
 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

Stage1a　リザルト（個人タイムトライアル）
8.5km

Rank No. 選手名 チーム タイム タイム差

1 48 神村 泰輝 ★ ｶﾐﾑﾗ ﾀｲｷ 早稲田大学 11:11.06 +0:00.00

2 1 高岡 亮寛 ● ﾀｶｵｶ ｱｷﾋﾛ Roppongi Express 11:42.65 +0:31.59

3 47 大仲 凛功 ★ ｵｵﾅｶ ﾘｸ 早稲田大学 11:42.66 +0:31.60

4 80 兼松 大和 ● ｶﾈﾏﾂ ﾔﾏﾄ Infinity Style 11:43.81 +0:32.75

5 29 岩島 啓太 ● ｲﾜｼﾏ ｹｲﾀ MIVRO 11:43.95 +0:32.89

6 38 中村 栄杜 ★ ﾅｶﾑﾗ ｴｲﾄ 京都産業大学Aチーム 11:44.81 +0:33.75

7 172 古閑 祥三 　 ｺｶﾞ ｼｮｳｿﾞｳ Nerebani 11:46.59 +0:35.53

8 91 永富 一騎 ★ ﾅｶﾞﾄﾐ ｶｽﾞｷ One up Cerezo Racing 11:47.78 +0:36.72

9 23 森本 凛太郎 ★ ﾓﾘﾓﾄ ﾘﾝﾀﾛｳ 日本大学 11:49.64 +0:38.58

10 24 吉川 敬介 ★ ﾖｼｶﾜ ｹｲｽｹ 日本大学 11:50.36 +0:39.30

11 117 辻本 青矢 ★ ﾂｼﾞﾓﾄ ｾｲﾔ 長野県選抜チーム（長野県自転車競技連盟） 11:51.76 +0:40.70

12 11 中里 仁 　 ﾅｶｻﾞﾄ ﾏｻﾙ Wednesday　racing 11:51.85 +0:40.79

13 102 篠﨑 蒼平 ★ ｼﾉｻﾞｷ ｿｳﾍｲ 多摩学連 11:54.67 +0:43.61

14 6 小泉 響貴 ☆ ｺｲｽﾞﾐ ﾋﾋﾞｷ 明治大学 11:56.36 +0:45.30

15 7 白尾 雄大 ★ ｼﾗｵ ﾕｳﾀﾞｲ 明治大学 11:57.84 +0:46.78

16 36 吉田 圭吾 ★ ﾖｼﾀﾞ ｹｲｺﾞ 京都産業大学Aチーム 11:58.11 +0:47.05

17 111 比嘉 祐貴 ★ ﾋｶﾞ ﾕｳｷ 日本体育大学 11:59.31 +0:48.25

18 10 村上 裕二郎 ★ ﾑﾗｶﾐ ﾕｳｼﾞﾛｳ 明治大学 11:59.68 +0:48.62

19 174 和田 宗浩 　 ﾜﾀﾞ ﾑﾈﾋﾛ Nerebani 12:01.86 +0:50.80

20 30 伊藤 侑也 　 ｲﾄｳ ﾕｳﾔ MIVRO 12:01.96 +0:50.90

21 53 佐久間 崚 　 ｻｸﾏ ﾘｮｳ 稲城FIETSクラスアクト 12:04.75 +0:53.69

22 78 北川 拓弥 　 ｷﾀｶﾞﾜ ﾀｸﾐ Infinity Style 12:05.24 +0:54.18

23 70 藤田 黎明 ★ ﾌｼﾞﾀ ﾚｲﾒｲ 関西大学 12:05.68 +0:54.62

24 54 香西 真介 ● ｺｳｻﾞｲ ｼﾝｽｹ 稲城FIETSクラスアクト 12:06.20 +0:55.14

25 67 山岸 正汰 ★ ﾔﾏｷﾞｼ ｼｮｳﾀ 関西大学 12:07.02 +0:55.96

26 121 谷内 健太 ★ ﾔﾁ ｹﾝﾀ 京都産業大学Bチーム 12:07.97 +0:56.91

27 130 山本 昂広 　 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶﾋﾛ CORSA Pelucchi 候補生 12:07.99 +0:56.93

28 96 塩澤 魁 　 ｼｵｻﾞﾜ ｶｲ アイランド 12:08.40 +0:57.34

29 66 平井 杏周 ★ ﾋﾗｲ ｱﾝｼｭｳ 関西大学 12:08.45 +0:57.39

30 97 高木 礼 ★ ﾀｶｷﾞ ﾗｲ アイランド 12:09.18 +0:58.12

31 160 佐藤 岳 ★ ｻﾄｳ ｶﾞｸ 慶應義塾大学 12:10.06 +0:59.00

32 2 半澤 雄高 ● ﾊﾝｻﾞﾜ ﾕﾀｶ Roppongi Express 12:12.01 +1:00.95

33 19 夏目 天斗 ☆ ﾅﾂﾒ ﾀｶﾄ レバンテフジ静岡 12:12.22 +1:01.16

34 144 渡辺 耶斗 ★ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾔﾄ Team CUORE-KTR 12:12.71 +1:01.65

35 9 林原 聖真 ★ ﾊﾔｼﾊﾞﾗ ｼｮｳﾏ 明治大学 12:13.00 +1:01.94

36 171 加藤 辰之介 ★ ｶﾄｳ ｼﾝﾉｽｹ Nerebani 12:13.46 +1:02.40

37 16 高梨 万里王 ★ ﾀｶﾅｼ ﾏﾘｵ レバンテフジ静岡 12:13.68 +1:02.62

38 31 松井 大悟 ● ﾏﾂｲ ﾀﾞｲｺﾞ イナーメ　 12:14.21 +1:03.15

39 62 渡邉 翔悟 ★ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳｺﾞ ALDINA 12:14.35 +1:03.29

40 164 佐川 祐太 　 ｻｶﾞﾜ ﾕｳﾀ 信濃山形自転車クラブ 12:14.47 +1:03.41
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41 20 海野 晋作 ★ ｳﾐﾉ ｼﾝｻｸ レバンテフジ静岡 12:15.50 +1:04.44

42 71 榊原 喬大 ★ ｻｶｷﾊﾞﾗ ｷｮｳﾀ ｍｋｗ 12:15.80 +1:04.74

43 112 玉城 翔太 ★ ﾀﾏｼﾛ ｼｮｳﾀ 日本体育大学 12:15.95 +1:04.89

44 127 宮本 秋哉 ★ ﾐﾔﾓﾄ ｼｭｳﾔ CORSA Pelucchi 候補生 12:15.96 +1:04.90

45 86 石橋 利晃 　 ｲｼﾊﾞｼ ﾄｼｱｷ 湾岸サイクリング・ユナイテッド 12:16.03 +1:04.97

46 63 成毛 千尋 　 ﾅﾙｹ ﾁﾋﾛ ALDINA 12:16.92 +1:05.86

47 89 市村 直生 　 ｲﾁﾑﾗ ﾅｵｷ 湾岸サイクリング・ユナイテッド 12:17.99 +1:06.93

48 25 白川 隆太 ★ ｼﾗｶﾜ ﾘｭｳﾀ 日本大学 12:18.33 +1:07.27

49 87 鵜澤 慶徳 　 ｳｻﾞﾜ ﾖｼﾉﾘ 湾岸サイクリング・ユナイテッド 12:18.62 +1:07.56

50 46 美甘 星次郎 ★ ﾐｶﾓ ｾｲｼﾞﾛｳ 早稲田大学 12:18.76 +1:07.70

51 32 高杉 智影 　 ﾀｶｽｷﾞ ﾄﾓｱｷ イナーメ　 12:19.09 +1:08.03

52 83 仙洞田 雄太 ★ ｾﾝﾄﾞｳﾀﾞ ﾕｳﾀ 明星大学 12:19.14 +1:08.08

53 37 上野 颯斗 ★ ｳﾜﾉ ﾊﾔﾄ 京都産業大学Aチーム 12:19.82 +1:08.76

54 26 ジョン タイサム ● ｼﾞｮﾝ ﾀｲｻﾑ MIVRO 12:21.61 +1:10.55

55 64 風間 晴喜 ★ ｶｻﾞﾏ ﾊﾙｷ ALDINA 12:22.19 +1:11.13

56 158 山田 壮太郎 ★ ﾔﾏﾀﾞ ｿｳﾀﾛｳ 慶應義塾大学 12:23.42 +1:12.36

57 14 小川 恵佑 　 ｵｶﾞﾜ ｹｲｽｹ Wednesday　racing 12:23.43 +1:12.37

58 75 岸本 伊織 ● ｷｼﾓﾄ ｲｵﾘ ｍｋｗ 12:23.53 +1:12.47

59 163 渡邉 鈴 ★ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾚｲ 信濃山形自転車クラブ 12:23.90 +1:12.84

60 40 廣中 聖 ★ ﾋﾛﾅｶ ﾋｼﾞﾘ 京都産業大学Aチーム 12:25.03 +1:13.97

61 101 加藤 遼 　 ｶﾄｳ ﾘｮｳ 多摩学連 12:25.09 +1:14.03

62 39 田村 一輝 ☆ ﾀﾑﾗ ｶｽﾞｷ 京都産業大学Aチーム 12:25.86 +1:14.80

63 115 藤井 涼介 ★ ﾌｼﾞｲ ﾘｮｳｽｹ 日本体育大学 12:26.17 +1:15.11

64 114 福田 晃司 ★ ﾌｸﾀﾞ ｺｳｼﾞ 日本体育大学 12:26.36 +1:15.30

65 88 石井 祥平 　 ｲｼｲ ｼｮｳﾍｲ 湾岸サイクリング・ユナイテッド 12:26.62 +1:15.56

66 49 石田 眞大 ★ ｲｼﾀﾞ ﾏﾋﾛ 早稲田大学 12:26.75 +1:15.69

67 140 小林 崇 ● ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶｼ オッティモカレーユナイテッド 12:27.13 +1:16.07

68 21 北嶋 桂大 ★ ｷﾀｼﾏ ｹｲﾀ 日本大学 12:27.65 +1:16.59

69 146 能登 滉太 　 ﾉﾄ ｺｳﾀ KUCRT 12:28.19 +1:17.13

70 113 泉 颯太 ☆ ｲｽﾞﾐ ｿｳﾀ 日本体育大学 12:28.77 +1:17.71

71 65 宇田川 塁 ★ ｳﾀﾞｶﾞﾜ ﾙｲ ALDINA 12:29.39 +1:18.33

72 3 銀山 耕一 ● ｷﾞﾝﾔﾏ ｺｳｲﾁ Roppongi Express 12:30.22 +1:19.16

73 74 大東 泰弘 　 ﾀﾞｲﾄｳ ﾔｽﾋﾛ ｍｋｗ 12:32.58 +1:21.52

74 134 高村 明希斗 ★ ﾀｶﾑﾗ ｱｷﾄ BREZZA-KAMIHAGI 12:32.95 +1:21.89

75 165 岩月 伸夫 ● ｲﾜﾂｷ ﾉﾌﾞｵ 信濃山形自転車クラブ 12:33.67 +1:22.61

76 50 中野 大嗣 ★ ﾅｶﾉ ﾀｲｼﾞ 早稲田大学 12:33.69 +1:22.63

77 105 佐藤 駿 　 ｻﾄｳ ﾊﾔｵ 多摩学連 12:33.94 +1:22.88

78 156 西村 行生 ★ ﾆｼﾑﾗ ｺｳｾｲ 慶應義塾大学 12:34.55 +1:23.49

79 4 奥田 拓人 　 ｵｸﾀﾞ ﾀｸﾄ Roppongi Express 12:35.38 +1:24.32

80 129 古谷 寛世 　 ﾌﾙﾔ ｶﾝｾｲ CORSA Pelucchi 候補生 12:35.43 +1:24.37
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81 42 逸崎 瑞喜 ★ ｲﾂｻﾞｷ ﾐｽﾞｷ Avenir Cycling Yamanashi 12:35.58 +1:24.52

82 85 松井 夢源 ★ ﾏﾂｲ ﾑｹﾞﾝ 明星大学 12:35.77 +1:24.71

83 18 鈴木 史竜 　 ｽｽﾞｷ ｼﾘｭｳ レバンテフジ静岡 12:36.27 +1:25.21

84 124 末吉 陽生 ★ ｽｴﾖｼ ﾊﾙｷ 京都産業大学Bチーム 12:37.12 +1:26.06

85 22 稲延 夢元 ★ ｲﾅﾉﾍﾞ ﾑｹﾞﾝ 日本大学 12:37.72 +1:26.66

86 126 齊藤 伸吾 　 ｻｲﾄｳ ｼﾝｺﾞ CORSA Pelucchi 候補生 12:37.75 +1:26.69

87 55 松下 直暉 　 ﾏﾂｼﾀ ﾅｵｷ 稲城FIETSクラスアクト 12:39.36 +1:28.30

88 17 村山 浩司 　 ﾑﾗﾔﾏ ｺｳｼ レバンテフジ静岡 12:40.65 +1:29.59

89 128 伊東 昴 ★ ｲﾄｳ ｽﾊﾞﾙ CORSA Pelucchi 候補生 12:41.33 +1:30.27

90 79 河田 恭司郎 　 ｶﾜﾀ ｷｮｳｼﾛｳ Infinity Style 12:42.75 +1:31.69

91 73 島口 絢伍 　 ｼﾏｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝｺﾞ ｍｋｗ 12:43.80 +1:32.74

92 61 中村 太郎 　 ﾅｶﾑﾗ ﾀﾛｳ ALDINA 12:44.04 +1:32.98

93 84 反保 亮太 ★ ﾀﾝﾎﾟ ﾘｮｳﾀ 明星大学 12:45.16 +1:34.10

94 77 水野 貴行 　 ﾐｽﾞﾉ ﾀｶﾕｷ Infinity Style 12:45.49 +1:34.43

95 152 西尾 洋介 ● ﾆｼｵ ﾖｳｽｹ バルバクラブトヤマ 12:45.75 +1:34.69

96 157 小原 慧 ★ ｵﾊﾗ ｹｲ 慶應義塾大学 12:45.82 +1:34.76

97 52 小倉 功太郎 　 ｵｸﾞﾗ ｺｳﾀﾛｳ 稲城FIETSクラスアクト 12:46.68 +1:35.62

98 90 雑賀 大輔 ● ｻｲｶ ﾀﾞｲｽｹ 湾岸サイクリング・ユナイテッド 12:47.04 +1:35.98

99 15 青木 誠 ● ｱｵｷ ﾏｺﾄ Wednesday　racing 12:47.52 +1:36.46

100 125 奥田 丈翔 ★ ｵｸﾀﾞ ﾀｹﾙ 京都産業大学Bチーム 12:47.57 +1:36.51

101 27 三橋 大治郎 　 ﾐﾂﾊｼ ﾀﾞｲｼﾞﾛｳ MIVRO 12:47.96 +1:36.90

102 103 吉田 英生 ★ ﾖｼﾀﾞ ﾋﾃﾞｵ 多摩学連 12:48.01 +1:36.95

103 166 山田 陽一 ● ﾔﾏﾀﾞ ﾖｳｲﾁ TTGミトロングV 12:48.37 +1:37.31

104 120 井上 智巴 ★ ｲﾉｳｴ ﾄﾓﾊ 長野県選抜チーム（長野県自転車競技連盟） 12:48.47 +1:37.41

105 122 山口 順也 ★ ﾔﾏｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝﾔ 京都産業大学Bチーム 12:48.82 +1:37.76

106 35 北野 普識 　 ｷﾀﾉ　ﾕｷﾉﾘ イナーメ　 12:49.21 +1:38.15

107 13 渡邊 聡 ● ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾄﾙ Wednesday　racing 12:49.64 +1:38.58

108 5 高橋 誠 ● ﾀｶﾊｼ ﾏｺﾄ Roppongi Express 12:51.30 +1:40.24

109 44 若月 隆真 ★ ﾜｶﾂｷ ﾀｸﾏ Avenir Cycling Yamanashi 12:52.77 +1:41.71

110 51 相原 晴一朗 　 ｱｲﾊﾗ ｾｲｲﾁﾛｳ 稲城FIETSクラスアクト 12:53.17 +1:42.11

111 68 永井 笙太 ★ ﾅｶﾞｲ ｼｮｳﾀ 関西大学 12:53.35 +1:42.29

112 159 六川 毅 ★ ﾛｸｶﾞﾜ ﾂﾖｼ 慶應義塾大学 12:53.84 +1:42.78

113 173 楠本 宏樹 　 ｸｽﾓﾄ ﾋﾛｷ Nerebani 12:54.79 +1:43.73

114 123 山田 潤 ★ ﾔﾏﾀﾞ ｼﾞｭﾝ 京都産業大学Bチーム 12:56.02 +1:44.96

115 119 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） 12:56.58 +1:45.52

116 153 佐久間 一稀 ☆ ｻﾂﾏ ｲﾂｷ バルバクラブトヤマ 12:56.91 +1:45.85

117 45 風間 竜太 ★ ｶｻﾞﾏ ﾘｭｳﾀ Avenir Cycling Yamanashi 12:59.36 +1:48.30

118 81 青島 冬弥 ★ ｱｵｼﾏ ﾄｳﾔ 明星大学 12:59.94 +1:48.88

119 167 金子 和裕 　 ｶﾈｺ ｶｽﾞﾋﾛ TTGミトロングV 13:00.73 +1:49.67

120 56 重田 兼吾 　 ｼｹﾞﾀ ｹﾝｺﾞ Team CUORE-MIX 13:01.21 +1:50.15
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121 34 小野寺 望 　 ｵﾉﾃﾞﾗ　ﾉｿﾞﾑ イナーメ　 13:01.62 +1:50.56

122 57 平賀 康一 ● ﾋﾗｶﾞ ｺｳｲﾁ Team CUORE-MIX 13:02.01 +1:50.95

123 12 秋山 悟郎 ● ｱｷﾔﾏ ｺﾞﾛｳ Wednesday　racing 13:02.63 +1:51.57

124 99 中島 壮琉 ☆ ﾅｶｼﾞﾏ ｿｳﾙ アイランド 13:03.38 +1:52.32

125 93 小泉 啓仁 　 ｺｲｽﾞﾐ ﾀｶﾋﾄ One up Cerezo Racing 13:03.61 +1:52.55

126 135 堀田 耕司 ● ﾎｯﾀ ｺｳｼﾞ BREZZA-KAMIHAGI 13:05.63 +1:54.57

127 69 至田 恵人 ★ ｼﾀﾞ ｹｲﾄ 関西大学 13:05.84 +1:54.78

128 137 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 13:07.31 +1:56.25

129 132 大澤 昌輝 ★ ｵｵｻﾜ ﾏｻｷ BREZZA-KAMIHAGI 13:07.53 +1:56.47

130 131 江口 成臣 ● ｴｸﾞﾁ ﾅﾙｵﾐ BREZZA-KAMIHAGI 13:07.55 +1:56.49

131 139 安宅 将貴 　 ｱﾀｶ ﾏｻﾀｶ オッティモカレーユナイテッド 13:07.62 +1:56.56

132 175 山田 和弘 　 ﾔﾏﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ Nerebani 13:08.12 +1:57.06

133 58 大濱 篤史 ● ｵｵﾊﾏ ｱﾂｼ Team CUORE-MIX 13:09.06 +1:58.00

134 151 青山 洋樹 　 ｱｵﾔﾏ ﾋﾛｷ バルバクラブトヤマ 13:10.41 +1:59.35

135 136 石塚 将人 ● ｲｼﾂﾞｶ ﾏｻﾄ オッティモカレーユナイテッド 13:11.15 +2:00.09

136 141 簑原 大介 　 ﾐﾉﾊﾗ ﾀｲｽｹ Team CUORE-KTR 13:11.44 +2:00.38

137 82 高田 堅斗 ★ ﾀｶﾀﾞ ｹﾝﾄ 明星大学 13:11.55 +2:00.49

138 154 濵野 克悠 　 ﾊﾏﾉ ｶﾂﾕｷ バルバクラブトヤマ 13:12.24 +2:01.18

139 100 香川 博 ● ｶｶﾞﾜ ﾋﾛｼ アイランド 13:12.83 +2:01.77

140 148 岡本 裕太郎 　 ｵｶﾓﾄ ﾕｳﾀﾛｳ KUCRT 13:14.24 +2:03.18

141 155 水谷 和正 ● ﾐｽﾞﾀﾆ ｶｽﾞﾏｻ バルバクラブトヤマ 13:15.40 +2:04.34

142 143 吉田 勝彦 ● ﾖｼﾀﾞ ｶﾂﾋｺ Team CUORE-KTR 13:20.52 +2:09.46

143 95 加藤 智信 　 ｶﾄｳ  ﾄﾓﾉﾌﾞ One up Cerezo Racing 13:21.18 +2:10.12

144 133 鷹取 弘明 ● ﾀｶﾄﾘ ﾋﾛｱｷ BREZZA-KAMIHAGI 13:21.21 +2:10.15

145 161 岩佐 信吾 ● ｲﾜｻ ｻﾋﾝｺﾞ 信濃山形自転車クラブ 13:22.80 +2:11.74

146 28 松木 匡宏 ● ﾏﾂｷ ﾀﾀﾞﾋﾛ MIVRO 13:30.41 +2:19.35

147 147 岡本 連太郎 　 ｵｶﾓﾄ ﾚﾝﾀﾛｳ KUCRT 13:31.52 +2:20.46

148 59 川島 健人 　 ｶﾜｼﾏ ｹﾝﾄ Team CUORE-MIX 13:32.24 +2:21.18

149 94 小林 直貴 　 ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵｷ One up Cerezo Racing 13:35.88 +2:24.82

150 92 中村 洋和 　 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛｶｽﾞ One up Cerezo Racing 13:38.02 +2:26.96

151 72 深谷 優光 　 ﾌｶﾔ ﾏｻﾐﾂ ｍｋｗ 13:44.66 +2:33.60

152 145 飯沼 誠憲 ● ｲｲﾇﾏ ﾏｻﾉﾘ Team CUORE-KTR 13:45.42 +2:34.36

153 170 荒木 樹 ● ｱﾗｷ ﾀﾂﾞﾙ TTGミトロングV 13:46.55 +2:35.49

154 149 須々田 匠 　 ｽｽﾀ ﾀｸﾐ KUCRT 13:48.18 +2:37.12

155 118 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） 13:51.44 +2:40.38

156 142 國定 洋光 ● ｸﾆｻﾀﾞ ﾋﾛﾐﾂ Team CUORE-KTR 13:52.59 +2:41.53

157 116 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） 14:06.62 +2:55.56

158 43 山口 和来 　 ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｽﾞｷ Avenir Cycling Yamanashi 14:09.44 +2:58.38

159 138 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 14:11.12 +3:00.06

160 8 小久保 琉惟 ★ ｺｸﾎﾞ ﾙｲ 明治大学 14:13.46 +3:02.40



 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

Stage1a　リザルト（個人タイムトライアル）
8.5km

Rank No. 選手名 チーム タイム タイム差

161 169 小林 靖幸 　 ｺﾊﾞﾔｼ ﾔｽﾕｷ TTGミトロングV 14:16.85 +3:05.79

41 渡邉 和貴 ★ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞｷ Avenir Cycling Yamanashi DNS

#92 中村 洋和(One up Cerezo Racing)　違う番号のゼッケンを着用し出走したため50SF（＝6,500円）のペナルティを課す

#93 小泉 啓仁(One up Cerezo Racing)　違う番号のゼッケンを着用し出走したため50SF（＝6,500円）のペナルティを課す

Panel of Commissaire     

出走　161名

完走　161名

DNS　1名

団体総合成績
Rank チーム タイム

1 早稲田大学 0:35:14

2 明治大学 0:35:55

3 日本大学 0:36:00

4 Nerebani 0:36:03

5 京都産業大学Aチーム 0:36:04

6 MIVRO 0:36:08

7 関西大学 0:36:23

8 Roppongi Express 0:36:27

9 Infinity Style 0:36:33

10 レバンテフジ静岡 0:36:43

10 日本体育大学 0:36:43

12 稲城FIETSクラスアクト 0:36:52

13 湾岸サイクリング・ユナイテッド 0:36:54

14 ALDINA 0:36:55

14 多摩学連 0:36:55

16 CORSA Pelucchi 候補生 0:37:00

17 Wednesday　racing 0:37:04

18 慶應義塾大学 0:37:10

19 ｍｋｗ 0:37:13

19 信濃山形自転車クラブ 0:37:13

21 アイランド 0:37:22

22 イナーメ　 0:37:25

23 京都産業大学Bチーム 0:37:34

24 長野県選抜チーム 0:37:38

25 明星大学 0:37:42

26 One up Cerezo Racing 0:38:13

27 Avenir Cycling Yamanashi 0:38:29

28 オッティモカレーユナイテッド 0:38:44



 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

29 Team CUORE-KTR 0:38:46

Stage1a　リザルト（個人タイムトライアル）
8.5km

団体総合成績
Rank チーム タイム

30 BREZZA-KAMIHAGI 0:38:47

31 バルバクラブトヤマ 0:38:54

32 Team CUORE-MIX 0:39:15

33 KUCRT 0:39:16

34 TTGミトロングV 0:39:37


