
RESULTS    Challenge / チャレンジ    15 Oct 2022    

15 Oct 2022COMMUNIQUE No. A-2-1

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

⻘⽊ 峻二/ｱｵｷ ｼｭﾝｼﾞ3671 神奈川 32'55'' 0'00" 37.5km/h

穴澤 桜晴/ｱﾅｻﾞﾜ ｵｳｾｲ08MY22001094032 茨城県 32'57'' +0'02" 37.5km/h

吉岡 誠一/ﾖｼｵｶ ｾｲｲﾁ3183 茨城県 32'58'' +0'03" 37.4km/hEMU SPEED CLUB

振屋 拓実/ﾌﾙﾔ ﾀｸﾐ13ME22003814114 東京都 32'59'' +0'04" 37.4km/hMIVRO

梅津 亮/ｳﾒﾂ ﾘｮｳ3935 東京都 33'01'' +0'06" 37.4km/hメイドさん学科⾃転⾞部

橋本 ⻘空/ﾊｼﾓﾄ ｿﾗ19ME12017964136 石川県 33'08'' +0'13" 37.3km/hバルバクラブカナザワ

室賀 貴仁/ﾑﾛｶﾞ ﾀｶﾋﾄ09ME18023803577 栃木県 33'16'' +0'21" 37.1km/hブラウ・ブリッツェン

沢野 司/ｻﾜﾉ ﾂｶｻ11MY20002883618 埼玉県 33'17'' +0'22" 37.1km/h埼⽟ユース⾃転⾞競技部

本井 大裕/ﾓﾄｲ ﾀﾞｲｽｹ09MY19002813339 栃木県 33'17'' +0'22" 37.1km/hブラウ・ブリッツェン

大髙 裕生/ｵｵﾀｶ ﾕｳｷ13ME220087837810 東京都 33'17'' +0'22" 37.1km/hHOT STAFF

竹内 良太/ﾀｹｳﾁ ﾘｮｳﾀ13MU210195835611 東京都 33'17'' +0'22" 37.1km/hSBC VERTEX RACING TEAM

栗⽥ 拓美/ｸﾘﾀ ﾀｸﾐ576960133912 栃木県 33'35'' +0'40" 36.8km/hHonda栃木

吉田 有輝/ﾖｼﾀﾞ ﾕｳｷ38413 栃木県 33'42'' +0'47" 36.6km/hHangover

清水 大地/ｼﾐｽﾞ ﾀﾞｲﾁ09MJ190142233614 栃木県 33'42'' +0'47" 36.6km/hHonda栃木

山口 泰司/ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛｼ27ME160086039015 大阪府 33'43'' +0'48" 36.6km/hSNIFF・OUTDOORLIFE Racing

佐々木 啄人/ｻｻｷ ﾀｸﾄ04MY180047140216 宮城県 33'56'' +1'01" 36.4km/h宮城県泉高等学校

矢島 ⻯⼀/ﾔｼﾞﾏ ﾘｭｳｲﾁ40717 埼玉県 34'00'' +1'05" 36.3km/hTEAM AMiGos

須藤 卓/ｽﾄｳ ｽｸﾞﾙ11ME190006738918 埼玉県 34'20'' +1'25" 36.0km/hsfida prego racing

井東 親吾/ｲﾄｳ ｼﾝｺﾞ13ME220128131719 東京都 35'24'' +2'29" 34.9km/h湾岸サイクリング・ユナイテッド

吉田 朋博/ﾖｼﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ588000141520 茨城県 35'24'' +2'29" 34.9km/h

児島 直樹/ｺｼﾞﾏ ﾅｵｷ21MM220122443021 静岡県 35'25'' +2'30" 34.8km/h

石嶋 貴規/ｲｼｼﾞﾏ ﾀｶﾉﾘ31222 栃木県 35'25'' +2'30" 34.8km/hHangover

永山 義人/ﾅｶﾞﾔﾏ ﾖｼﾋﾄ09ME180284339123 栃木県 35'25'' +2'30" 34.8km/hGufo Cycle Works

影森 信⼀郎/ｶｹﾞﾓﾘ ｼﾝｲﾁﾛｳ13ME060033431924 東京都 35'27'' +2'32" 34.8km/h多摩ポタ

山岡 俊和/ﾔﾏｵｶ ﾄｼｶｽﾞ11ME200010834225 茨城県 35'29'' +2'34" 34.8km/hS`fida prego racing

白鳥 興寛/ｼﾗﾄﾘ ﾄﾓﾋﾛ32226 東京都 35'33'' +2'38" 34.7km/hARCCレーシングチーム

山本 耕平/ﾔﾏﾓﾄ ｺｳﾍｲ12MM180134338127 千葉県 35'44'' +2'49" 34.5km/hARCCレーシングチーム

新藤 大翔/ｼﾝﾄﾞｳ ﾀｲﾄ11MY210044337728 埼玉県 36'00'' +3'05" 34.3km/h埼⽟ユース⾃転⾞競技部

油井 航祐/ﾕｲ ｺｳｽｹ13ME120094435329 東京都 36'04'' +3'09" 34.2km/h

鈴⽊ 悠介/ｽｽﾞｷ ﾕｳｽｹ09MY140131240530 栃木県 36'04'' +3'09" 34.2km/hブラウ・ブリッツェン

森 俊明/ﾓﾘ ﾄｼｱｷ13MM200082931531 東京都 36'05'' +3'10" 34.2km/hMIVRO

大柿 覚/ｵｵｶﾞｷ ｻﾄﾙ09ME210016836332 栃木県 36'06'' +3'11" 34.2km/h

土屋 雄⼀郎/ﾂﾁﾔ ﾕｳｲﾁﾛｳ11ME200010934433 茨城県 36'06'' +3'11" 34.2km/hPREGO

岩崎 雅/ｲﾜｻｷ ﾐﾔﾋﾞ40934 東京都 36'10'' +3'15" 34.1km/h

鈴⽊ 康麟/ｽｽﾞｷ ｺｳﾘﾝ14MJ220040042735 神奈川 36'32'' +3'37" 33.8km/hLINKVISION GIRASOLE CYCLING

藤巻 仁/ﾌｼﾞﾏｷ ﾋﾄｼ14ME180040042236 神奈川 36'33'' +3'38" 33.8km/hMGM GROMA

槇 勇人/ﾏｷ ﾊﾔﾄ11MY190102638237 埼玉県 36'33'' +3'38" 33.8km/h埼⽟ユース⾃転⾞競技部

⻤沢 和哉/ｵﾆｻﾞﾜ ｶｽﾞﾔ41738 茨城県 36'35'' +3'40" 33.7km/hチームとの

石田 豊/ｲｼﾀﾞ ﾕﾀｶ38039 栃木県 36'36'' +3'41" 33.7km/hTS TECH ⾃転⾞部

江口 健司/ｴｸﾞﾁ ｹﾝｼﾞ37940 栃木県 36'36'' +3'41" 33.7km/hHangover

荒井 佑輔/ｱﾗｲ ﾕｳｽｹ09MU180069641641 栃木県 36'37'' +3'42" 33.7km/h矢板アローズCyclingTeam

島崎 稔史/ｼﾏｻｷ ﾄｼﾌﾐ13ME180040439642 東京都 36'39'' +3'44" 33.7km/hARCCレーシングチーム

新井 優貴/ｱﾗｲ ﾕｳｷ11MY210136036043 埼玉県 36'41'' +3'46" 33.6km/h埼⽟ユース⾃転⾞競技部

江澤 秀朋/ｴｻﾞﾜ ｼｭｳﾎｳ11MU190233341044 埼玉県 36'41'' +3'46" 33.6km/h

谷本 健/ﾀﾆﾓﾄ ﾀｹｼ14MM080188332945 神奈川 36'42'' +3'47" 33.6km/hTeam BFY Racing

鈴⽊ 克明/ｽｽﾞｷ ｶﾂﾋﾛ39546 茨城県 36'42'' +3'47" 33.6km/h

吉田 勝彦/ﾖｼﾀﾞ ｶﾂﾋｺ11MM140235733547 埼玉県 36'43'' +3'48" 33.6km/hサイタマサイクルプロジェクト

新井 正/ｱﾗｲ ﾀﾀﾞｼ39448 東京都 36'43'' +3'48" 33.6km/h

齋藤 寛太/ｻｲﾄｳ ｶﾝﾀ08ME150219030649 茨城県 36'43'' +3'48" 33.6km/hウィンディー筑波

伊東 佑馬/ｲﾄｳ ﾕｳﾏ13ME120173731450 埼玉県 36'43'' +3'48" 33.6km/hMIVRO



RESULTS    Challenge / チャレンジ    15 Oct 2022    

15 Oct 2022COMMUNIQUE No. A-2-2

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

望月 和真/ﾓﾁﾂﾞｷ ｶｽﾞﾏ38651 栃木県 36'44'' +3'49" 33.6km/hTS TECH ⾃転⾞部

相場 正⾏/ｱｲﾊﾞ ﾏｻﾕｷ37552 栃木県 36'44'' +3'49" 33.6km/hBEYOND 70

福山 慧/ﾌｸﾔﾏ ｻﾄｼ12ME220209137353 千葉県 36'45'' +3'50" 33.6km/hShimogaku+SHEG

中田 京志郎/ﾅｶﾀﾞ ｷｮｳｼﾛｳ35454 栃木県 36'45'' +3'50" 33.6km/h

中嶋 秀成/ﾅｶｼﾞﾏ ﾋﾃﾞﾅﾘ33855 栃木県 36'45'' +3'50" 33.6km/h

加藤 瑛典/ｶﾄｳ ｴｲｽｹ38556 栃木県 37'04'' +4'09" 33.3km/hhangover

小谷 諭史/ｺﾀﾆ ｻﾄｼ50MT220098542157 神奈川 37'08'' +4'13" 33.2km/hMGM GROMA RACING TEAM

田村 真一/ﾀﾑﾗ ｼﾝｲﾁ33158 栃木県 37'44'' +4'49" 32.7km/h

細野 光彦/ﾎｿﾉ ﾐﾂﾋｺ32859 茨城県 37'46'' +4'51" 32.7km/h

山本 啓太/ﾔﾏﾓﾄ ｹｲﾀ39960 富山県 37'55'' +5'00" 32.5km/hバルバクラブトヤマ

若林 幹夫/ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾐｷｵ09ME100157934361 栃木県 37'59'' +5'04" 32.5km/hブラウ・ブリッツェン

菅野 広一/ｶﾝﾉ ｺｳｲﾁ31662 神奈川 37'59'' +5'04" 32.5km/hTeam BFY Racing

前川 大輔/ﾏｴｶﾜ ﾀﾞｲｽｹ33263 宮城県 37'59'' +5'04" 32.5km/hfirst

保利 祥太郎/ﾔｽﾘ ｼｮｳﾀﾛｳ42364 東京都 38'00'' +5'05" 32.5km/hAstama cycling team

爲永 誠/ﾀﾒﾅｶﾞ ﾏｺﾄ20ME210150034065 福井県 38'00'' +5'05" 32.5km/hバルバエチゼン

鈴⽊ 星凪/ｽｽﾞｷ ｾｲﾅ12MY220085040466 千葉県 38'04'' +5'09" 32.4km/h取手第一高校

横田 正美/ﾖｺﾀ ﾏｻﾐ09ME970052830167 栃木県 38'07'' +5'12" 32.4km/hkaneko  club  158    きぶな

伊藤 隼也/ｲﾄｳ ｼｭﾝﾔ29ME100164934668 和歌山 38'34'' +5'39" 32.0km/hパナソニックレーシング

川出 空/ｶﾜﾃﾞ ｿﾗ09MY210027635269 栃木県 38'38'' +5'43" 31.9km/hブラウ・ブリッツェン

篠崎 翔太/ｼﾉｻﾞｷ ｼｮｳﾀ09MU200003434970 栃木県 38'40'' +5'45" 31.9km/hブラウブリッツェン

宮崎 直樹/ﾐﾔｻﾞｷ ﾅｵｷ32771 栃木県 38'41'' +5'46" 31.9km/hチームWADA

石川 昌憲/ｲｼｶﾜ ﾏｻﾉﾘ13ME180304932372 東京都 38'47'' +5'52" 31.8km/h765Pro racing team

田上 建/ﾀｶﾞﾐ ﾀﾂﾙ09ME190003536873 栃木県 38'54'' +5'59" 31.7km/hHangover

前中 健/ﾏｴﾅｶ ﾀｹｼ36674 神奈川 38'56'' +6'01" 31.7km/hSVRC

大石 ⼒也/ｵｵｲｼ ﾘｷﾔ35575 静岡県 38'57'' +6'02" 31.7km/h

井上 康昌/ｲﾉｳｴ ﾔｽﾏｻ36476 栃木県 38'58'' +6'03" 31.7km/h

若松 秀門/ﾜｶﾏﾂ ｼｭｳﾄ41277 東京都 38'58'' +6'03" 31.7km/hY'sRoad

齋藤 和也/ｻｲﾄｳ ｶｽﾞﾔ39778 東京都 39'01'' +6'06" 31.6km/hTeamSOLA

田中 至/ﾀﾅｶ ｲﾀﾙ43179 埼玉県 39'51'' +6'56" 31.0km/h

小森 英彦/ｺﾓﾘ ﾋﾃﾞﾋｺ38380 栃木県 39'57'' +7'02" 30.9km/hhangover

松田 健吾/ﾏﾂﾀﾞ ｹﾝｺﾞ36581 三重県 39'58'' +7'03" 30.9km/h

高橋 勇二/ﾀｶﾊｼ ﾕｳｼﾞ09MT170307331382 栃木県 40'02'' +7'07" 30.8km/hウィンディー筑波

田口 紀昭/ﾀｸﾞﾁ ﾉﾘｱｷ11ME150011442983 埼玉県 40'07'' +7'12" 30.8km/h

藤澤 浩/ﾌｼﾞｻﾜ ﾋﾛｼ34784 栃木県 40'08'' +7'13" 30.7km/h

高橋 諒/ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳ35085 神奈川 40'13'' +7'18" 30.7km/hNAZEROSO

稲本 潤一/ｲﾅﾓﾄ ｼﾞｭﾝｲﾁ13ME180006130986 東京都 40'32'' +7'37" 30.4km/hBICI CERCATORE

栁 颯太郎/ﾔﾅｷﾞ ｿｳﾀﾛｳ09MU190142040687 栃木県 40'33'' +7'38" 30.4km/h矢板アローズcyclingチーム

善養寺 貴洋/ｾﾞﾝﾖｳｼﾞ ﾀｶﾋﾛ16MM970112440888 新潟県 40'33'' +7'38" 30.4km/hシュースイ・みどり福祉会

佐藤 光翼/ｻﾄｳ ｺｳｽｹ09MU200046942589 栃木県 41'07'' +8'12" 30.0km/h矢板アローズCyclingTeam

村井 佑圭/ﾑﾗｲ ﾕｳｷ09MY180026439290 栃木県 41'11'' +8'16" 30.0km/h

⻑嶋 仁/ﾅｶﾞｼﾏ ｼﾞﾝ30491 茨城県 41'33'' +8'38" 29.7km/hGRUPETTO 310

伊藤 大輔/ｲﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ09MU170205934892 栃木県 41'51'' +8'56" 29.5km/hブラウブリッツェン

柏崎 蒼⻁/ｶｼﾜｻﾞｷ ｼｹﾞﾄ09MY190047241893 栃木県 42'27'' +9'32" 29.1km/hブラウ・ブリッツェン

⼩林 輝/ｺﾊﾞﾔｼ ﾃﾙ32694 神奈川 42'30'' +9'35" 29.0km/h

本田 紗央⾥/ﾎﾝﾀﾞ ｻｵﾘ35895 東京都 42'30'' +9'35" 29.0km/h

田中 嗣人/ﾀﾅｶ ﾂｸﾞﾋﾄ35196 三重県 42'34'' +9'39" 29.0km/h

菅野 茂樹/ｶﾝﾉ ｼｹﾞｷ32497 東京都 42'56'' +10'01" 28.7km/h

⼩林 秀雄/ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞｵ13ME100040032598 東京都 43'24'' +10'29" 28.4km/hFAST LANE Racing

山下 幸将/ﾔﾏｼﾀ ｺｳｽｹ42699 東京都 43'43'' +10'48" 28.2km/hkiyose cycling community



RESULTS    Challenge / チャレンジ    15 Oct 2022    

15 Oct 2022COMMUNIQUE No. A-2-3

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

舟迫 颯/ﾌﾅﾊﾞｻﾏ ﾊﾔﾃ09MY1900190321100 栃木県 43'47'' +10'52" 28.2km/hブラウ・ブリッツェン

梅津 祐希/ｳﾒﾂ ﾕｳｷ13ME1700242398101 東京都 44'37'' +11'42" 27.7km/hBICI CERCATORE

橋本 弘子/ﾊｼﾓﾄ ﾋﾛｺ11FE1700509419102 埼玉県 45'06'' +12'11" 27.4km/hサイタマサイクルプロジェクト

篠崎 雅俊/ｼﾉｻﾞｷ ﾏｻﾄｼ308103 栃木県 45'48'' +12'53" 26.9km/hチーム との

柳瀬 悠理/ﾔﾅｾ ﾕｳﾘ18MU1700513400104 富山県 46'48'' +13'53" 26.4km/hバルバクラブトヤマ

上野 貴彦/ｳｴﾉ ﾀｶﾋｺ334105 栃木県 47'47'' +14'52" 25.8km/h

舟迫 慎太郎/ﾌﾅﾊﾞｻﾏ ｼﾝﾀﾛｳ90ME1900191320106 栃木県 48'13'' +15'18" 25.6km/h今泉八丁目

河野 愛佳/ｺｳﾉ ｱｲｶ401107 富山県 48'34'' +15'39" 25.4km/hバルバクラブトヤマ

飯嶋 幸夫/いいじま ゆきお369108 栃木県 48'42'' +15'47" 25.3km/h

水野 奈緒美/ﾐｽﾞﾉ ﾅｵﾐ428109 石川県 50'00'' +17'05" 24.7km/hバルバクラブカナザワ

馬場 智幸/馬場 智幸414110 東京都 50'29'' +17'34" 24.4km/hKIYOSE CC

伊藤 禎朗/ｲﾄｳ ｻﾀﾞｵ311111 千葉県 50'46'' +17'51" 24.3km/h

村井 孝司/ﾑﾗｲ ﾀｶｼ302- 京都府 DNFイエローインパルス

大森 悟史/ｵｵﾓﾘ ｻﾄｼ341- 栃木県 DNF

大木 靖博/ｵｵｷ ﾔｽﾋﾛ345- 神奈川 DNF

新井 拓実/ｱﾗｲ ﾀｸﾐ420- 栃木県 DNFHangover

馬場 直哉/ﾊﾞﾊﾞ ﾅｵﾔ20MM2101522303- 滋賀県 DNSバルバクラブエチゼン

松浦 耕介/ﾏﾂｳﾗ ｺｳｽｹ14ME2000726307- 神奈川 DNS

⾦屋 洋⼀郎/ｶﾅﾔ ﾖｳｲﾁﾛｳ2100279310- 東京都 DNSシャークアイランド

柴田 渓佑/ｼﾊﾞﾀ ｹｲｽｹ09my2000075330- 栃木県 DNSブラウブリッツェン

鈴⽊ 隆⾏/ｽｽﾞｷ ﾀｶﾕｷ337- 千葉県 DNS

鈴⽊ 智/ｽｽﾞｷ ｻﾄﾙ359- 栃木県 DNSナマズ栃木

生尾 完/ﾅﾏｵ ｶﾝ09MY2000094362- 栃木県 DNS埼⽟ユース⾃転⾞競技部

臼井 一雅/ｳｽｲ ｶｽﾞﾏｻ01ME1702062370- 栃木県 DNSHonda栃木

佐藤 正輝/ｻﾄｳ ﾏｻｷ09ME2001514371- 栃木県 DNSHangover

阿部 倫也/ｱﾍﾞ ﾐﾁﾅﾘ372- 東京都 DNSアングルドロア

⻄川 尚吾/ﾆｼｶﾜ ｼｮｳｺﾞ09ME0701776374- 栃木県 DNSHonda栃木

野尻 信也/ﾉｼﾞﾘ ｼﾝﾔ13MM2200073376- 東京都 DNS

松本 真幸/ﾏﾂﾓﾄ ﾏｻﾕｷ13ME2201377387- 東京都 DNSALDINA

渡邊 太智/ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｲﾁ13MY2101397388- 神奈川 DNSPasser 1850

蛭田 智啓/ﾋﾙﾀ ﾄｼﾋﾛ13ME1800385424- 東京都 DNSMGM GROMA Racing team

Number of starters: 115 Riders finishing after deadline: 0

Riders abandoning the race: 4
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