
 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

残念レース＆ジュニアレース（兼長野県高校総体個人ロード大会）リザルト
Start: 8:30　71.4km(3.4Km×21Laps)

順位 No. 氏　名 学校名・チーム名 タイム タイム差
1 16 北澤　竜太郎 ｷﾀｻﾞﾜ ﾘｭｳﾀﾛｳ イナーメ 1:51:03 -

2 164 戸祭　裕介 ﾄﾏﾂﾘ ﾕｳｽｹ なるしまフレンドレーシングチーム 1:51:04 +00:01

3 86 井手　道康 ｲﾃﾞ ﾐﾁﾔｽ MKW 1:51:04 +00:01

4 77 熊野　勇介 ｸﾏﾉ ﾕｳｽｹ 長野県選抜 1:51:04 +00:01

5 80 大島　理彦 ｵｵｼﾏ ﾐﾁﾋｺ 長野県選抜 1:51:04 +00:01

6 133 山田　拓海 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｸﾐ 飯田風越高校（2） 1:51:04 +00:01

7 132 青島　冬弥 ｱｵｼﾏ ﾄｳﾔ 飯田風越高校（2） 1:51:04 +00:01

8 52 山田　陽一 ﾔﾏﾀ ﾞﾖｳｲﾁ ケッヘルVCスプートニク 1:51:04 +00:01

9 99 斉藤　茂 ｻｲﾄｳ ｼｹﾞﾙ コムリン 1:51:04 +00:01

10 33 西石垣　誠友 ﾆｼｲｼｶﾞｷ ｾｲﾕｳ equipe 木島平 1:52:04 +01:01

11 38 中野　光一郎 ﾅｶﾉ ｺｳｲﾁﾛｳ Wednesday racing 1:51:05 +00:02

12 135 鈴木　来人 ｽｽﾞｷ ﾗｲﾄ 伊那北高校（2） 1:51:05 +00:02

13 122 佐藤　優太 ｻﾄｳ ﾕｳﾀ 長野吉田高校（3） 1:51:05 +00:02

14 57 齋藤　義明 ｻｲﾄｳ ﾖｼｱｷ 多摩ポタ 1:51:05 +00:02

15 70 堀田　耕司 ﾎｯﾀ ｺｳｼﾞ シエルヴォ奈良/BREZZA-KAMIHAGI 1:51:05 +00:02

16 18 小林　勇輝 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ イナーメ 1:51:05 +00:02

17 2 福田　賢一郎 ﾌｸﾀﾞ ｹﾝｲﾁﾛｳ レガルスイ 1:51:05 +00:02

18 112 山崎　雅也 ﾔﾏｻﾞｷ ﾏｻﾔ ケッヘルTDN４００ 1:51:05 +00:02

19 163 村田　隆 ﾑﾗﾀ ﾀｶｼ 長野県選抜 1:51:05 +00:02

20 79 岡林　秀樹 ｵｶﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞｷ 長野県選抜 1:51:28 +00:25

21 106 大西　晃平 ｵｵﾆｼ ｺｳﾍｲ Team allout 1:51:30 +00:27

22 15 中澤　潤 ﾅｶｻﾞﾜ ｼﾞｭﾝ Pinazou Test Team 1:52:54 +01:51

23 98 佐藤　正敏 ｻﾄｳ ﾏｻﾄｼ コムリン 1:54:03 +03:00

24 131 木下　峻 ｷﾉｼﾀ ｼｭﾝ 飯田風越高校（2） 1:55:30 +04:27

25 26 白石　正人 ｼﾗｲｼ ﾏｻﾄ SAUCE DEVELOPMENT 1:55:30 +04:27

26 3 香川　博 ｶｶﾞﾜ ﾋﾛｼ レガルスイ 1:55:30 +04:27

27 111 荒木　樹 ｱﾗｷ ﾀｽﾞﾙ ケッヘルTDN４００ 1:55:30 +04:27

28 78 橋本　青空 ﾊｼﾓﾄ ｿﾗ 長野県選抜 1:55:30 +04:27

29 114 北西　和之 ｷﾀﾆｼ ｶｽﾞﾕｷ ケッヘルTDN４００ 1:55:30 +04:27

1 岩下　直貴 ｲﾜｼﾀ ﾅｵｷ レガルスイ DNF

4 相澤　竜平 ｱｲｻﾞﾜ ﾘｭｳﾍｲ レガルスイ DNF

12 伊藤　彰秀 ｲﾄｳ ｱｷﾋﾃﾞ Pinazou Test Team DNF

14 小林　正人 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾄ Pinazou Test Team DNF

29 鈴木　一磨 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾏ SAUCE DEVELOPMENT DNF

30 今井　章雄 ｲﾏｲ ｱｷｵ SAUCE DEVELOPMENT DNF

34 小松　寛武 ｺﾏﾂ ﾋﾛﾀｹ equipe 木島平 DNF

43 石川　航大 ｲｼｶﾜ ｺｳﾀﾞｲ 京都産業大学 DNF

46 平林　武流 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾀｹﾙ 信濃山形自転車クラブ DNF

47 千明　政揮 ﾁｷﾞﾗ ﾏｻｷ 信濃山形自転車クラブ DNF

49 岩佐　信吾 ｲﾜｻ ｼﾝｺﾞ 信濃山形自転車クラブ DNF

54 宮川　淳 ﾐﾔｶﾜ ｼﾞｭﾝ ケッヘルVCスプートニク DNF

55 谷井　年久 ﾀﾆｲ ﾄｼﾋｻ ケッヘルVCスプートニク DNF

58 渡邊　慧 ﾜﾀﾅﾍ ﾞｹｲ 多摩ポタ DNF

59 佐藤　貴也 ｻﾄｳ ﾀｶﾔ 多摩ポタ DNF

60 影森　信一郎 ｶｹﾞﾓﾘ ｼﾝｲﾁﾛｳ 多摩ポタ DNF

63 大前　雄暉  ｵｵﾏｴ ﾕｳｷ 西日本学連選抜チーム(WJICF) DNF

69 小渡　健悟 ｺﾜﾀﾘ ｹﾝｺﾞ シエルヴォ奈良/BREZZA-KAMIHAGI DNF

103 渡辺　文平 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾌﾐﾋﾗ ロードレース男子部 DNF

104 林　大介 ﾊﾔｼ ﾀﾞｲｽｹ ロードレース男子部 DNF

109 中田　圭亮 ﾅｶﾀ ｹｲｽｹ Team allout DNF

110 磯田　友賀 ｲｿﾀﾞ ﾄﾓｶｽﾞ Team allout DNF

117 橋本　義正 ﾊｼﾓﾄ ﾖｼﾏｻ IMEレーシング DNF
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 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

残念レース＆ジュニアレース（兼長野県高校総体個人ロード大会）リザルト
Start: 8:30　71.4km(3.4Km×21Laps)

順位 No. 氏　名 学校名・チーム名 タイム タイム差
121 大日方　將人 ｵﾋﾞﾅﾀ ﾏｻﾄ 長野高校（3） DNF

123 寺島　桜汰 ﾃﾗｼﾏ ｵｳﾀ 長野南高校（2） DNF

124 畑山　駿一 ﾊﾀﾔﾏ ｼｭﾝｲﾁ 上田千曲高校（2） DNF

125 高井　空 ﾀｶｲ ｿﾗ 上田千曲高校（1） DNF

126 小松　武功 ｺﾏﾂ ﾀｹﾙ 上田千曲高校（1） DNF

127 井出　知宏 ｲﾃﾞ ﾁﾋﾛ 小諸商業高校（3） DNF

128 上野　敦也 ｳｴﾉ ｱﾂﾔ 小諸商業高校（3） DNF

129 酒井　風旗 ｻｶｲ ﾌｳｷ 小諸商業高校（3） DNF

130 橋爪　新太 ﾊｼﾂﾞﾒ ｱﾗﾀ 飯田高校（2） DNF

134 柴田　晃宏 ｼﾊﾞﾀ ｱｷﾋﾛ 飯田風越高校（1） DNF

136 金田　隼輔 ｶﾈﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ 伊那北高校（2） DNF

137 渡邉　京右 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｷｮｳ 岡谷工業高校（3） DNF

138 北村　夏輝 ｷﾀﾑﾗ ﾅﾂｷ 岡谷工業高校（2） DNF

139 斎藤　祐吾 ｻｲﾄｳ ﾕｳｺﾞ 岡谷工業高校（2） DNF

140 古野　空児 ﾌﾙﾉ ｸｳｼﾞ 岡谷工業高校（2） DNF

141 中西　竜歩 ﾅｶﾆｼ ﾘｭｳﾎ 松本工業高校（3） DNF

142 丸山　直人 ﾏﾙﾔﾏ ﾅｵﾄ 松本工業高校（3） DNF

143 此村　龍ノ介 ｺﾉﾑﾗ ﾘｭｳﾉｽｹ 松本工業高校（3） DNF

144 田中　裕一郎 ﾀﾅｶ ﾕｳｲﾁﾛｳ 松本工業高校（2） DNF

145 平山　大地 ﾋﾗﾔﾏ ﾀﾞｲﾁ 松本工業高校（2） DNF

146 小野　雄飛 ｵﾉ ﾕｳﾋ 松本工業高校（2） DNF

147 笠井　大太郎 ｶｻｲ ｵｵﾀﾛｳ 松本工業高校（2） DNF

148 萩原　隆祐 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾘｭｳｽｹ 松本工業高校（2） DNF

149 宮坂　元 ﾐﾔｻｶ ｹﾞﾝ 松本工業高校（2） DNF

150 山浦　秀明 ﾔﾏｳﾗ ﾋﾃﾞｱｷ 松本工業高校（2） DNF

151 原　愛貴　　　　 ﾊﾗ ｱｲｷ 松本工業高校（1） DNF

152 平田　開人 ﾋﾗﾀ ｶｲﾄ 松本工業高校（1） DNF

153 田総　蓮 ﾀﾌﾞｻ ﾚﾝ 松本工業高校（1） DNF

154 小松　穂嵩 ｺﾏﾂ ﾎﾀﾞｶ 松本工業高校（1） DNF

157 今井　美穂 ｲﾏｲ ﾐﾎ CO2bicycle DNF

159 池田　新 ｲｹﾀﾞ ｱﾗﾀ Innocent DNF

160 松岡　豪 ﾏﾂｵｶ ｺﾞｳ Pinazou Test Team DNF

161 石橋　征司 ｲｼﾊﾞｼ ｾｲｼﾞ Team allout DNF

162 江口　周平 ｴｸﾞﾁ ｼｭｳﾍｲ Team allout DNF

118 酒井　浩一 ｻｶｲ ｺｳｲﾁ IMEレーシング DNS

出走　87名 Panel of Commissaire     

完走　29名

DNF　58名

DNS　1名

【女子高校生の部】リザルト
Start: 8:30　13.6km(3.4Km×4Laps)

順位 No. 氏　名 学校名・チーム名 タイム タイム差
1 155 榊山　来実 ｻｶｷﾔﾏ ｸﾙﾐ 飯田風越高校（2） 0:28:32 -

2 156 小松　真子 ｺﾏﾂ ﾏｺ 松本工業高校（1） 0:34:01 +05:29

出走　2名 Panel of Commissaire     

完走　2名
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