
【競技結果／ 榛名湖コース　チーム戦 】

順位 チーム記録所属チーム チームメンバーNo. 個人記録

RptHead

開催日 :  2017/05/21

1 2023 太田　好政
2:07:42.450

ＷＫＯ ｵｵﾀ ﾖｼﾏｻ
加藤　友泰 ｶﾄｳ ﾄﾓﾔｽ2014

(  42:49.636)
(  40:50.574)

若原　一也 ﾜｶﾊﾗ ｶｽﾞﾔ2059 (  44:02.240)

2 2007 濵野　巧勝
2:08:10.360

おちんぎんれーしんぐ ﾊﾏﾉ ﾖｼﾉﾘ
伊奈　孝浩 ｲﾅ ﾀｶﾋﾛ2008

(  41:46.121)
(  42:32.897)

水野　裕貴 ﾐｽﾞﾉ ﾕｳｷ2017 (  43:51.342)

3 2131 木村　博志
2:10:48.217

おっさんツブラーゼ ｷﾑﾗ ﾋﾛｼ
濱田　浩孝 ﾊﾏﾀﾞ ﾋﾛﾀｶ2130

(  42:50.025)
(  43:13.493)

清水　雅人 ｼﾐｽﾞ ﾏｻﾄ2266 (  44:44.699)

4 2104 清野　淳
2:17:18.655

Team松風 ｾｲﾉ ｱﾂｼ
久保田　新一 ｸﾎﾞﾀ ｼﾝｲﾁ2034

(  47:45.566)
(  44:55.546)

橋本　淳 ﾊｼﾓﾄ ｼﾞｭﾝ2064 (  44:37.543)

5 2200 中村　聡史
2:21:43.587

ＭＩＶＲＯ　下剋上 ﾅｶﾑﾗ ｻﾄｼ
安西　祥幸 ｱﾝｻﾞｲ ﾖｼﾕｷ2071

(  47:01.081)
(  49:19.213)

本田　友太郎 ﾎﾝﾀﾞ ﾄﾓﾀﾛｳ2025 (  45:23.293)

6 3258 高田　誠
2:29:22.003

GWCCチームA ﾀｶﾀﾞ ﾏｺﾄ
永井　政行 ﾅｶﾞｲ ﾏｻﾕｷ4022

(  51:09.627)
(  51:51.676)

荒川　修一 ｱﾗｶﾜ ｼｭｳｲﾁ4201 (  46:20.700)

7 6414 桜井　善弘
2:29:57.713

髪人-絶輪- ｻｸﾗｲ ﾖｼﾋﾛ
真下　昌久 ﾏｼﾓ ｱｷﾋｻ7234

(  53:39.037)
(  50:43.559)

櫻井　善康 ｻｸﾗｲ ﾖｼﾔｽ2140 (  45:35.117)

8 3161 田嶋　昇
2:33:59.258

チャリんぽRT ﾀｼﾞﾏ ﾉﾎﾞﾙ
多田　浩敏 ﾀﾀﾞ ﾋﾛﾄｼ3102

(  52:45.585)
(  50:54.689)

西村　博紀 ﾆｼﾑﾗ ﾋﾛｷ4397 (  50:18.984)

9 3156 北浦　肇
2:41:10.762

柳澤管楽器自転車部 ｷﾀｳﾗ ﾊｼﾞﾒ
高木　高志 ﾀｶｷﾞ ﾀｶｼ3145

(  48:49.191)
(  51:22.285)

真島　由朗 ﾏｼﾞﾏ ﾖｼﾛｳ124 (1:00:59.286)

10 6429 有賀　元気
2:45:30.843

髪人  ー曲者ー ｱﾙｶﾞ ｹﾞﾝｷ
町田　英昭 ﾏﾁﾀﾞ ﾋﾃﾞｱｷ7154

(  55:52.261)
(  55:18.493)

小森谷　剛文 ｺﾓﾘﾔ ﾀｹﾌﾐ6436 (  54:20.089)

11 6334 荒木　信也
2:49:03.925

髪人＆Ｓａｙａｋａ ｱﾗｷ ｼﾝﾔ
森川　昭文 ﾓﾘｶﾜ ｱｷﾌﾐ7080

(  53:04.541)
(  54:53.558)

藤巻　さやか ﾌｼﾞﾏｷ ｻﾔｶ5214 (1:01:05.826)

12 10101 金　希匡
2:50:41.931

東京電機大学 ｷﾑ ﾌｨｶﾞﾝ
石澤　広之 ｲｼｻﾞﾜ ﾋﾛﾕｷ6096

(1:01:50.233)
(  56:30.889)

大山　拓史 ｵｵﾔﾏ ﾀｸﾐ10099 (  52:20.809)

13 6395 千野　あゆみ
2:54:51.183

チャリんぽRT ﾁﾉ ｱﾕﾐ
坪田　隆志 ﾂﾎﾞﾀ ﾀｶｼ112

(  58:24.273)
(  59:52.303)

深田　利幸 ﾌｶﾀﾞ ﾄｼﾕｷ7107 (  56:34.607)

14 4417 岩渕　史剛
2:59:59.103

GWCCチームＢ ｲﾜﾌﾞﾁ ﾌﾐﾀｹ
森　真也 ﾓﾘ ｼﾝﾔ6004

(  55:29.561)
(1:02:31.922)

石井　裕明 ｲｼｲ ﾔｽｱｷ10401 (1:01:57.620)

15 3385 伊藤　智弘
3:02:42.976

リベクラ I'ts ｲﾄｳ ﾄﾓﾋﾛ
高石　敏彦 ﾀｶｲｼ ﾄｼﾋｺ5056

(  57:28.398)
(1:05:32.366)

佐藤　彰 ｻﾄｳ ｱｷﾗ233 (  59:42.212)
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【競技結果／ 榛名湖コース　チーム戦 】

順位 チーム記録所属チーム チームメンバーNo. 個人記録

RptHead

開催日 :  2017/05/21

16 4389 小林　祐介
3:03:48.834

ＦｉｒｅＷｈｅｅｌｓ ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｽｹ
小林　利行 ｺﾊﾞﾔｼ ﾄｼﾕｷ5099

(  52:06.817)
(  54:41.254)

八月朔日　健一 ﾎｵｽﾞﾐ ｹﾝｲﾁ12160 (1:17:00.763)

17 3329 飯塚　稔
3:04:19.615

ヨシモトポール ｲｲﾂﾞｶ ﾐﾉﾙ
深沢　直美 ﾌｶｻﾜ ﾅｵﾐ3378

(  56:37.124)
(1:14:32.172)

新井　雄太 ｱﾗｲ ﾕｳﾀ3240 (  53:10.319)

18 5357 小野木　孝
3:08:29.897

この三人は速くない ｵﾉｷﾞ ﾀｶｼ
浅野　務 ｱｻﾉ ﾂﾄﾑ5379

(1:00:18.847)
(1:00:54.795)

曽我　敦 ｿｶﾞ ｱﾂｼ8300 (1:07:16.255)

19 7318 大塚　寿
3:09:23.678

髪人 Cha輪ger ｵｵﾂｶ ﾋｻｼ
高橋　理樹 ﾀｶﾊｼ ﾏｻｷ7479

(1:01:50.371)
(1:01:01.484)

横尾　敏行 ﾖｺｵ ﾄｼﾕｷ7149 (1:06:31.823)

20 5367 阿部　竜一
3:10:45.855

チーム笑み ｱﾍﾞ ﾘｭｳｲﾁ
阿部　圭佑 ｱﾍﾞ ｹｲｽｹ2371

(1:02:28.641)
(  54:09.734)

井上　裕生 ｲﾉｳｴ ﾕｳｷ6093 (1:14:07.480)

21 11431 小池　智
3:14:51.396

北大競技スキー部ＯＢ ｺｲｹ ｻﾄｼ
関根　渓 ｾｷﾈ ｹｲ11436

(1:02:38.598)
(  58:17.717)

中井　佑輔 ﾅｶｲ ﾕｳｽｹ11432 (1:13:55.081)

22 7112 保科　裕也
3:16:53.077

髪人TMY零心愚 ﾎｼﾅ ﾕｳﾔ
黒岩　恒彦 ｸﾛｲﾜ ﾂﾈﾋｺ6142

(1:02:02.855)
(1:02:46.342)

保科　正晴 ﾎｼﾅ ﾏｻﾊﾙ7440 (1:12:03.880)

23 9388 橋本　文章
3:47:30.290

リベクラ HKT60 ﾊｼﾓﾄ ﾌﾐｱｷ
菊地　信政 ｷｸﾁ ﾉﾌﾞﾏｻ7070

(1:23:55.505)
(1:22:16.255)

田村　栄人 ﾀﾑﾗ ﾋﾃﾞﾄ7077 (1:01:18.530)

24 6438 坂田　正人
3:54:49.127

髪人 ー兵ー ｻｶﾀ ﾏｻﾄ
古川　浩 ﾌﾙｶﾜ ﾋﾛｼ7207

(1:05:59.294)
(1:00:45.690)

吉田　隆明 ﾖｼﾀﾞ ﾀｶｱｷ10414 (1:48:04.143)

25 9109 伊藤　聖治
3:57:43.188

おやじの会Aチーム ｲﾄｳ ｾｲｼﾞ
小松　靖弘 ｺﾏﾂ ﾔｽﾋﾛ9107

(1:19:52.458)
(1:19:04.495)

小野　正晴 ｵﾉ ﾏｻﾊﾙ9111 (1:18:46.235)

26 9218 神山　昌俊
3:58:14.899

戯 ｶﾐﾔﾏ ﾏｻﾄｼ
麦倉　進右 ﾑｷﾞｸﾗ ｼﾝｽｹ9260

(1:01:19.673)
(1:13:25.097)

森村　允彦 ﾓﾘﾑﾗ ﾖｼﾋｺ9336 (1:43:30.129)

27 14406 金井　道生
4:10:42.018

リンテックＡＦ－２ ｶﾅｲ ﾐﾁｵ
加藤　大貴 ｶﾄｳ ﾋﾛｷ13300

(1:36:57.852)
(1:20:10.318)

星野　知弥 ﾎｼﾉ ﾄﾓﾔ13301 (1:13:33.848)

28 9110 岡　正行
4:14:31.537

おやじの会Ｂチーム ｵｶ ﾏｻﾕｷ
大鷲　晃 ｵｵﾜｼ ｱｷﾗ9108

(1:11:21.625)
(1:40:17.235)

萩原　真也 ﾊｷﾞﾜﾗ ｼﾝﾔ9112 (1:22:52.677)

29 14445 斎藤　陽介
4:27:38.889

リンテックAF-1 ｻｲﾄｳ ﾖｳｽｹ
小池　貢 ｺｲｹ ﾐﾂｸﾞ14044

(1:23:07.118)
(1:17:46.457)

登坂　高次 ﾄｻｶ ｺｳｼﾞ14462 (1:46:45.314)

30 14069 竹森　晴美
4:34:58.678

てんとう虫CC ﾀｹﾓﾘ ﾊﾙﾐ
竹森　実 ﾀｹﾓﾘ ﾐﾉﾙ14068

(1:37:24.613)
(1:37:31.123)

石丸　博基 ｲｼﾏﾙ ﾋﾛｷ14084 (1:20:02.942)
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【競技結果／ 榛名湖コース　チーム戦 】

順位 チーム記録所属チーム チームメンバーNo. 個人記録

RptHead

開催日 :  2017/05/21

2021 小野沢　亮
- - - -

βヤング就活組 ｵﾉｻﾞﾜ ﾘｮｳ
長倉　慎之介 ﾅｶﾞｸﾗ ｼﾝﾉｽｹ2004 (  40:56.530)
横山　皓則 ﾖｺﾔﾏ ｱｷﾉﾘ2416 (  49:22.573)

2191 太田　元輝
- - - -

Ｒｏｎｄｉｎｅ ｵｵﾀ ｹﾞﾝｷ
岩崎　達郎 ｲﾜｻｷ ﾀﾂﾛｳ3213 (  49:42.821)
川村　太郎 ｶﾜﾑﾗ ﾀﾛｳ3073 (  51:19.060)

143 謝　文軒
- - - -

ＶＭ ｼｪ ｳｪﾝｼｭｪﾝ
胡　明志 ﾌｰ ﾐﾝﾁﾞｰ4352

(  56:01.062)
(  51:16.994)

蔡　秋雄 ﾂｧｨ ﾁｨｩｼｨｫﾝ4358

2221 塚越　強
- - - -

新生会スーパー３＋１ ﾂｶｺﾞｼ ﾂﾖｼ
小野沢　剛昌 ｵﾉｻﾞﾜ ﾀｹﾏｻ7387

(  46:55.032)
(1:22:08.509)

野澤　慶太 ﾉｻﾞﾜ ｹｲﾀ7389
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