
 2days race in 木島平村 2019
2019.5.18～19

長野県木島平村　ｻﾏｰﾛｰﾗｰｽｷｰｺｰｽ

Communiqué 11
Stage2　スタートリスト(総合タイム順）

Start 11:30（2019/5/19）　129.2km(3.4km×38Laps)
Rank BIB No. 選手名 チーム タイム差

1 1 中里　仁 　 ﾅｶｻﾞﾄ ﾏｻﾙ Wednesday　racing -

2 125 及川　一総 ★ ｵｲｶﾜ ｶｽﾞｻ 作新学院大学 +00:04

3 22 香西　真介 ● ｺｳｻﾞｲ ｼﾝｽｹ FIETS GROEN日本ロボティクス +00:16

4 11 岩島　啓太 ● ｲﾜｼﾏ ｹｲﾀ MIVRO +00:17

5 106 水野　恭兵  ﾐｽﾞﾉ ｷｮｳﾍｲ Pinazou Test Team 2号 +00:17

6 123 大山　慶 ★ ｵｵﾔﾏ ｹｲ 作新学院大学 +00:19

7 26 佐川　祐太 　 ｻｶﾞﾜ ﾕｳﾀ Honda栃木 +00:22

8 82 岸本　伊織 　 ｷｼﾓﾄ ｲｵﾘ MKW らーめん部 +00:24

9 59 相楽　誠 　 ｻｶﾞﾗ ﾏｺﾄ 信濃山形自転車クラブ +00:24

10 121 床井　亮太 ★ ﾄｺｲ ﾘｮｳﾀ 作新学院大学 +00:26

11 81 松本　雄大 　 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳﾀﾞｲ MKW らーめん部 +00:28

12 21 野口　悠真 　 ﾉｸﾞﾁ ﾕｳﾏ FIETS GROEN日本ロボティクス +00:29

13 20 筧　五郎 ● ｶｹｲ ｺﾞﾛｳ イナーメ +00:29

14 104 小村　悠樹 ★ ｺﾑﾗ ﾕｳｷ ケッヘルVCスプートニク +00:29

15 136 小林　弘幸 ★ ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾕｷ 信州大学 +00:30

16 10 加藤　淳一 ● ｶﾄｳ ｼﾞｭﾝｲﾁ Team 光 +00:30

17 29 半田　子竜 ★ ﾊﾝﾀﾞ ｼﾘｭｳ Honda栃木 +00:31

18 45 篠田　淳史 ● ｼﾉﾀﾞ ｱﾂｼ MKW 温泉部 +00:31

19 40 BOSSIS Tom 　 ﾎﾞｼｽ ﾄﾑ Yamanakako Cyclisme Formation +00:31

20 37 福田　圭晃 ★ ﾌｸﾀﾞ ﾖｼｱｷ Yamanakako Cyclisme Formation +00:33

21 83 中村　永 　 ﾅｶﾑﾗ ﾊﾙｶ MKW らーめん部 +00:33

22 102 中川　真也 　 ﾅｶｶﾞﾜ ｼﾝﾔ ケッヘルVCスプートニク +00:37

23 5 青木　誠 ● ｱｵｷ ﾏｺﾄ Wednesday　racing +00:37

24 44 伊藤　誓悟 　 ｲﾄｳ ｾｲｺﾞ MKW 温泉部 +00:37

25 8 河野　史瑛呂 ★ ｶﾜﾉ ｼｴﾛ Team 光 +00:37

26 31 鈴木　浩太 ★ ｽｽﾞｷ ｺｳﾀ 明星大学A +00:39

27 12 TYSOME JOHN 　 ﾀｲｻﾑ ｼﾞｮﾝ MIVRO +00:40

28 111 原田　将人 　 ﾊﾗﾀﾞ ﾏｻﾄ ALL OUT reric +00:42

29 122 村山　浩司 ★ ﾑﾗﾔﾏ ｺｳｼ 作新学院大学 +00:42

30 142 奥秋　篤 　 ｵｸｱｷ ｱﾂｼ コムリン +00:42

31 30 坂大　恵太 　 ﾊﾞﾝﾀﾞｲ ｹｲﾀ Honda栃木 +00:43

32 51 西川　徹 ★ ﾆｼｶﾜ ﾄｵﾙ BREZZA-KAMIHAGI +00:43

33 42 井手　道康 　 ｲﾃﾞ ﾐﾁﾔｽ MKW 温泉部 +00:44

34 61 吉田　泰大 ★ ﾖｼﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ FIETS Eチーム +00:45

35 95 茂越　龍哉 　 ﾓｺﾞｴ ﾀﾂﾔ ＶＣ　ＡＶＡＮＺＡＲＥ +00:46

36 27 阿部　航大 　 ｱﾍﾞ ｺｳﾀﾞｲ Honda栃木 +00:46

37 49 荒瀧　隆公 　 ｱﾗﾀｷ ﾀｶﾋﾄ Innocent +00:46

38 24 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

39 54 丸山　英之 　 ﾏﾙﾔﾏ ﾋﾃﾞﾕｷ BREZZA-KAMIHAGI +00:49

40 4 西谷　雅史 ● ﾆｼﾀﾆ ﾏｻﾌﾐ Wednesday　racing +00:50

41 32 佐藤　宇志 ★ ｻﾄｳ ﾀｶｼ 明星大学A +00:51

42 52 細井　大誠 　 ﾎｿｲ ﾋﾛｱｷ BREZZA-KAMIHAGI +00:52

43 64 山田　壮太郎 ☆ ﾔﾏﾀﾞ ｿｳﾀﾛｳ FIETS Eチーム +00:52

44 129 松井　夢源 ★ ﾏﾂｲ ﾑｹﾞﾝ 明星大学C +00:55

45 46 松井　崇 　 ﾏﾂｲ ﾀｶｼ Innocent +00:56

46 16 北澤　竜太郎 　 ｷﾀｻﾞﾜ ﾘｭｳﾀﾛｳ イナーメ +00:57
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47 58 古川　裕真 ★ ﾌﾙｶﾜ ﾕｳﾏ 信濃山形自転車クラブ +00:59

48 17 北野　普識 　 ｷﾀﾉ ﾕｷﾉﾘ イナーメ +01:03

49 36 LEBARS Enric 　 ﾙﾊﾞｰｽ ｴﾝﾘｯｸ Yamanakako Cyclisme Formation +01:04

50 105 荒木　樹 　 ｱﾗｷ ﾀｽﾞﾙ ケッヘルVCスプートニク +01:05

51 109 原田　敬文 ★ ﾊﾗﾀﾞ ﾀｶﾌﾐ Pinazou Test Team 2号 +01:08

52 101 山田　陽一 ● ﾔﾏﾀﾞ ﾖｳｲﾁ ケッヘルVCスプートニク +01:11

53 43 平瀬　遼 　 ﾋﾗｾ ﾘｮｳ MKW 温泉部 +01:13

54 57 橋本　嶺登  ﾊｼﾓﾄ ﾚｲﾄ 信濃山形自転車クラブ +01:21

55 138 熊野　勇介 ★ ｸﾏﾉ ﾕｳｽｹ 信州大学 +01:23

56 2 秋山　悟郎 ● ｱｷﾔﾏ ｺﾞﾛｳ Wednesday　racing +01:25

57 63 吉澤　祐介 　 ﾖｼｻﾞﾜ ﾕｳｽｹ FIETS Eチーム +01:27

58 62 松下　直暉 ★ ﾏﾂｼﾀ ﾅｵｷ FIETS Eチーム +01:30

59 89 佐藤　貴也 　 ｻﾄｳ ﾀｶﾔ 多摩ポタ +01:32

60 75 島田　柊生 ★ ｼﾏﾀﾞ ｼｭｳｾｲ 明星大学B +01:33

61 80 飯沼　誠憲  ｲｲﾇﾏ ﾏｻﾉﾘ Team CUORE +01:36

62 23 萩原　啓 　 ﾊｷﾞﾊﾗ ｻﾄｼ FIETS GROEN日本ロボティクス +01:59

63 60 河野　仁 ● ｺｳﾉ ﾋﾄｼ 信濃山形自転車クラブ +02:26

64 130 鷲巣　怜 ★ ﾜｼｽﾞ ﾚｲ 明星大学C +02:35

65 96 渡辺　鈴 ★ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾚｲ レガルスイー +03:44

66 76 重田　兼吾 　 ｼｹﾞﾀ ｹﾝｺﾞ Team CUORE +04:14

67 72 佐藤　大志 ★ ｻﾄｳ ﾋﾛｼ 明星大学B +04:40

出走人数　６７名


