
 2days race in 木島平村 2018
2018.5.19～20

長野県木島平村　ｻﾏｰﾛｰﾗｰｽｷｰｺｰｽ

Stage2　スタートリスト
Start 11:30　129.2km(3.4km×38Laps)

Rank BIB No. 選手名 チーム タイム差

1 10 野口　悠真 0 ﾉｸﾞﾁ ﾕｳﾏ FIETS GROEN日本ロボティクス Leader
2 20 中村　龍太郎 0 ﾅｶﾑﾗ ﾘｭｳﾀﾛｳ イナーメ +00:04
3 36 中里　仁 0 ﾅｶｻﾞﾄ ﾏｻﾙ Wednesday racing +00:05
4 91 坂大　恵太 0 ﾊﾞﾝﾀﾞｲ ｹｲﾀ Innocent +00:27
5 7 香西　真介 ● ｺｳｻﾞｲ ｼﾝｽｹ FIETS GROEN日本ロボティクス +00:27
6 82 高橋　正直 0 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾅｵ Team 光 +00:36
7 8 水野　貴行 0 ﾐｽﾞﾉ ﾀｶﾕｷ FIETS GROEN日本ロボティクス +00:39
8 85 加藤　淳一 ● ｶﾄｳ ｼﾞｭﾝｲﾁ Team 光 +00:43
9 87 塩澤　魁 0 ｼｵｻﾞﾜ ｶｲ MKW +00:44
10 89 篠田　淳史 ● ｼﾉﾀﾞ ｱﾂｼ MKW +00:46
11 39 西谷　雅史 ● ﾆｼﾀﾆ ﾏｻﾌﾐ Wednesday racing +00:47
12 6 高橋　伸成 ● ﾀｶﾊｼ ﾉﾌﾞｼｹﾞ FIETS GROEN日本ロボティクス +00:47
13 94 荒瀧　隆公 0 ｱﾗﾀｷ ﾀｶﾋﾄ Innocent +00:49
14 44 小出　樹 ★ ｺｲﾃﾞ ｲﾂｷ 京都産業大学 +00:49
15 21 松島　拓人 0 ﾏﾂｼﾏ ﾀｸﾄ なるしまフレンドレーシングチーム +00:50
16 81 山内　譲太 0 ﾔﾏｳﾁ ｼﾞｮｳﾀ Team 光 +00:52
17 17 渡辺　鈴 ★ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾚｲ イナーメ +00:55
18 31 竹内　遼 ★ ﾀｹｳﾁ ﾘｮｳ equipe 木島平 +00:56
19 13 梶田　歩 0 ｶｼﾞﾀ ｱﾕﾑ Pinazou Test Team +00:57
20 95 柴田　瑛一 0 ｼﾊﾞﾀ ｴｲｲﾁ Innocent +00:58
21 101 岸本　伊織 0 ｷｼﾓﾄ ｲｵﾘ ロードレース男子部 +00:58
22 93 松井　崇 0 ﾏﾂｲ ﾀｶｼ Innocent +00:58
23 83 河野　史瑛呂 ★ ｶﾜﾉ ｼｴﾛ Team 光 +00:59
24 64 内田　宇海 ☆ ｳﾁﾀﾞ ﾀｶﾐ 西日本学連選抜チーム(WJICF) +00:59
25 96 奥秋　篤 0 ｵｸｱｷ ｱﾂｼ コムリン +01:01
26 56 金光　仁 0 ｶﾈﾐﾂ ｼﾞﾝ 多摩ポタ +01:01
27 90 湯浦　裕貴 ● ﾕｳﾗ ﾔｽﾀｶ MKW +01:03
28 53 中川　真也 0 ﾅｶｶﾞﾜ ｼﾝﾔ ケッヘルVCスプートニク +01:03
29 9 萩原　啓 0 ﾊｷﾞﾜﾗ ｻﾄｼ FIETS GROEN日本ロボティクス +01:05
30 25 渡邉　聡 ● ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾄﾙ なるしまフレンドレーシングチーム +01:07
31 22 櫻井　一輝 0 ｻｸﾗｲ ﾓﾄｷ なるしまフレンドレーシングチーム +01:08
32 23 松井　敏文 ● ﾏﾂｲ ﾄｼﾌﾐ なるしまフレンドレーシングチーム +01:08
33 5 大東　泰弘 0 ﾀﾞｲﾄｳ ﾔｽﾋﾛ レガルスイ +01:10
34 62 山岡　由幸 ★ ﾔﾏｵｶ ﾕｳｷ 西日本学連選抜チーム(WJICF) +01:11
35 50 北野　普識 0 ｷﾀﾉ ﾕｷﾉﾘ 信濃山形自転車クラブ +01:11
36 40 青木　誠 ● ｱｵｷ ﾏｺﾄ Wednesday racing +01:12
37 88 平瀬　遼 0 ﾋﾗｾ ﾘｮｳ MKW +01:15
38 116 小川　剛司 ● ｵｶﾞﾜ ｺｳｼﾞ IMEレーシング +01:16
39 61 嶋田　祥 ★ ｼﾏﾀﾞ ｼｮｳ 西日本学連選抜チーム(WJICF) +01:16
40 68 大谷　航也 ★ ｵｵﾀﾆ ｺｳﾔ シエルヴォ奈良/BREZZA-KAMIHAGI +01:18
41 51 松井　大悟 0 ﾏﾂｲ ﾀﾞｲｺﾞ ケッヘルVCスプートニク +01:18
42 11 山口　雄大 0 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｹﾋﾛ Pinazou Test Team +01:22
43 48 橋本　嶺登 ☆ ﾊｼﾓﾄ ﾚｲﾄ 信濃山形自転車クラブ +01:25
44 72 簑原　大介 0 ﾐﾉﾊﾗ ﾀｲｽｹ TeamCUOREスペシャル +01:27
45 102 佐藤　文彦 0 ｻﾄｳ ﾌﾐﾋｺ ロードレース男子部 +01:29
46 97 木下　翔平 0 ｷﾉｼﾀ ｼｮｳﾍｲ コムリン +01:29
47 100 植田　春樹 0 ｳｴﾀﾞ ﾊﾙｷ コムリン +01:30
48 107 若代　健 0 ﾜｶｼﾛ ﾀｹｼ Team allout +01:34
49 67 高山　恭彰 ★ ﾀｶﾔﾏ ﾔｽｱｷ シエルヴォ奈良/BREZZA-KAMIHAGI +01:42
50 42 清水　大樹 ★ ｼﾐｽﾞ ﾀｲｷ 京都産業大学 +01:43
51 19 松尾　遊 0 ﾏﾂｵ ﾕｳ イナーメ +02:30
52 32 小島　大輝 ☆ ｺｼﾞﾏ ﾀﾞｲｷ equipe 木島平 +02:38
53 71 村田　雄耶 ★ ﾑﾗﾀ ﾕｳﾔ TeamCUOREスペシャル +02:59
54 113 矢口　隆三  ﾔｸﾞﾁ ﾘｭｳｿﾞｳ ケッヘルTDN４００ +03:31
55 66 福岡　直樹 0 ﾌｸｵｶ ﾅｵｷ シエルヴォ奈良/BREZZA-KAMIHAGI +05:14
56 27 服平　和樹 ★ ﾌｸﾍﾞ ｶｽﾞｷ SAUCE DEVELOPMENT +05:19
57 76 園原　昌樹 ★ ｿﾉﾊﾗ ﾏｻｷ 長野県選抜 +05:20
58 73 吉田　泰大 ★ ﾖｼﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ TeamCUOREスペシャル +05:29
59 75 飯沼　誠憲 ● ｲｲﾇﾏ ﾏｻﾉﾘ TeamCUOREスペシャル +05:36
60 65 大山　慶祐 ★ ｵｵﾔﾏ ｹｲｽｹ 西日本学連選抜チーム(WJICF) +06:34

出走人数　６０名


