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Communique1 

大会特別規則 

1. 200ｍTT において、小・中学生で走路上坂部を走行できない選手は 1.5 周回のうち最後の 200ｍを計測する。 

2. タイムトライアルはスターティング・マシンを使用する。但し 26 インチ以下の場合は手持ちとする。 

スタート準備完了後、12 秒のカウントダウンでスタートする。 

3. チーム・スプリント、チーム・パーシュートはタイムレースとし、タイムにより順位を決定する。 

4. 中学生を含む女子チーム・スプリントはオープン競技とする。 

5. 500ｍタイムトライアル、1ｋｍタイムトライアルは H/B スタートとする。 

6. 団体種目のメンバーの確定は開始１時間前までに申し出ること。 

7. スプリントは予選タイム 1 位 2 位で決勝戦を、3 位 4 位で 3-4 位決定戦、以下 5-8 位決定戦を行う。 

8. 男子成年Ｅスクラッチは予選（7.5ｋｍ）2 組を行い、決勝は 16 名で実施する。 

9. 女子ポイントレースは中止とする。 

10. 男子（成年）ポイントレースは 40ｋｍのみとする。25ｋｍポイントレースは行わない。 

11. 個人パーシュートはタイムレースとし、タイムにより順位を決定する。男子 4ｋｍ・3ｋｍについては、2ｋｍ通過時 2 分 40 秒を超

えた選手は競走を中止する。 

12. 個人種目の表彰は 1～6 位。6 名未満の場合は参加者マイナス 1 とするが、小・中学生はマイナス 1 の対象とはならない。 

 

注意事項 

1. 受付時にライセンスを提示しゼッケンを受け取ってください。競技終了後、ゼッケンは返却して下さい。 

平成 27 年度の競技者登録していない小・中学生は、当日のみの臨時登録となりますが、ライセンスは発行しません。 

2. タイムトライアル専用ヘルメットの使用は TT、ＩＰ、ＴＰ、ＴＳに限り認めます。但し、周回練習時には使用できません。 

3. DH バーについても周回練習時には安全のため使用しないでください。 

4. ボディナンバー（ゼッケン） 

タイムトライアル：腰中央下部に縦向きに 1 枚装着  競走競技：腰中央下部に縦向き 1 枚、右肩 1 枚装着 

5. 周回練習はゼッケンを着用して行って下さい。周回練習は大会参加者のみとなります。 

6. 通常の周回練習はステイヤーライン上を走行し、スプリンターレーンは高速走行用になります。ただし小・中学生については、

走行レーンを指定しませんが、前の選手を追抜く際は右側から追抜いてください。ルールを守らない選手については練習を中

止させることがあります。 

7. 朝の周回練習の際、走路人数が 30 名を超えた場合は走路入場を制限する場合があります。概ね 15～20 分で交代して下さ

い。 

8. 自転車検査・招集は出走 15 分前までに終了してください。 

9. 新品のタイヤは非常に滑りやすい為ご注意ください。 

 

 連絡事項 

入 場 

1. 選手は、伊豆ベロドローム駐車場側西口シャッター口横より入場ください。入場は７：20 からとなります。 

2. 応援者・見学の方は 9：00 より正面入口より入場し、2 階観覧席より応援ください。 

インフィールド 

1. 持参のローラー台を利用できます。 

2. 床の保護のためレーサーシューズでの歩行はご遠慮ください。 

その他 

1. 観客席及びインフィールド内での飲食は自由ですが、ゴミはお持ち帰りください。 

2. ドーム内には飲食売店はありません。園内の六角食堂を利用する場合は、選手は入場ゲートにてプログラムの掲示をしてく

ださい。付添者については付添証明書の発行をします。 

3. ペットの入場はできませんのでご了承ください。 
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Communique2 

出場選手（訂正） 

№ 種別 競技者名 ﾌﾘｶﾞﾅ 年齢 登録番号（下7桁） 登録地 学校/勤務先・チーム名 200ｍFTT 500ｍＴＴ 1ｋｍＴＴ ＳＰ ＫＥ ＩＰ ＳＨ ＰＲ ＴＳ ＴＰ

1 小学生 大石　哲平 ｵｵｲｼ ﾃｯﾍﾟｲ 8 - 静岡 伊豆CSC ○ ○

2 小学生 高梨　颯樹 ﾀｶﾅｼ ｻﾂｷ 10 - 静岡 伊豆CSC ○ ○

3 小学生 石上　琴乃 ｲｼｶﾞﾐ ｺﾉ 11 - 神奈川 - ○ ○

4 小学生 大橋　泰慧 ｵｵﾊｼ ﾀｲｴｲ 12 1500590 神奈川 鴨居小学校 ○ ○

5 中学生 河内　桜雪 ｶﾜｳﾁ ｻﾕｷ 12 1502481 群馬 前橋市立芳賀中 ○ ○

6 中学生 金田　舞夏 ｶﾈﾀﾞ ﾏｲｶ 13 1500466 神奈川 伊豆CSC ○ ○

7 中学生 矢田　寿々 ﾔﾀ ｽｽﾞ 13 - 静岡 伊豆CSC ○ ○ スズミナ(OP）

8 中学生 野寺　　梓 ﾉﾃﾞﾗ ｱｽﾞｻ 15 1502292 静岡 伊豆CSC ○ 野寺姉妹(OP）

9 中学生 石上　夢乃 ｲｼｶﾞﾐ ﾕﾉ 15 - 神奈川 - ○ ○

10 中学生 高梨万里王 ﾀｶﾅｼ ﾏﾘｵ 14 1501711 静岡 伊豆CSC ○ ○

11 中学生 大橋　真慧 ｵｵﾊｼ ﾏｻﾄ 14 1500260 神奈川 鴨居中学校 ○ ○

12 中学生 武智　　光 ﾀｹﾁ ﾋｶﾘ 14 1101533 愛媛 久谷中学校 ○ ○

13 中学生 長田　龍拳 ｵｻﾀﾞ ﾘｭｳｹﾝ 14 - 静岡 星陵中学 ○

14 中学生 望月　大雅 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾀｲｶﾞ 15 - 静岡 星陵中学 ○

15 高校生 橋本　汰一 ﾊｼﾓﾄ ﾀｲﾁ 15 1402318 埼玉 浦和工業高校 ○ ○

16 高校生 安彦　統賀 ｱﾋﾞｺ ﾑﾈﾖｼ 16 1400838 埼玉 川越工業高校 ○ ○

17 高校生 大前　　翔 ｵｵﾏｴ ｶｹﾙ 18 1301575 神奈川 慶應義塾高校 ○ 3ｋｍ 慶應義塾

18 高校生 大橋　皐慧 ｵｵﾊｼ ｺｸｴｲ 16 1400222 神奈川 津久井浜高校 ○ ○

19 高校生 勝呂　真至 ｽｸﾞﾛ ﾏｻｼ 16 1401063 静岡 SCF強化 ○ 15ｋｍ SCF

20 高校生 斎木　翔多 ｻｲｷ ｼｮｳﾀ 17 1401172 静岡 SCF強化 ○ ○ SCF

21 高校生 中　　秀平 ﾅｶ ｼｭｳﾍｲ 17 1401061 静岡 SCF強化 ○ ○

22 高校生 松本　京太 ﾏﾂﾓﾄ ｷｮｳﾀ 17 1401169 静岡 SCF強化 3ｋｍ 15ｋｍ SCF

23 高校生 仁藤　　秀 ﾆﾄｳ ｼｭｳ 17 1401133 静岡 SCF強化 ○ ○

24 高校生 吉元　大生 ﾖｼﾓﾄ ﾀｲｾｲ 17 1401173 静岡 SCF強化 ○ ○ SCF

25 高校生 平井　秋也 ﾋﾗｲ ｼｭｳﾔ 16 1501149 静岡 伊豆総合高校 ○ ○

26 高校生 津田　悠太 ﾂﾀﾞ ﾕｳﾀ 16 1500036 静岡 伊豆総合高校 ○

27 高校生 初川竜之介 ﾊﾂｶﾜ ﾘｭｳﾉｽｹ 16 1501150 静岡 伊豆総合高校 ○ 15ｋｍ

28 高校生 小泉　和哉 ｺｲｽﾞﾐ ｶｽﾞﾔ 16 1501107 静岡 静岡北高校 ○ 15ｋｍ

29 高校生 青島　敬佑 ｱｵｼﾏ ｹｲｽｹ 16 1501198 静岡 静岡北高校 ○ ○

30 高校生 滝　　　晟 ﾀｷ ｱｷﾗ 16 1401171 静岡 静岡北高校 ○ 15ｋｍ

31 高校生 平澤　輝一 ﾋﾗｻﾜ ｷｲﾁ 17 1401122 静岡 島田樟誠高校 ○ ○

32 高校生 坂野龍太郎 ｻｶﾉ ﾘｭｳﾀﾛｳ 17 1301094 静岡 浜松学院高校 ○ 15ｋｍ

33 高校生 中村　紘基 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛｷ 18 1301092 静岡 浜松学院高校 ○ 15ｋｍ

34 高校生 植益　和行 ｳｴﾏｽ ｶｽﾞﾕｷ 18 1300702 大阪 興国高校 3ｋｍ ○ 15ｋｍ

35 高校生 山根　慶太 ﾔﾏﾈ ｹｲﾀ 16 1501596 鳥取 倉吉西高校 ○ ○ ○ 倉吉Ｂ

36 高校生 青木　瑞樹 ｱｵｷ ﾐｽﾞｷ 16 1501595 鳥取 倉吉西高校 ○ ○ ○ 倉吉Ｂ 倉吉

37 高校生 中原　航大 ﾅｶﾊﾗ ｺｳﾀﾞｲ 16 1501597 鳥取 倉吉西高校 ○ 3ｋｍ ○ 倉吉Ｂ 倉吉

38 高校生 保田　浩輔 ﾔｽﾀﾞ  ｺｳｽｹ 16 1501594 鳥取 倉吉西高校 ○ ○ ○ 倉吉Ｂ

39 高校生 河藤　相真 ｶﾜﾄｳ ｿｳﾏ 17 1401495 鳥取 倉吉西高校 ○ ○ 15ｋｍ 倉吉Ａ 倉吉

40 高校生 伊藤　皓平 ｲﾄｳ ｺｳﾍｲ 17 1401496 鳥取 倉吉西高校 ○ ○ 15ｋｍ 倉吉Ａ 倉吉

41 高校生 森本　龍哉 ﾓﾘﾓﾄ ﾘｭｳﾔ 17 1401500 鳥取 倉吉西高校 ○ ○ ○ 倉吉Ａ

42 高校生 永田　　陸 ﾅｶﾞﾀ ﾘｸ 17 1401502 鳥取 倉吉西高校 3ｋｍ ○ 倉吉Ａ 倉吉

43 女子 藤田まりあ ﾌｼﾞﾀ ﾏﾘｱ 15 1301930 埼玉 浦和工業高校 ○ 2ｋｍ

44 女子 梶原　悠未 ｶｼﾞﾊﾗ ﾕｳﾐ 18 1301061 埼玉 筑波大付属坂戸高校 ○ 2ｋｍ

45 女子 佐藤　水菜 ｻﾄｳ ﾐﾅ 17 1502505 神奈川 湘南愛輪会 ○ ○ スズミナ(OP）

46 女子 野島理沙子 ﾉｼﾞﾏ ﾘｻｺ 17 1400860 神奈川 横浜創学館高校 ○ ○ ○

47 女子 野寺　　楓 ﾉﾃﾞﾗ ｶｴﾃﾞ 17 1301596 静岡 伊豆総合高校 ○ ○ ○ 野寺姉妹(OP）

48 女子 鈴木保乃華 ｽｽﾞｷ ﾎﾉｶ 16 1500929 静岡 星陵高校 2ｋｍ ちーむ　すずき

49 女子 鈴木　媛子 ｽｽﾞｷ ﾋﾒｺ 17 1401128 静岡 浜松学院高校 ○ 2ｋｍ ちーむ　すずき

50 女子 當銘沙恵美 ﾄﾒ ｻｴﾐ 17 1301101 静岡 浜松学院高校 2ｋｍ ○ とめーず

51 女子 當銘　直美 ﾄﾒ ﾅｵﾐ 19 1201191 静岡 T-GUP ○ ○ ○ とめーず

52 女子 長石　悠里 ﾅｶﾞｲｼ ﾕﾘ 17 1501598 鳥取 倉吉西高校 ○ 2ｋｍ ○ 倉吉

53 女子 原田実可子 ﾊﾗﾀﾞ ﾐｶｺ 17 1501600 鳥取 倉吉西高校 ○ 2ｋｍ ○ 倉吉

54 女子 杉川　真弥 ｽｷﾞｶﾜ ﾏﾔ 17 1501599 鳥取 倉吉西高校 ○ 2ｋｍ ○ 倉吉  
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Communique2-2 

出場選手（訂正） 

№ 種別 競技者名 ﾌﾘｶﾞﾅ 年齢 登録番号（下7桁） 登録地 学校/勤務先・チーム名 200ｍFTT 500ｍＴＴ 1ｋｍＴＴ ＳＰ ＫＥ ＩＰ ＳＨ ＰＲ ＴＳ ＴＰ

55 成年Ｅ 中村龍太郎 ﾅｶﾑﾗ ﾘｭｳﾀﾛｳ 24 0900955 千葉 イ ナーメ信濃山形 ○ 4ｋｍ 40ｋｍ イナーメ イナーメ

56 成年Ｅ 北野　普識 ｷﾀﾉ ﾕｷﾉﾘ 27 0901542 千葉 イ ナーメ信濃山形 4ｋｍ Ｅ 40ｋｍ イナーメ イナーメ

57 成年Ｅ ポール・ソールズベリー ﾎﾟｰﾙ ｿｰﾙｽﾞﾍﾞﾘｰ 41 1000725 東京 イ ナーメ信濃山形 ○ 4ｋｍ 40ｋｍ イナーメ イナーメ

58 成年Ｅ 石山　理亮 ｲｼﾔﾏ ﾐﾁｱｷ 22 901039 神奈川 神奈川県 ○ Ｅ

59 成年Ｅ 畑　　頌聡 ﾊﾀ ﾂｸﾞﾄｼ 19 1101756 神奈川 慶應義塾大学 ○ 40ｋｍ 慶應義塾

60 成年Ｅ 荒川　貴都 ｱﾗｶﾜ ﾀｶﾄ 20 1402180 神奈川 慶應義塾大学 ○ 4ｋｍ 40ｋｍ 慶應義塾

61 成年Ｅ 田村　太一 ﾀﾑﾗ ﾀｲﾁ 21 1200951 神奈川 東海大学 ○

62 成年Ｅ 池邉　　聖 ｲｹﾍﾞ  ｾｲ 21 1301184 神奈川 慶應義塾大学 ○ 4ｋｍ 40ｋｍ 慶應義塾

63 成年Ｅ 小清水卓也 ｺｼﾐｽ ﾞﾀｸﾔ 23 1001190 神奈川 LEMONED BELLMAR Ｅ 40ｋｍ

64 成年Ｅ 宮本　隆司 ﾐﾔﾓﾄ ﾀｶｼ 19 1201812 神奈川 慶応義塾大学 ○ 40ｋｍ

65 成年Ｅ 山口　直樹 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅｵｷ 19 1401815 神奈川 慶応義塾大学 ○ ○

66 成年Ｅ 伊藤　　潤 ｲﾄｳ ｼﾞｭﾝ 19 1402255 神奈川 慶應義塾大学 ○ Ｅ

67 成年Ｅ 杉本　　浩 ｽｷﾞﾓﾄ ﾋﾛｼ 33 1400727 山梨 Fast Lane Racing ○ Ｅ

68 成年Ｅ 渡邉　雄太 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾀ 20 1300889 長野 駒澤大学 4ｋｍ Ｅ

69 成年Ｅ 森　　勇太 ﾓﾘ ﾕｳﾀ 20 1402279 東京 駒澤大学 ○ Ｅ

70 成年Ｅ 杉野　元基 ｽｷﾞﾉ ｹﾞﾝｷ 21 1101009 愛知 駒澤大学 Ｅ 40ｋｍ

71 成年Ｅ 冨樫　尚稀 ﾄｶﾞｼ ﾅｵｷ 20 1101275 神奈川 東海大学 ○ Ｅ

72 成年Ｅ 木村　仁哉 ｷﾑﾗ ﾏｻﾔ 20 1502082 神奈川 東海大学 Ｅ 40ｋｍ

73 成年Ｅ 柚木　悠太 ﾕｷﾞ  ﾕｳﾀ 20 1401810 神奈川 東海大学 ○ 40ｋｍ

74 成年Ｅ 高橋　大和 ﾀｶﾊｼ ﾀﾏﾄ 21 1100063 神奈川 東海大学 Ｅ 40ｋｍ

75 成年Ｅ 兼本　将太 ｶﾈﾓﾄ ｼｮｳﾀ 18 1201141 熊本 日本大学 ○ Ｅ 日本大学

76 成年Ｅ 草場　啓吾 ｸｻﾊﾞ ｹｲｺﾞ 19 1000299 京都 日本大学 4ｋｍ 40ｋｍ 日本大学

77 成年Ｅ 坂本　紘規 ｻｶﾓﾄ ﾋﾛﾐ 19 1200988 青森 日本大学 ○ ○ 日本大学

78 成年Ｅ 大浦　　尭 ｵｵｳﾗ ｷﾞｮｳ 19 1101000 富山 日本大学 4ｋｍ 40ｋｍ

79 成年Ｅ 照井　拓也 ﾃﾙｲ ﾀｸﾅﾘ 19 1100916 岩手 日本大学 ○ Ｅ

80 成年Ｅ 野崎祐一郎 ﾉｻﾞｷ  ﾕｳｲﾁﾛｳ 20 1101361 宮崎 日本大学 4ｋｍ Ｅ

81 成年Ｅ 森口　寛己 ﾓﾘｸﾞﾁ ﾋﾛｷ 20 1101000 和歌山 日本大学 ○ 4ｋｍ Ｅ

82 成年Ｅ 岡田　隆也 ｵｶﾀﾞ ﾘｭｳﾔ 20 1101016 茨城 日本大学 ○ Ｅ

83 成年Ｅ 黒滝　大翔 ｸﾛﾀｷ ﾀｲｼｮｳ 20 1000987 福島 日本大学 ○ Ｅ

84 成年Ｅ 磯川　勝裕 ｲｿｶﾜ ｶﾂﾋﾛ 20 1000924 東京 日本大学 Ｅ 40ｋｍ

85 成年Ｅ 井手口将太 ｲﾃﾞｸﾞﾁ ｼｮｳﾀ 20 1000633 福岡 日本大学 Ｅ 40ｋｍ

86 成年Ｅ 坂井　　洋 ｻｶｲ ﾖｳ 21 1100748 栃木 日本大学 ○ Ｅ

87 成年Ｅ 緑川　裕也 ﾐﾄﾞﾘｶﾜ ﾕｳﾔ 21 1000990 福島 日本大学 ○ Ｅ

88 成年Ｅ 佐々木眞也 ｻｻｷ ｼﾝﾔ 21 1000076 和歌山 日本大学 ○ 4ｋｍ Ｅ

89 成年Ｅ 沼口　竜馬 ﾇﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳﾏ 21 1000665 宮崎 日本大学 Ｅ 40ｋｍ

90 成年Ｅ 樋口　峻明 ﾋｸﾞﾁ ﾀｶｱｷ 20 1100580 神奈川 京都産業大学 ○ Ｅ 40ｋｍ

91 成年Ｅ 須堯　元春 ｽｷﾞｮｳ ﾓﾄﾊﾙ 20 1001131 京都 京都産業大学 4ｋｍ Ｅ 40ｋｍ

92 成年Ｅ 明石　岳志 ｱｶｼ ﾀｹｼ 21 1200735 京都 京都産業大学 ○ Ｅ

93 成年Ｅ 武智　気吹 ﾀｹﾁ ｲﾌﾞｷ 19 1101532 愛媛 都留文科大學 ○ 40ｋｍ

94 成年Ｅ 武智　大地 ﾀｹﾁ ﾀﾞｲﾁ 21 1000917 愛媛 愛媛大学 ○ ○

95 成年Ｍ 金井　慎次 ｶﾅｲ ｼﾝｼﾞ 35 9901604 静岡 静岡ｶﾞｽ 3ｋｍ Ｍ

96 成年Ｍ 高橋　匡司 ﾀｶﾊｼ ｷｮｳｼﾞ 38 1301185 静岡 伊豆CSC 3ｋｍ Ｍ

97 成年Ｍ 原　　　拓 ﾊﾗ ﾀｸ 39 1200071 神奈川 FAST LANE Racing ○ 3ｋｍ

98 成年Ｍ 清水　洋一 ｼﾐｽﾞ ﾖｳｲﾁ 44 1000397 東京 FASTLANE　Racing 4ｋｍ Ｅ

99 成年Ｍ 狩野　大吾 ｶﾉ ﾀﾞｲｺﾞ 40 1200422 静岡 Ikuser Ｍ 40ｋｍ

100 成年Ｍ 村　　純一 ﾑﾗ ｼﾞｭﾝｲﾁ 41 1201571 東京 チーム・ワイズロード ○ ○

101 成年Ｍ 高橋　　誠 ﾀｶﾊｼ ﾏｺﾄ 41 0901763 埼玉 イ ナーメ信濃山形 ○ Ｅ イナーメ

102 成年Ｍ 武田　秀明 ﾀｹﾀﾞ ﾋﾃﾞｱｷ 42 0100310 長野 イ ナーメ信濃山形 ○ ○ Ｍ イナーメ

103 成年Ｍ 池田　朋介 ｲｹﾀﾞ ﾄﾓﾕｷ 42 1100035 静岡 ﾐｿﾉｲﾚｰｼﾝｸﾞﾁｰﾑ ○ ○ Ｍ

104 成年Ｍ 小池　直樹 ｺｲｹ ﾅｵｷ 46 0900008 静岡 SPADE ACE ○

105 成年Ｍ 高橋　伸成 ﾀｶﾊｼ ﾉﾌﾞｼｹﾞ 48 1200031 静岡 FIETS GROEN ○ Ｅ 40ｋｍ

106 成年Ｍ 高橋　秀樹 ﾀｶﾊｼ ﾋﾃﾞｷ 53 9800102 東京 伊豆CSC ○ ○

107 成年Ｍ 野﨑　年男 ﾉｻﾞｷ ﾄｼｵ 57 1200060 埼玉 フラシーボ ○ ○

108 成年Ｍ 尾崎　進久 ｵｻﾞｷ ﾉﾌﾞﾋｻ 63 1300012 静岡 伊豆CSC ○ ○  
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「東海医療学園専門学校アスレティックトレーナー専攻コース」の学生さんによるトレーナー

ブースを、3コーナー下にご用意しております。 

選手、役員、付添の皆さまが無料でご利用になれます。学生さん達の実習の場として、是非ご

協力をお願いします。 

内容はストレッチ、マッサージ、テーピング等を行っていただけますので、レース前やレース

後にご利用ください。 

 

時 間  8時30分～16時30分頃まで 

協 力  東海医療学園専門学校 

 

 

会 場 案 内 図 

トレーナーブースのご案内 

トレーナー 

ブース 
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エントリーリストの事務局記載ミスによりお詫びして訂正します。 

40ｋｍポイント・レース 出場 №101 高橋誠（イナーメ信濃山形） 誤→正 №55 中村龍太郎（イナーメ信濃山形） 

 

 

男子（成年）ポイント・レース（40ｋｍ）決勝＜訂正版＞

＜Start/組合せ＞

1位

2位

3位

4位

5位

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 F

1 62 池邉　　聖 ｲｹﾍﾞ  ｾｲ 21 1301184

2 55 中村龍太郎 ﾅｶﾑﾗ ﾘｭｳﾀﾛｳ 24 0900955

3 57 ポール・ソールズベリー ﾎﾟｰﾙ ｿｰﾙｽﾞﾍﾞﾘｰ 41 1000725

4 93 武智　気吹 ﾀｹﾁ ｲﾌﾞｷ 19 1101532

5 76 草場　啓吾 ｸｻﾊﾞ ｹｲｺﾞ 19 1000299

6 59 畑　　頌聡 ﾊﾀ ﾂｸﾞﾄｼ 19 1101756

7 84 磯川　勝裕 ｲｿｶﾜ ｶﾂﾋﾛ 20 1000924

8 90 樋口　峻明 ﾋｸﾞﾁ ﾀｶｱｷ 20 1100580

9 63 小清水卓也 ｺｼﾐｽ ﾞﾀｸﾔ 23 1001190

10 89 沼口　竜馬 ﾇﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳﾏ 21 1000665

11 73 柚木　悠太 ﾕｷﾞ  ﾕｳﾀ 20 1401810

12 78 大浦　　尭 ｵｵｳﾗ ｷﾞｮｳ 19 1101000

13 60 荒川　貴都 ｱﾗｶﾜ ﾀｶﾄ 20 1402180

14 64 宮本　隆司 ﾐﾔﾓﾄ ﾀｶｼ 19 1201812

15 70 杉野　元基 ｽｷﾞﾉ ｹﾞﾝｷ 21 1101009

16 85 井手口将太 ｲﾃﾞｸﾞﾁ ｼｮｳﾀ 20 1000633

17 91 須堯　元春 ｽｷﾞｮｳ ﾓﾄﾊﾙ 20 1001131

18 74 高橋　大和 ﾀｶﾊｼ ﾀﾏﾄ 21 1100063

19 72 木村　仁哉 ｷﾑﾗ ﾏｻﾔ 20 1502082

20 56 北野　普識 ｷﾀﾉ ﾕｷﾉﾘ 27 0901542

21 105 高橋　伸成 ﾀｶﾊｼ ﾉﾌﾞｼｹﾞ 48 1200031

22 99 狩野　大吾 ｶﾉ ﾀﾞｲｺﾞ 40 1200422 Ikuser

京都産業大学

東海大学

東海大学

イナーメ信濃山形

FIETS GROEN

イナーメ信濃山形

東海大学

日本大学

慶應義塾大学

慶応義塾大学

駒澤大学

日本大学

日本大学

慶應義塾大学

日本大学

京都産業大学

LEMONED BELLMAR

日本大学

合

計

Ｐ

着

　

順

順

　

位

慶應義塾大学

イナーメ信濃山形

都留文科大學

タイム

0'00''.00

＃ № 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 年齢 登録№ チーム名

周

回

Ｐ

 


