568- 神奈川 DNF

森茂 洋/ﾓﾘｼｹﾞ ﾋﾛｼ601- 神奈川 DNF

堀川 勝則/ﾎﾘｶﾜ ｶﾂﾉﾘ598- 東京 DNF

鈴木 敦/ｽｽﾞｷ ｱﾂｼ610- 栃木 DNF

島袋 恵多/ｼﾏﾌﾞｸﾛ ｹｲﾀ635- 沖縄 DNF

大橋 直生/ｵｵﾊｼ ﾅｵｷ647- 神奈川 DNF

大森 悟史/ｵｵﾓﾘ ｻﾄｼ607- 栃木 DNF

阿部 涼平/ｱﾍﾞ ﾘｮｳﾍｲ608- 千葉 DNF

田中 直樹/ﾀﾅｶ ﾅｵｷ646- 東京 DNF

菅谷 一樹/ｽｶﾞﾔ ｶｽﾞｷ512- 栃木 DNF

池田 和仙/ｲｹﾀﾞ ｶｽﾞﾉﾘ612- 神奈川 DNF

下道 隆二/ｼﾀﾐﾁ ﾘｭｳｼﾞ572- 千葉 DNF

倉本 裕介/ｸﾗﾓﾄ ﾕｳｽｹ636- 神奈川 DNF

舘岡 賢弥/ﾀﾃｵｶ ﾀｶﾋﾛ506- 宮城 DNS

福本 滝男/ﾌｸﾓﾄ ﾀｷｵ507- 栃木 DNS

パク ジョンオン/ﾊﾟｸ ｼﾞｮﾝｵﾝ508- 栃木 DNS

臼井 一雅/ｳｽｲ ｶｽﾞﾏｻ519- 栃木 DNS

横田 正美/ﾖｺﾀ ﾏｻﾐ522- 栃木 DNS

木村 博志/ｷﾑﾗ ﾋﾛｼ535- 埼玉 DNS

羽深 信之/ﾊﾌﾞｶ ﾉﾌﾞﾕｷ536- 埼玉 DNS

高尾 健太郎/ﾀｶｵ ｹﾝﾀﾛｳ539- 千葉 DNS

向井 正樹/ﾑｶｲ ﾏｻｷ541- 千葉 DNS

露木 博一/ﾂﾕｷ ﾋﾛｶｽﾞ542- 東京 DNS

中曽 佑一/ﾅｶｿ ﾕｳｲﾁ543- 東京 DNS

牧内 拓也/ﾏｷｳﾁ ﾀｸﾔ548- 東京 DNS

羽田 健太/ﾊﾈﾀﾞ ｹﾝﾀ555- 埼玉 DNS

土川 裕己/ﾂﾁｶﾜ ﾋﾛｷ557- 東京 DNS

小清水 拓也/ｺｼﾐｽﾞ ﾀｸﾔ561- 東京 DNS

早津 大輔/ﾊﾔﾂ ﾀﾞｲｽｹ574- 栃木 DNS

戸柱 稔/ﾄﾊﾞｼﾗ ﾐﾉﾙ584- 大阪 DNS

中山 洋平/ﾅｶﾔﾏ ﾖｳﾍｲ593- 東京 DNS

藤家 広大/ﾄｳｹ ｺｳﾀﾞｲ594- 栃木 DNS

佐々木 太志/ｻｻｷ ﾌﾄｼ604- 千葉 DNS
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石井 俊太郎/ｲｼｲ ｼｭﾝﾀﾛｳ630- 茨城 DNS

塩沢 革/ｼｵｻﾞﾜ ｱﾗﾀ632- 東京 DNS

岡村 拓/ｵｶﾑﾗ ﾀｸ634- 栃木 DNS

滝田 光/ﾀｷﾀ ﾋｶﾙ637- 栃木 DNS

中尾 修造/ﾅｶｵ ｼｭｳｿﾞｳ641- 栃木 DNS

廣澤 伸浩/ﾋﾛｻﾜ ﾉﾌﾞﾋﾛ645- 栃木 DNS

池田 真/ｲｹﾀﾞ｣ ﾏｺﾄ652- 埼玉 DNS

武藤 圭一朗/ﾑﾄｳ ｹｲｲﾁﾛｳ653- 栃木 DNS

加藤 翔太/ｶﾄｳ ｼｮｳﾀ657- 埼玉 DNS

伊藤 禎朗/ｲﾄｳ ｻﾀﾞｵ660- 千葉 DNS

Number of starters: 130 Riders finishing after deadline: 7

Riders abandoning the race: 13

Comment： 特別規則により、先頭から10分で打ち切りとする


