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

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



RESULTS    Challenge Group-1 / チャレンジチャレンジチャレンジチャレンジ 第第第第1組組組組    21 Oct 2017    

21 Oct 2017COMMUNIQUE No. A-1-3

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

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638111 栃木 44'55'' +10'39" 27.5km/h

黒川 真/ｸﾛｶﾜ ﾏｺﾄ643112 栃木 44'57'' +10'41" 27.4km/h

高山 秀樹/ﾀｶﾔﾏ ﾋﾃﾞｷ585113 東京 45'29'' +11'13" 27.1km/h

落合 拓郎/ｵﾁｱｲ ﾀｸﾛｳ540114 千葉 46'19'' +12'03" 26.6km/h

田中 智也/ﾀﾅｶ ﾄﾓﾔ625115 静岡 46'21'' +12'05" 26.6km/h

上田 浩史/ｳｴﾀﾞ ﾋﾛﾌﾐ639116 栃木 47'06'' +12'50" 26.2km/h

鈴木 夏彦/ｽｽﾞｷ ﾅﾂﾋｺ599117 神奈川 48'55'' +14'39" 25.2km/h

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

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: 0

Riders abandoning the race: 13

Comment：Comment：Comment：Comment：
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21 Oct 2017COMMUNIQUE No. A-2-1

 Pl.     Num                       Rider / 選手名選手名選手名選手名 Time都道府県都道府県都道府県都道府県 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

 Pl.     Num                       Rider / 選手名選手名選手名選手名 Time都道府県都道府県都道府県都道府県 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79886 栃木 45'47'' +10'07" 26.9km/h

鈴木 遼/ｽｽﾞｷ ﾘｮｳ73087 栃木 45'49'' +10'09" 26.9km/h

石川 昌憲/ｲｼｶﾜ ﾏｻﾉﾘ70588 東京 45'51'' +10'11" 26.9km/h

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

 Pl.     Num                       Rider / 選手名選手名選手名選手名 Time都道府県都道府県都道府県都道府県 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



RESULTS    Challenge Group-2 / チャレンジチャレンジチャレンジチャレンジ 第第第第2組組組組    21 Oct 2017    

21 Oct 2017COMMUNIQUE No. A-2-4

 Pl.     Num                       Rider / 選手名選手名選手名選手名 Time都道府県都道府県都道府県都道府県 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: 0

Riders abandoning the race: 37

Comment：Comment：Comment：Comment：



GENERAL RESULTS (Top 6)    Challenge General / チャレンジチャレンジチャレンジチャレンジ 総合成績総合成績総合成績総合成績    21 Oct 2017    

21 Oct 2017COMMUNIQUE No. A-3-1

 Pl.   Num                    Rider / 選手名選手名選手名選手名 Time所属　　　　所属　　　　所属　　　　所属　　　　    チーム名チーム名チーム名チーム名 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

WOMEN'S WINNER (Top 3) / 女子女子女子女子1～～～～3位位位位

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

1 渡部 春雅/ﾜﾀﾍﾞ ｶｽｶﾞ721 神奈川 38'38'' +4'22" 31.9km/h

2 小林 慧美/ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾄﾐ723 東京 42'29'' +8'13" 29.0km/h



RESULTS    Open Women / オープンオープンオープンオープン 女子女子女子女子    21 Oct 2017    

21 Oct 2017COMMUNIQUE No. A-4-1

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

金子 広美/KANEKO, HiromiJPN198009094171 三重 58'21'' 0'00" 31.7km/h

大堀 博美/OHORI, HiromiJPN199303204052 神奈川 58'21'' 0'00" 31.7km/h

中井 彩子/NAKAI, AyakoJPN199605174043 鹿児島 59'26'' +1'05" 31.1km/h

西 加南子/NISHI, KanakoJPN197012134114 千葉 59'26'' +1'05" 31.1km/h

合田 祐美子/GODA, YumikoJPN199211154025 岡山 59'32'' +1'11" 31.1km/h

吉川 美穂/YOSHIKAWA, MihoJPN199301154016 栃木 1:00'07'' +1'46" 30.8km/h

伊藤 杏菜/ITO, AnnaJPN199512034077 愛知 1:00'08'' +1'47" 30.8km/h

石上 夢乃/ISHIGAMI, YunoJPN200005194108 神奈川 1:00'12'' +1'51" 30.7km/h

新川 明子/SHINKAWA, AkikoJPN199305284069 栃木 1:00'16'' +1'55" 30.7km/h

谷江 史帆/TANIE, ShihoJPN1996032540910 福井 1:00'18'' +1'57" 30.7km/h

中川 由理/NAKAGAWA, YuriJPN2000092642111 埼玉 1:02'54'' +4'33" 29.4km/h

山崎 友里/ASAKURA, MotoiJPN1987081042212 富山 1:02'56'' +4'35" 29.4km/h

島橋 由美子/SHIMAHASHI, YumikoJPN1985121442313 富山 1:02'56'' +4'35" 29.4km/h

久木野 衣美/KUKINO, EmiJPN1994060842514 鹿児島 1:03'30'' +5'09" 29.1km/h

鳥山 訓世/TORIYAMA, MichiyoJPN1981010141615 東京 1:04'45'' +6'24" 28.6km/h

大宅 陽子/OYA, YokoJPN1986100242616 埼玉 1:05'02'' +6'41" 28.5km/h

前島 律子/MAEJIMA, RitsukoJPN1965061842717 東京 1:06'18'' +7'57" 27.9km/h

簑原 由加利/MINOHARA, YukariJPN1983011742418 東京 1:07'01'' +8'40" 27.6km/h

後藤 真美/GOTO, MamiJPN1982050341219 茨城 1:07'40'' +9'19" 27.3km/h

福本 千佳/FUKUMOTO, ChikaJPN1993022640820 大阪 1:07'46'' +9'25" 27.3km/h

西森 彩良々/NISHIMORI, SararaJPN19961013420- 鹿児島 FAD

田上 萌々子/TANOUE, MomokoJPN19980530428- 埼玉 FAD

石坂 琴美/ISHIZAKA, KotomiJPN19980106413- 東京 FAD

小髙 セツコ/KOTAKA, SetsukoJPN19661214414- 東京 FAD

福田 咲絵/FUKUDA, SaeJPN19950707403- 神奈川 DNS

田中 庸子/TANAKA, NorikoJPN19900502415- 埼玉 DNS

唐見 実世子/KARAMI, MiyokoJPN19740906418- 茨城 DNS

島崎 典子/SHIMAZAKI, NorikoJPN19730210419- 埼玉 DNS

Number of starters: 24 Riders finishing after deadline: 4

Riders abandoning the race: 0

Comment：Comment：Comment：Comment： 特別規則により、先頭から10分で打ち切りとする特別規則により、先頭から10分で打ち切りとする特別規則により、先頭から10分で打ち切りとする特別規則により、先頭から10分で打ち切りとする



RESULTS    Open Men / オープンオープンオープンオープン 男子男子男子男子    21 Oct 2017    

21 Oct 2017COMMUNIQUE No. A-5-1

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

横塚 浩平/YOKOTSUKA, KoheiJPN1994080851 東京 1:57'00'' 0'00" 36.9km/h

武山 晃輔/TAKEYAMA, KosukeJPN1997112242 栃木 1:57'01'' +0'01" 36.9km/h

中井 唯晶/NAKAI, TadaakiJPN199612121633 京都 1:57'01'' +0'01" 36.9km/h

沢田 桂太郎/SAWADA, KeitaroJPN199801211714 東京 1:57'02'' +0'02" 36.9km/h

西原 裕太郎/NISHIHARA, YutaroJPN19991118555 奈良 1:57'04'' +0'04" 36.9km/h

中村 魁斗/NAKAMURA, KaitoJPN19970120126 神奈川 1:57'04'' +0'04" 36.9km/h

勝又 高陽/KATSUMATA, KoyoJPN1996052577 東京 1:57'04'' +0'04" 36.9km/h

高木 三千成/TAKAGI, MichinariJPN19930416368 埼玉 1:57'04'' +0'04" 36.9km/h

鈴木 浩太/SUZUKI, KotaJPN199704151329 東京 1:57'04'' +0'04" 36.9km/h

織田 聖/ODA, HijiriJPN19981123910 埼玉 1:57'04'' +0'04" 36.9km/h

安田 京介/YASUDA, KyosukeJPN1995072916411 京都 1:57'04'' +0'04" 36.9km/h

松木 健治/MATSUKI, KenjiJPN197912048212 埼玉 1:57'04'' +0'04" 36.9km/h

鳥倉 必勝/TORIKURA, HisshouJPN2000091318413 神奈川 1:57'04'' +0'04" 36.9km/h

小嶋 渓円/KOJIMA, KeienJPN199612239314 神奈川 1:57'04'' +0'04" 36.9km/h

當原 隼人/TOBARU, HayatoJPN1997062617015 神奈川 1:57'04'' +0'04" 36.9km/h

坂大 恵太/BANDAI, KeitaJPN198603139716 新潟 1:57'04'' +0'04" 36.9km/h

石井 祥平/ISHII, ShouheiJPN199411191117 神奈川 1:57'04'' +0'04" 36.9km/h

宇佐美 颯基/USAMI, HayakiJPN2000092616718 神奈川 1:57'04'' +0'04" 36.9km/h

前田 公平/MAEDA, KoheiJPN1994061513919 東京 1:57'04'' +0'04" 36.9km/h

豊田 勝徳/TOYODA, KatsunoriJPN1988092910820 大阪 1:57'04'' +0'04" 36.9km/h

藤田 俊輔/FUJITA, ShunsukeJPN199709299221 京都 1:57'04'' +0'04" 36.9km/h

松島 拓人/MATSUSHIMA, TakutoJPN199011164722 神奈川 1:57'04'' +0'04" 36.9km/h

石原 悠希/ISHIHARA, YukiJPN19970405123 栃木 1:57'04'' +0'04" 36.9km/h

米谷 隆志/YONETANI, TakashiJPN1995101315224 東京 1:57'04'' +0'04" 36.9km/h

重満 丈/SHIGEMITSU, JoJPN1998053014625 鹿児島 1:57'57'' +0'57" 36.6km/h

赤荻 秀弥/AKAOGI, ShuyaJPN1999053112626 栃木 1:57'57'' +0'57" 36.6km/h

岡 泰誠/OKA, YasumasaJPN199208299827 茨城 1:57'58'' +0'58" 36.6km/h

加藤 淳一/KATOU, JunichiJPN197611272228 愛知 1:58'00'' +1'00" 36.6km/h

中川 直樹/NAKAGAWA, NaokiJPN199508023729 愛知 1:58'01'' +1'01" 36.6km/h

尾形 尚彦/OGATA, TakahikoJPN19981205230 東京 1:58'03'' +1'03" 36.6km/h

佐野 千尋/SANO, ChihiroJPN198711112131 埼玉 1:58'25'' +1'25" 36.5km/h

浜田 大雅/HAMADA, TaigaJPN1998081321032 埼玉 1:58'37'' +1'37" 36.4km/h

溝口 智貴/MIZOGUCHI, TomokiJPN1997101319033 京都 1:58'39'' +1'39" 36.4km/h

奥村 十夢/OKUMURA, TomuJPN1999020912434 東京 1:58'39'' +1'39" 36.4km/h

冨尾 大地/TOMIO, DaichiJPN1997012214735 鹿児島 1:58'42'' +1'42" 36.4km/h

青木 峻二/AOKI, ShunjiJPN198407121736 神奈川 1:58'42'' +1'42" 36.4km/h

齊藤 瞭汰/SAITOU, RyoutaJPN1996062211837 神奈川 2:01'08'' +4'08" 35.7km/h

小関 寛/KOSEKI, HiroshiJPN198511091838 栃木 2:03'00'' +6'00" 35.1km/h

阿部 航大/ABE, KodaiJPN199606091039 栃木 2:03'08'' +6'08" 35.1km/h

北野 普識/KITANO, YukinoriJPN1988072015340 千葉 2:03'27'' +6'27" 35.0km/h

八幡 光哉/YAHATA, MitsuyaJPN1983041816941 東京 2:03'29'' +6'29" 35.0km/h

水間 健/MIZUMA, TakeshiJPN1990050821542 栃木 2:03'30'' +6'30" 35.0km/h

菅野 正明/KANNO, MasaakiJPN198807217443 東京 2:03'33'' +6'33" 35.0km/h

半澤 雄高/HANZAWA, YutakaJPN197701292444 千葉 2:03'39'' +6'39" 34.9km/h

山田 大樹/YAMADA, HirokiJPN198804102645 徳島 2:03'43'' +6'43" 34.9km/h

山岸 大地/YAMAGISHI, DaichiJPN1999091810346 神奈川 2:04'03'' +7'03" 34.8km/h

宇賀 隆貴/UGA, RyukiJPN1999100821247 東京 2:04'05'' +7'05" 34.8km/h

高岡 亮寛/TAKAOKA, AkihiroJPN1977101510548 神奈川 2:04'17'' +7'17" 34.8km/h

古谷 崇/KOYA, TakashiJPN197811258849 茨城 2:05'13'' +8'13" 34.5km/h

齋藤 友一/SAITO, YuichiJPN1995101722050 福井 2:05'30'' +8'30" 34.4km/h



RESULTS    Open Men / オープンオープンオープンオープン 男子男子男子男子    21 Oct 2017    

21 Oct 2017COMMUNIQUE No. A-5-2

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

田﨑 康平/TASAKI, KoheiJPN1996111515651 栃木 2:05'32'' +8'32" 34.4km/h

石井 駿平/ISHII, ShumpeiJPN1997040314552 鹿児島 2:05'45'' +8'45" 34.4km/h

草場 啓吾/KUSABA, KeigoJPN1996090813053 東京 2:05'45'' +8'45" 34.4km/h

湯浅 健生/YUASA, TatsukiJPN1997111517454 神奈川 2:05'45'' +8'45" 34.4km/h

川島 綾太/KAWASHIMA, RyoutaJPN1996112811755 神奈川 2:05'45'' +8'45" 34.4km/h

鳴海 颯/NARUMI, SohJPN199711136556 東京 2:05'45'' +8'45" 34.4km/h

小林 宏志/KOBAYASHI, HiroshiJPN197303303357 栃木 2:05'45'' +8'45" 34.4km/h

栗原 悠/KURIHARA, HarukaJPN1998072418658 東京 2:05'45'' +8'45" 34.4km/h

酒井 紀章/SAKAI, NoriakiJPN197606103059 福井 2:05'45'' +8'45" 34.4km/h

河合 玄太/KAWAI, GentaJPN197604047960 栃木 2:05'51'' +8'51" 34.3km/h

梶田 歩/KAJITA, AyumuJPN1988120413861 東京 2:05'55'' +8'55" 34.3km/h

森 達哉/MORI, TatsuyaJPN1997061718362 京都 2:05'55'' +8'55" 34.3km/h

加納 篤/KANO, AtsushiJPN1980072220663 埼玉 2:06'04'' +9'04" 34.3km/h

香山 飛龍/KAYAMA, HiryuJPN200007218764 神奈川 2:06'36'' +9'36" 34.1km/h

原 裕紀/HARA, YukiJPN19941213198- 千葉 FAD

園田 大智/SONODA, DaichiJPN20000826155- 埼玉 FAD

藤田 涼平/FUJITA, RyoheiJPN19970313225- 埼玉 FAD

松尾 修作/MATSUO, ShusakuJPN19890715181- 東京 FAD

竹村 拓/TAKEMURA, TakuJPN19970928121- 東京 FAD

小口 達矢/KOGUCHI, TatsuyaJPN19971024129- 栃木 FAD

嶋田 祥/SHIMADA, ShoJPN19980514110- 愛知 FAD

渡邊 聡/WATANABE, SatoruJPN1972061025- 神奈川 FAD

堀込 統吾/HORIGOME, TogoJPN19970720131- 東京 FAD

及川 一総/OIKAWA, KazusaJPN19980610191- 栃木 FAD

小山 智也/KOYAMA, TomoyaJPN19980718102- 東京 FAD

吉岡 拓也/YOSHIOKA, TakuyaJPN19981122150- 福井 FAD

平井 光介/HIRAI, KosukeJPN2000100290- 山梨 DNF

白崎 剛/SHIRASAKI, TsuyoshiJPN19930204221- 福井 DNF

渡辺 拓也/WATANABE, TakuyaJPN19840214179- 神奈川 DNF

細田 悠太/HOSODA, YuutaJPN2000061558- 鹿児島 DNF

平野 宏明/HIRANO, HiroakiJPN19821214166- 栃木 DNF

小泉 亮一/RYOICHI, KoizumiJPN1992052744- 栃木 DNF

山本 裕昭/YAMAMOTO, HiroakiJPN19721003134- 静岡 DNF

重田 恵杜/SHIGETA, KeitoJPN20001101133- 千葉 DNF

加藤 智信/KATO, TomonobuJPN19930912205- 神奈川 DNF

蠣崎 優仁/KAKIZAKI, EugeneJPN1999050878- 静岡 DNF

青木 誠/AOKI, MakotoJPN1976032194- 東京 DNF

新田 東弥/NITTA, ToyaJPN19980203149- 鹿児島 DNF

長田 華山/NAGATA, KazanJPN2001121686- 東京 DNF

岩倉 航太郎/IWAKURA, KotaroJPN1980020296- 神奈川 DNF

普久原 奨/FUKUHARA, MasaruJPN1981101564- 栃木 DNF

西尾 憲人/NISHIO, KeitoJPN19950706120- 東京 DNF

小室 雅成/KOMURO, MasanariJPN1971012981- 埼玉 DNF

岸本 侑大/KISHIMOTO, YukihiroJPN19890119142- 茨城 DNF

岡部 祐太/OKABE, YutaJPN19960507119- 広島 DNF

木下 翔平/KINOSHITA, ShoheiJPN1985111529- 埼玉 DNF

早川 祐司/HAYAKAWA, YujiJPN1975091532- 栃木 DNF

神原 真人/KAMBARA, MasatoJPN1983102553- 茨城 DNF

櫻庭 悠真/SAKURABA, YuumaJPN19980921195- 神奈川 DNF

坂東 克浩/BANDO, KatsuhiroJPN1975041784- 徳島 DNF



RESULTS    Open Men / オープンオープンオープンオープン 男子男子男子男子    21 Oct 2017    

21 Oct 2017COMMUNIQUE No. A-5-3

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

鵜沼 利久/UNUMA, RikuJPN19980925141- 福島 DNF

吉田 勝彦/YOSHIDA, KatsuhikoJPN1968123060- 埼玉 DNF

島野 翔汰/SHIMANO, ShotaJPN2000090457- 北海道 DNF

紺野 元汰/KONNO, GentaJPN19930315176- 神奈川 DNF

伊藤 淳/ITO, JunJPN1988070639- 埼玉 DNF

五十嵐 洸太/IKARASHI, KoutaJPN20011224112- 神奈川 DNF

福田 圭晃/FUKUDA, YoshiakiJPN2000082238- 神奈川 DNF

辻本 尚希/TSUJIMOTO, NaokiJPN1992030215- 埼玉 DNF

佐藤 遼/SATO, RyoJPN19960507154- 東京 DNF

伊藤 太平/ITOH, TaiheiJPN1982121431- 千葉 DNF

早瀬 憲太郎/HAYASE, KentaroJPN1973042773- 神奈川 DNF

原田 敬文/HARADA, TakahumiJPN19990117224- 東京 DNF

東 勝哉/HIGASHI, KatsuyaJPN19950318106- 千葉 DNF

光山 英典/MITSUYAMA, HidenoriJPN19891011197- 千葉 DNF

磯崎 直樹/ISOZAKI, NaokiJPN1982032552- 茨城 DNF

長妻 暁/NAGATSUMA, AkiraJPN1975072250- 神奈川 DNF

相川 茂徳/AIKAWA, ShigenoriJPN1982010945- 埼玉 DNF

伊藤 敦弘/ITO, AtsuhiroJPN19680424192- 宮城 DNF

福岡 実/FUKUOKA, MinoruJPN19740727115- 東京 DNF

雨澤 弘機/AMEZAWA, HirokiJPN1987092977- 神奈川 DNF

櫻井 俊太朗/SAKURAI, ShuntaroJPN19990228178- 千葉 DNF

寺崎 武郎/TERASAKI, TakeroJPN1991111813- 福井 DNF

内野 直也/UCHINO, NaoyaJPN1994050199- 埼玉 DNF

大東 泰弘/DAITOU, YasuhiroJPN1987100528- 愛知 DNF

野口 悠真/NOGUCHI, YumaJPN199006026- 東京 DNF

黒枝 咲哉/KUROEDA, SayaJPN199509283- 鹿児島 DNF

床井 亮太/TOKOI, RyoutaJPN19981211175- 栃木 DNF

椎貝 竜哉/SHIIGAI, RyuyaJPN20000307189- 栃木 DNF

山本 哲央/YAMAMOTO, TetsuoJPN20000317188- 山梨 DNF

白石 光/SHIRAISHI, HikaruJPN2000040359- 神奈川 DNF

齋藤 寛太/SAITO, KantaJPN19940324127- 茨城 DNF

松井 大輝/MATSUI, DaikiJPN1997101963- 茨城 DNF

成海 大地/NARUMI, DaichiJPN19960416148- 鹿児島 DNF

福吉 紳悟/FUKUYOSHI, ShingoJPN1980082068- 神奈川 DNF

小野寺 慶/ONODERA, KeiJPN2000101920- 栃木 DNF

小野寺 望/NOZOMU, OnoderaJPN19970710211- 東京 DNF

川嶋 祐輔/KAWASHIMA, YusukeJPN19981113162- 愛知 DNF

伊藤 晋一/ITOU, ShinichiJPN19791015222- 神奈川 DNF

吉江 元/YOSHE, HajimeJPN1999030369- 茨城 DNF

永富 一騎/NAGATOMI, KazukiJPN20000104165- 東京 DNF

石井 庸義/ISHII, NobuyoshiJPN1973092154- 千葉 DNF

円谷 義誠/TSUMURAYA, YoshitakaJPN19980808160- 福島 DNF

新井 優樹/ARAI, YukiJPN19950525159- 神奈川 DNF

小畠 和也/OBATA, KazuyaJPN19970121199- 京都 DNF

直井 駿太/NAOI, ShuntaJPN19960628123- 東京 DNF

名渕 光希/NABUCHI, KoukiJPN1999012171- 栃木 DNF

水野 槙人/MIZUNO, MakitoJPN19980630125- 東京 DNF

熊田 哲也/KUMATA, TetsuyaJPN19920322219- 宮城 DNF

岩佐 昭一/IWASA, ShouichiJPN19860628180- 千葉 DNF

新村 拓也/SHIMMURA, TakuyaJPN1995053072- 東京 DNF
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橋詰 丈/HASHIZUME, JoJPN19960612122- 東京 DNF

森田 和也/MORITA, KazuyaJPN1993050883- 京都 DNF

佐藤 大紀/SATO, DaikiJPN19970407161- 愛知 DNF

西沢 倭義/NISHIZAWA, IyoriJPN1991081116- 神奈川 DNF

清水 大樹/SHIMIZU, TaikiJPN19990529168- 神奈川 DNF

金井 優樹/KANAI, YukiJPN20010731209- 埼玉 DNF

古田 潤/FURUTA, JunJPN19960927173- 神奈川 DNF

永瀬 勝彬/NAGASE, KatsuakiJPN1982092442- 東京 DNF

瀧山 里玖/TAKIYAMA, RikuJPN19981015196- 京都 DNF

秋山 哲也/AKIYAMA, TetsuyaJPN19650720143- 静岡 DNF

原 崇泰/HARA, TakayasuJPN20000215204- 東京 DNF

相葉 健太郎/AIBA, KentaroJPN19981023135- 東京 DNF

山倉 朋之/YAMAKURA, TomoyukiJPN1989110476- 千葉 DNF

大場 政登志/OBA, MasatoshiJPN19880702194- 埼玉 DNF

田口 紀昭/TAGUCHI, NoriakiJPN19730201144- 埼玉 DNF

川久保 大海/KAWAKUBO, HiromiJPN1997112685- 埼玉 DNF

西石垣 誠友/NISHIISHIGAKI, SeiyuJPN19941107200- 千葉 DNF

今井 希/IMAI, NozomiJPN20010324217- 埼玉 DNF

高木 歩夢/TAKAGI, AyumuJPN19990324128- 東京 DNF

谷田貝 将弥/YATAGAI, MasahiroJPN19980703193- 栃木 DNF

吉田 昂広/YOSHIDA, TakahiroJPN19940406113- 東京 DNF

鈴木 聖士/SUZUKI, SeijiJPN1989031666- 愛知 DNF

植田 春樹/UEDA, HarukiJPN1988072635- 埼玉 DNF

雨宮 耕基/AMEMIYA, KokiJPN1995082461- 山梨 DNF

蒲山 裕起/KABAYAMA, YukiJPN1989033170- 千葉 DNF

田中 英祐/TANAKA, EisukeJPN19960516185- 埼玉 DNF

金光 仁/KANEMITSU, JinJPN1989110523- 東京 DNF

岡野 竜希/OKANO, RyukiJPN19971215218- 千葉 DNF

山本 雅道/YAMAMOTO, MasamichiJPN1978080434- 神奈川 DNF

中野 雄太/NAKANO, YutaJPN19970130182- 京都 DNF

木村 豊/KIMURA, YutakaJPN19850220201- 宮城 DNF

小野 太/ONO, FutoshiJPN1968112080- 栃木 DNF

原田 啓多/HARADA, KeitaJPN19980101172- 埼玉 DNF

花見 和哉/HANAMI, KazuyaJPN20000427202- 埼玉 DSQ

山本 大喜/YAMAMOTO, MasakiJPN199601088- 鹿児島 DNS

中村 龍太郎/NAKAMURA, RyutaroJPN1990122414- 千葉 DNS

公文 拓真/KUMON, TakumaJPN1985090119- 埼玉 DNS

中鶴 友樹/NAKATSURU, TomokiJPN1973071927- 沖縄 DNS

國見 洋光/KUNIMI, HiromitsuJPN1986112040- 東京 DNS

阿島 哲夫/AJIMA, TetsuoJPN1972110441- 神奈川 DNS

松木 匡宏/MATSUKI, TadahiroJPN1980071443- 神奈川 DNS

中村 潤/NAKAMURA, JunJPN1984062846- 東京 DNS

田中 忍/TANAKA, ShinobuJPN1974072248- 東京 DNS

河合 宏樹/KAWAI, HirokiJPN1983102449- 千葉 DNS

猿田 匠/SARUTA, TakumiJPN1996030851- 宮城 DNS

和田 清秀/WADA, KiyohideJPN1985091362- 埼玉 DNS

大澤 淳真/OSAWA, AtsumasaJPN1975052467- 神奈川 DNS

池田 和貴/IKEDA, KazukiJPN1989061375- 新潟 DNS

丹野 沙音志/TANNO, SatoshiJPN1992081689- 埼玉 DNS

西谷 雅史/NISHITANI, MasafumiJPN1967032491- 東京 DNS
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山口 博久/YAMAGUCHI, HirohisaJPN1975012995- 東京 DNS

阿部 孝寛/ABE, TakahiroJPN19770221100- 神奈川 DNS

荒木 知/ARAKI, SatoshiJPN20000303101- 栃木 DNS

増田 弘誠/MASUDA, HironagaJPN19960723104- 静岡 DNS

熊田 湧太/KUMADA, YutaJPN19980105107- 東京 DNS

村上 淳/MURAKAMI, SunaoJPN19810527109- 東京 DNS

島崎 一也/SHIMAZAKI, KazuyaJPN19680713111- 埼玉 DNS

江越 海玖也/EGOSHI, MikuyaJPN19990720114- 神奈川 DNS

高橋 利尚/TAKAHASHI, ToshinaoJPN19900906116- 神奈川 DNS

重田 兼吾/SHIGETA, KengoJPN19941210136- 千葉 DNS

三澤 優樹/MISAWA, YukiJPN19990812137- 福島 DNS

鈴木 史竜/SUZUKI, ShiryuJPN19980416140- 静岡 DNS

渡邉 歩/WATANABE, AyumuJPN19980308151- 福島 DNS

鷲巣 怜/WASHIZU, RayJPN19970818157- 東京 DNS

中川 涼/NAKAGAWA, RyouJPN19980907158- 埼玉 DNS

古谷 寛世/FURUYA, KanseiJPN19990811177- 茨城 DNS

山口 和来/YAMAGUCHI, KazukiJPN19950209187- 東京 DNS

河合 貴明/KAWAI, TakaakiJPN19791227203- 栃木 DNS

関 拓真/SEKI, TakumaJPN19991108207- 神奈川 DNS

納家 一樹/NAYA, KazukiJPN19970614208- 東京 DNS

サラダペレス ハビエルJPN19880604213- 広島 DNS

中川 拳/NAKAGAWA, KenJPN19970922214- 東京 DNS

大津 将史/OHTSU, MasashiJPN19850104216- 茨城 DNS

成毛 千尋/NARUKE, ChihiroJPN19871225223- 東京 DNS

Number of starters: 183 Riders finishing after deadline: 12

Riders abandoning the race: 107

Comment：Comment：Comment：Comment： 特別規則により、先頭から10分で打ち切りとする特別規則により、先頭から10分で打ち切りとする特別規則により、先頭から10分で打ち切りとする特別規則により、先頭から10分で打ち切りとする

#202の選手はサインをせずに出走したため、失格とする#202の選手はサインをせずに出走したため、失格とする#202の選手はサインをせずに出走したため、失格とする#202の選手はサインをせずに出走したため、失格とする

Lap  Rank   Num                    Rider / 選手名選手名選手名選手名 

SPRINT PRIZE / スプリント賞スプリント賞スプリント賞スプリント賞 

鈴木 浩太/SUZUKI, Kota1321位 明星大学3

草場 啓吾/KUSABA, Keigo1302位 日本大学3

沢田 桂太郎/SAWADA, Keitaro1713位 日本大学3

沢田 桂太郎/SAWADA, Keitaro1711位 日本大学6

高木 三千成/TAKAGI, Michinari362位 東京ヴェントス6

豊田 勝徳/TOYODA, Katsunori1083位 WAKOS RACING TEAM6
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