
 2days race in 木祖村2022
2022.5.14～15

長野県木祖村 味噌川ダム周回コース

コンソレーションレース（ジュニア＆残念）　リザルト
Start 9:00　72km(9km×8Laps)

Rank BIB No. 選手名 チーム タイム タイム差

1 125 奥田 丈翔 ★ ｵｸﾀﾞ ﾀｹﾙ 京都産業大学Bチーム 1:52:07 -

2 57 平賀 康一 ● ﾋﾗｶﾞ ｺｳｲﾁ Team CUORE-MIX 1:52:09 +00:02

3 77 水野 貴行 　 ﾐｽﾞﾉ ﾀｶﾕｷ Infinity Style 1:52:11 +00:04

4 163 渡邉 鈴 ★ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾚｲ 信濃山形自転車クラブ 1:52:11 +00:04

5 153 佐久間 一稀 ☆ ｻﾂﾏ ｲﾂｷ バルバクラブトヤマ 1:52:12 +00:05

6 220 浅野　壱輝 　 　 三重高校 1:52:13 +00:06

7 69 至田 恵人 ★ ｼﾀﾞ ｹｲﾄ 関西大学 1:52:14 +00:07

8 137 八重澤 明広 ● ﾔｴｻﾞﾜ ｱｷﾋﾛ オッティモカレーユナイテッド 1:52:16 +00:09

9 52 小倉 功太郎 　 ｵｸﾞﾗ ｺｳﾀﾛｳ 稲城FIETSクラスアクト 1:52:19 +00:12

10 59 川島 健人 　 ｶﾜｼﾏ ｹﾝﾄ Team CUORE-MIX 1:52:23 +00:16

11 28 松木 匡宏 ● ﾏﾂｷ ﾀﾀﾞﾋﾛ MIVRO 1:52:25 +00:18

12 55 松下 直暉 　 ﾏﾂｼﾀ ﾅｵｷ 稲城FIETSクラスアクト 1:52:26 +00:19

13 131 江口 成臣 ● ｴｸﾞﾁ ﾅﾙｵﾐ BREZZA-KAMIHAGI 1:52:27 +00:20

14 141 簑原 大介 　 ﾐﾉﾊﾗ ﾀｲｽｹ Team CUORE-KTR 1:52:32 +00:25

15 167 金子 和裕 　 ｶﾈｺ ｶｽﾞﾋﾛ TTGミトロングV 1:52:36 +00:29

16 147 岡本 連太郎 　 ｵｶﾓﾄ ﾚﾝﾀﾛｳ KUCRT 1:52:40 +00:33

17 119 小山 大登 ☆ ｺﾔﾏ ﾀｲﾄ 長野県選抜チーム（長野県自転車競技連盟） 1:52:43 +00:36

18 58 大濱 篤史 ● ｵｵﾊﾏ ｱﾂｼ Team CUORE-MIX 1:52:45 +00:38

19 143 吉田 勝彦 ● ﾖｼﾀﾞ ｶﾂﾋｺ Team CUORE-KTR 1:53:00 +00:53

20 99 中島 壮琉 ☆ ﾅｶｼﾞﾏ ｿｳﾙ アイランド 1:53:02 +00:55

21 213 酒井優太郎 　 　 松本工業 1:53:03 +00:56

22 214 片田　啓太 　 　 松本工業 1:54:21 +02:14

23 212 上里　翔瑛 　 　 松本工業 1:55:12 +03:05

24 151 青山 洋樹 　 ｱｵﾔﾏ ﾋﾛｷ バルバクラブトヤマ 1:55:43 +03:36

25 145 飯沼 誠憲 ● ｲｲﾇﾏ ﾏｻﾉﾘ Team CUORE-KTR 1:55:57 +03:50

26 216 山口　太聞 　 　 松本工業 1:56:10 +04:03

27 95 加藤 智信 　 ｶﾄｳ  ﾄﾓﾉﾌﾞ One up Cerezo Racing 1:56:29 +04:22

28 133 鷹取 弘明 ● ﾀｶﾄﾘ ﾋﾛｱｷ BREZZA-KAMIHAGI 1:56:36 +04:29

29 206 黒澤　響冴 　 　 飯田OIDE 2:01:59 +09:52

30 161 岩佐 信吾 ● ｲﾜｻ ｼﾝｺﾞ 信濃山形自転車クラブ 2:02:11 +10:04

31 94 小林 直貴 　 ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵｷ One up Cerezo Racing 2:02:17 +10:10

32 205 湯澤　瑚楠 　 　 駒ヶ根工業 2:02:28 +10:21

33 43 山口 和来 　 ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｽﾞｷ Avenir Cycling Yamanashi 2:02:30 +10:23

34 155 水谷 和正 ● ﾐｽﾞﾀﾆ ｶｽﾞﾏｻ バルバクラブトヤマ 2:02:31 +10:24

35 54 香西 真介 ● ｺｳｻﾞｲ ｼﾝｽｹ 稲城FIETSクラスアクト 2:02:39 +10:32

36 135 堀田 耕司 ● ﾎｯﾀ ｺｳｼﾞ BREZZA-KAMIHAGI 2:03:45 +11:38

37 202 田切　智裕 　 　 飯田風越 2:05:28 +13:21

38 201 塩澤　武留 　 　 飯田風越 2:07:53 +15:46

39 132 大澤 昌輝 ★ ｵｵｻﾜ ﾏｻｷ BREZZA-KAMIHAGI 2:08:37 +16:30

40 149 須々田 匠 　 ｽｽﾀ ﾀｸﾐ KUCRT 2:09:09 +17:02



 2days race in 木祖村2022
2022.5.14～15

長野県木祖村 味噌川ダム周回コース

コンソレーションレース（ジュニア＆残念）　リザルト
Start 9:00　72km(9km×8Laps)

Rank BIB No. 選手名 チーム タイム タイム差

92 中村 洋和 　 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛｶｽﾞ One up Cerezo Racing DNF

93 小泉 啓仁 　 ｺｲｽﾞﾐ ﾀｶﾋﾄ One up Cerezo Racing DNF

116 山浦 秀明 ★ ﾔﾏｳﾗ ﾋﾃﾞｱｷ 長野県選抜チーム（長野県自転車競技連盟） DNF

118 田総 蓮 ★ ﾀﾌﾞｻ ﾚﾝ 長野県選抜チーム（長野県自転車競技連盟） DNF

138 清水 翔太 　 ｼﾐｽﾞ ｼｮｳﾀ オッティモカレーユナイテッド DNF

142 國定 洋光 ● ｸﾆｻﾀﾞ ﾋﾛﾐﾂ Team CUORE-KTR DNF

169 小林 靖幸 　 ｺﾊﾞﾔｼ ﾔｽﾕｷ TTGミトロングV DNF

170 荒木 樹 ● ｱﾗｷ ﾀﾂﾞﾙ TTGミトロングV DNF

203 岡庭　能亜 　 　 飯田風越 DNF

207 原　楓人 　 　 飯田OIDE DNF

208 船澤　亮太 　 　 飯田OIDE DNF

209 依田　健司 　 　 東御清翔 DNF

210 山田　愛太 　 　 白馬 DNF

211 小松  篤史 　 　 松本工業 DNF

217 青木　優人 　 　 松本工業 DNF

218 三沢　優輝 　 　 松本工業 DNF

219 藤松　快斗 　 　 松本工業 DNF

204 寺島　京那 　 　 長野工業 DNS

215 横林　海斗 　 　 松本工業 DNS

出走　57名

完走　40名

DNF　17名

DNS　2名

Stage2　リザルト
Start 12:10　126km(9km×14Laps)

団体総合成績
Rank チーム タイム

1 京都産業大学Aチーム 15:33:13

2 日本体育大学 15:33:52

3 湾岸サイクリング・ユナイテッド 15:34:35

4 ALDINA 15:35:38

5 多摩学連 15:38:14



 2days race in 木祖村2022
2022.5.14～15

長野県木祖村 味噌川ダム周回コース

6 明治大学 15:39:51

7 日本大学 15:40:38

8 MIVRO 15:42:29

9 レバンテフジ静岡 15:50:07


