
RESULTS    Open Men / オープン 男子    15 Oct 2022    

15 Oct 2022COMMUNIQUE No. A-4-1

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

内田 宇海/Uchida takami27MU1500013541 茨城県 1:56'29'' 0'00" 37.1km/h弱虫ペダルサイクリングチーム

寺崎 武郎/Terasaki takero20ME0700340332 福井県 1:56'32'' +0'03" 37.1km/hバルバサイクルレーシングチーム

北野 普識/Kitano yukinori12ME0901542783 千葉県 1:56'32'' +0'03" 37.1km/hイナーメ信濃山形

高岡 亮寛/Takaoka akihiro13ME9700988634 東京都 1:56'32'' +0'03" 37.1km/hRoppongi Express

島野 翔汰/Shimano syota01MU1701564305 北海道 1:56'32'' +0'03" 37.1km/hYURIFitCyclingTEAM

⻘島 冬弥/Aoshima toya17MU1700780916 東京都 1:56'32'' +0'03" 37.1km/h明星大学

島崎 将男/Shimazaki masao01MJ2001674117 北海道 1:56'32'' +0'03" 37.1km/h北海道帯広南商業⾼等学校

佐藤 后嶺/Sato kouryo01MJ2001137128 北海道 1:56'35'' +0'06" 37.1km/h北海道⽯狩南⾼等学校

豊田 勝徳/Toyoda katsunori27ME1200215419 大阪府 1:57'05'' +0'36" 36.9km/hTREK MINIBUS RACING TEAM

五⼗嵐 洸太/Igarashi kota14MU15002383610 東京都 1:57'07'' +0'38" 36.9km/h弱虫ペダルサイクリングチーム

藤田 涼平/Fujita ryohei11ME11018754311 埼玉県 1:57'07'' +0'38" 36.9km/hさいたまディレーブ

中島 渉/Nakajima ayumi11MJ16008694912 埼玉県 1:57'07'' +0'38" 36.9km/h弱虫ペダルサイクリングチーム

渡邉 和貴/Watanab e kazuki13MU19005542913 東京都 1:57'10'' +0'41" 36.9km/hAvenir Cycling Yamanashi

佐々木 陸/Sasaki riku18ME21018118714 富山県 1:57'14'' +0'45" 36.9km/h

木村 裕己/Kimura yuki01ME10005386515 北海道 1:57'53'' +1'24" 36.6km/hRoppongiExpress

細川 健太/Hosokawa kenta21MU20000221716 静岡県 1:57'53'' +1'24" 36.6km/h弱虫ペダルサイクリングチーム

平口 泰輔/Hiraguchi taisuke01MU21018166617 北海道 1:57'53'' +1'24" 36.6km/h札幌じてんしゃ本舗

渡辺 耶斗/Watanabe yato13MU15027852418 東京都 1:57'53'' +1'24" 36.6km/hTeam FITTE

藤本 元貴/Fujimoto genki14MJ20004658419 神奈川 1:57'53'' +1'24" 36.6km/hPromotion × Athletes CYCLING

兼松 大和/Kanematsu yamato27ME15005964220 和歌山 1:57'55'' +1'26" 36.6km/hInfinity Style

生天目 直樹/Nabatame naoki14MJ19017729021 神奈川 1:57'55'' +1'26" 36.6km/hPHANTOM湘南

秋好 佑太/Akiyoshi yuta44ME18022075822 東京都 1:57'55'' +1'26" 36.6km/hVC福岡エリート

中村 文武/Nakamura fumitake13MM97028341523 東京都 1:58'12'' +1'43" 36.5km/hフィッツ

橋本 晴哉/Hashimoto seiya14ME13016438824 茨城県 1:58'16'' +1'47" 36.5km/hTRYCLE.ing

能登 滉太/Noto kota26ME19022728325 京都府 1:58'18'' +1'49" 36.5km/h京都大学

安冨 友裕/Yasutomi tomohiro13ME20006942326 愛知県 1:58'33'' +2'04" 36.4km/h名岐ベンド

関口 拓真/Sekiguchi takuma14MJ20014722227 神奈川 1:58'34'' +2'05" 36.4km/h

松井 夢源/Matsui mugen14MU16017309328 東京都 1:58'34'' +2'05" 36.4km/h明星⼤学⾃転⾞競技部

生天目 隼人/Nabatame hayato14MJ19017738929 神奈川 1:58'46'' +2'17" 36.4km/hPHANTOM湘南

市村 直生/Ichimura naoki12ME2200087330 千葉県 1:59'11'' +2'42" 36.2km/h湾岸サイクリング・ユナイテッド

岡崎 一輝/Okazaki kazuki21MJ18030193131 静岡県 1:59'28'' +2'59" 36.2km/hYamanakako Cycling Team

佐藤 浩⾏/Sato hiroyuki10ME19005266932 群馬県 1:59'57'' +3'28" 36.0km/h

高木 三千成/Takagi michinari11ME09006555533 東京都 2:00'15'' +3'46" 35.9km/hさいたまディレーブ

原田 将人/Harada masato28ME18025683734 兵庫県 2:00'17'' +3'48" 35.9km/hInfinity Style

宇賀持 凌/Ugamochi ryo09ME17009935335 栃木県 2:00'23'' +3'54" 35.9km/hサイタマサイクルプロジェクト

古川 修/Furukawa osamu09ME2000113736 栃木県 2:01'47'' +5'18" 35.5km/h矢板アローズCyclingTeam

小村 悠樹/Komura haruki19MU18024262637 栃木県 2:03'07'' +6'38" 35.1km/hTeam Eurasia iRC-Tire

阿部 航大/Abe kodai11ME12015922738 栃木県 2:03'07'' +6'38" 35.1km/hさいたまディレーブ

風間 大和/Kazawa yamato13MY18008474639 東京都 2:04'20'' +7'51" 34.7km/h淑徳巣鴨高等学校

相野 晴/Aino teru01MU18021023440 北海道 2:05'31'' +9'02" 34.4km/hlinkvison girasole

下島 将輝/Shimojima masaki07ME12014517541 福島県 2:05'49'' +9'20" 34.3km/h福島県 塙町

荻野 仁志/Ogino hitoshi13ME220218597- 東京都 FAD往来︕

佐藤 彰馬/Sato syouma10MU190052818- 群馬県 FADGreeen Lights Racing Team

横矢 峻/Yokoya syun12MU180004177- 千葉県 FAD埼玉大学

渡邊 和彦/Watanabe kazuhiko08MM22005098- 茨城県 FADチームとの

霜出 祐輝/Shimoide yuki14ME210033082- 神奈川 FAD往来教

高橋 拓也/Takahashi takuya20ME180286964- 福井県 FADバルバサイクルレーシングチーム

大久保 賢人/Okubo kento15ME120095781- ⼭梨県 FAD

梅津 飛羽/Umetsu towa01MJ200160813- 北海道 FADYURI FIT Cycling TEAM

伊藤 太平/Ito taihei08ME120037628- 千葉県 FADエクストリームつくば



RESULTS    Open Men / オープン 男子    15 Oct 2022    

15 Oct 2022COMMUNIQUE No. A-4-2

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

鈴⽊ 道也/Suzuki michiya11ME180030840- 栃木県 FADさいたまディレーブ

雑賀 大輔/Saika daisuke12MM140009685- 千葉県 DNF湾岸サイクリング・ユナイテッド

小森 継心/Komori keishin14MJ190144794- 神奈川 DNF明星⼤学⾃転⾞競技部

茂呂 佳名人/Moro kanato11MU160074944- 埼玉県 DNF東北学院⼤学

渡瀬 義雄/Watase yoshio21MU170005670- 静岡県 DNFYamanakako Cycling Team

小澤 拓⼈/Ozawa takuto13ME170112967- 東京都 DNFたかだフレンドレーシング

⼩林 海斗/Kobayashi kaito11MJ200002960- 埼玉県 DNF

嶋崎 善文/Shimasaki yoshifumi20MM210161838- 福井県 DNFバルバクラブエチゼン

秋田 圭佑/Akitake keisuke08MJ160163020- 神奈川 DNFTeam Eurasia-iRC TIRE

染谷 貴みず/Someya takami11ME22000949- 東京都 DNFサイタマサイクルプロジェクト

中林 航大/Nakabayashi kodai40ME190137957- 埼玉県 DNFVC福岡エリート

川島 綾太/Kawashima ryota14ME120018348- 愛知県 DNFアーティファクトレーシングチーム

佐久間 一稀/Sakuma itsuki18MJ200191252- 富山県 DNFバルバクラブトヤマ

⼾⽥ 誠/Toda makoto13MM970282168- 東京都 DNF⽇野⾃動⾞レーシングチーム

福原 大/Fukuhara dai11MM000169810- 埼玉県 DNFサイタマサイクルプロジェクト

渡邉 俊彦/Watanabe toshihiko09ME17020612- 栃木県 DNFチームとの

大岩 零治/Oiwa reiji12ME220003721- 千葉県 DNFJR East United

楢山 結己/Narayama yuki46MU190169674- 静岡県 DNF作新学院大学

笹川 悠汰/Sasagawa yuta09MU190128576- 栃木県 DNF作新学院大学

海⽼島 卓弥/Ebishima takuya11MJ200148656- 埼玉県 DNF浦和北⾼校

半田 ⼦⻯/Handa shiryu09ME160207479- 埼玉県 DNFさいたまディレーブ

重田 恵杜/Shigeta keito12MU160047551- 千葉県 DNF順天堂大学

髙橋 駿斗/Takahashi hayato01MY210018262- 北海道 DNF北海道帯広南商業⾼等学校

⼾⽥ 旺希/Toda oki11MU170296992- 埼玉県 DNF明星大学

⾦澤 映幸/Kanazawa hayu09MJ200124839- 栃木県 DNF

安江 永遠/Yasue towa08MU160265473- 茨城県 DNF作新学院大学

島崎 晃一/Shimazaki koichi13ME030004225- 東京都 DNF⽇野⾃動⾞レーシングチーム

⻄⽥ 圭/Nishida kei09MU210082032- 栃木県 DNF作新学院大学

髙田 楓雅/Takada fuga09MU170209080- 栃木県 DNF作新学院大学

高田 堅斗/Takada kento46MU170229596- 東京都 DNF明星⼤学⾃転⾞競技部

鈴⽊ 真理/Suzuki sinri09ME970098086- 千葉県 DNFTRUTH BIKE

高山 秀樹/Takayama hideki27MM160000850- 千葉県 DNFＴｒｉ－Ｘ ＪＡＰＡＮ

井出 貴士/Ide takashi11ME17004891- 栃木県 DNSサイタマサイクルプロジェクト

小山田 亮/Oyamada ryo21MU17007514- 静岡県 DNSTEAM YOU CAN

三橋 ⼤治郎/Mitsuhashi daijiro13ME19006615- 東京都 DNSMIVRO

光山 英典/Mitsuyama hidenori12MM11005706- 千葉県 DNSGROWING RACING TEAM

香山 ⾶龍/Kayama hiryu14MU160199614- 神奈川 DNS弱虫ペダルサイクリングチーム

三上 玄/Mikami gen13ME200154416- 東京都 DNSY’sroad

小川 剛司/Ogawa koji13MM180053519- 東京都 DNSIMEレーシング

武笠 展大/Musaka nobuhiro08ME170085535- 茨城県 DNSエクストリームつくば

小関 創斗/Koseki soto06MU180206945- 栃木県 DNS作新学院⼤学⾃転⾞部

相原 晴一朗/Aihara seiichiro14ME150211147- 東京都 DNS稲城FIETSクラスアクト

鈴⽊ 智也/Suzuki tomoya08MJ200129659- 茨城県 DNSチームとの

永富 一騎/Nagatomi kazuki09MU160221161- 栃木県 DNS群馬グリフィンレーシングチーム

大野 国寿/Ono kunihisa16MM100004271- 新潟県 DNSF(t)麒麟⼭racing

大久保 敬⼀郎/Okubo keiichiro09ME210029072- 栃木県 DNS矢板アローズサイクリングチーム

仙洞⽥ 雄大/Sendo yuta15MU180187995- 東京都 DNS明星⼤学⾃転⾞競技部



RESULTS    Open Men / オープン 男子    15 Oct 2022    

15 Oct 2022COMMUNIQUE No. A-4-3

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

Number of starters: 82 Riders finishing after deadline: 10

Riders abandoning the race: 31

Comment： 特別規則により、8％ルールを適用する

Lap  Rank   Num          Rider / 選手名                                               　　　　　　　　　　チーム名

SPRINT PRIZE / スプリント賞 

高木 三千成/Takagi michinari551位 さいたまディレーブ3

荻野 仁志/Ogino hitoshi972位 往来︕3

渡邉 和貴/Watanab e kazuki293位 Avenir Cycling Yamanashi3

橋本 晴哉/Hashimoto seiya881位 TRYCLE.ing6

豊田 勝徳/Toyoda katsunori412位 TREK MINIBUS RACING TE6

秋好 佑太/Akiyoshi yuta583位 VC福岡エリート6


