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1 マトリックスパワータグ 2160

フランシスコ マンセボフランシスコ マンセボフランシスコ マンセボフランシスコ マンセボ 1111 9009009009001111

レオネル キンテロレオネル キンテロレオネル キンテロレオネル キンテロ 2222 6756756756754444

ホセ ビセンテ トリビオホセ ビセンテ トリビオホセ ビセンテ トリビオホセ ビセンテ トリビオ 3333 5855855855852222

アイラン フェルナンデス 31 903

吉田 隼人 33 905

安原 大貴 39 906

小森 亮平 44 907

小林 海 51 6513

2 TEAM BRIDGESTONE Cycling 945

今村 駿介今村 駿介今村 駿介今村 駿介 5555 45045045045021212121

孫崎 大樹孫崎 大樹孫崎 大樹孫崎 大樹 6666 40540540540524242424

近谷 涼近谷 涼近谷 涼近谷 涼 35353535 9090909027272727

徳田 優 36 9026

橋本 英也 DNF 128

沢田 桂太郎 DNF 129

石橋 学 DNF 123

黒枝 士揮 DNF 122

3 愛三工業レーシングチーム 810

大前 翔大前 翔大前 翔大前 翔 4444 495495495495325325325325

伊藤 雅和伊藤 雅和伊藤 雅和伊藤 雅和 12121212 225225225225321321321321

岡本 隼岡本 隼岡本 隼岡本 隼 29292929 90909090323323323323

草場 啓吾 DNF 1324

當原 隼人 DNF 1327

中川 拳 DNF 1326

住吉 宏太 DNF 1322

貝原 涼太 DNF 1328

4 KINAN Cycling Team 630

トマ ルバトマ ルバトマ ルバトマ ルバ 10101010 225225225225288288288288

山本 大喜山本 大喜山本 大喜山本 大喜 11111111 225225225225285285285285

山本 元喜山本 元喜山本 元喜山本 元喜 18181818 180180180180282282282282

新城 雄大 32 90284

中島 康晴 52 65281

椿 大志 DNF 1283

5 TeamUKYO 630

横塚 浩平横塚 浩平横塚 浩平横塚 浩平 8888 315315315315145145145145

畑中 勇介畑中 勇介畑中 勇介畑中 勇介 14141414 225225225225142142142142

小石 祐馬小石 祐馬小石 祐馬小石 祐馬 22222222 90909090141141141141

武山 晃輔 23 90146

吉岡 直哉 DNF 1144

6 Hincapie LEOMO Bellmare Racing Team 585

門田 祐輔門田 祐輔門田 祐輔門田 祐輔 13131313 225225225225168168168168

小山 智也小山 智也小山 智也小山 智也 16161616 180180180180166166166166

石原 悠希石原 悠希石原 悠希石原 悠希 20202020 180180180180167167167167

米谷 隆志 27 90161

才田 直人 56 65162

小畑 郁 61 40165

小林 弘幸 DNF 1164

永塩 幸之介 DNF 1163
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7 シマノレーシング 515

湊 諒湊 諒湊 諒湊 諒 7777 36036036036063636363

木村 圭佑木村 圭佑木村 圭佑木村 圭佑 26262626 9090909061616161

中井 唯晶中井 唯晶中井 唯晶中井 唯晶 55555555 6565656566666666

風間 翔眞 57 6568

黒枝 咲哉 59 6565

中田 拓也 63 4067

一丸 尚伍 DNF 162

横山 航太 DNF 164

8 那須ブラーゼン 405

谷 順成谷 順成谷 順成谷 順成 15151515 225225225225208208208208

西尾 憲人西尾 憲人西尾 憲人西尾 憲人 38383838 90909090202202202202

佐藤 大志佐藤 大志佐藤 大志佐藤 大志 50505050 90909090209209209209

渡邊 翔太郎 64 40205

西尾 勇人 DNF 1203

佐藤 宇志 DNF 1210

柴田 雅之 DNF 1204

新開 隆人 DNF 1207

9 eNShare Racing Team 361

河賀 雄大河賀 雄大河賀 雄大河賀 雄大 9999 270270270270261261261261

阿曽 圭佑阿曽 圭佑阿曽 圭佑阿曽 圭佑 37373737 90909090270270270270

糸川 典往糸川 典往糸川 典往糸川 典往 DNFDNFDNFDNF 1111267267267267

水野 恭兵 DNF 1262

佐藤 利英 DNF 1266

公文 拓真 DNF 1263

茂越 龍哉 DNS265

嶋田 祥 DNS268

10 イナーメ信濃山形 360

北野 普識北野 普識北野 普識北野 普識 17171717 180180180180124124124124

内野 直也内野 直也内野 直也内野 直也 24242424 90909090122122122122

高杉 知彰高杉 知彰高杉 知彰高杉 知彰 43434343 90909090125125125125

荒瀧 隆公 45 90131

岡 泰誠 54 65126

佐野 千尋 DNF 1121

渡邊 聡 DNF 1127

比護 任 DNF 1135

11 さいたまディレーブ 335

阿部 航大阿部 航大阿部 航大阿部 航大 19191919 180180180180345345345345

高木 三千成高木 三千成高木 三千成高木 三千成 34343434 90909090343343343343

藤田 涼平藤田 涼平藤田 涼平藤田 涼平 58585858 65656565347347347347

小野 康太郎 DNF 1346

岸 崇仁 DNF 1344

半田 子竜 DNF 1348

宇田川 陽平 DNS341

安彦 統賀 DNS350

12 レバンテフジ静岡 270

佐藤 遼佐藤 遼佐藤 遼佐藤 遼 25252525 90909090244244244244

西村 基西村 基西村 基西村 基 28282828 90909090245245245245

石井 駿平石井 駿平石井 駿平石井 駿平 40404040 90909090246246246246

海野 晋作 60 65247

野宮 一朗 DNF 1243

伊藤 舜紀 DNF 1242

長田 華山 DNF 1248

佐野 淳哉 DNF 1241
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13 弱虫ペダル サイクリングチーム 220

織田 聖織田 聖織田 聖織田 聖 30303030 90909090101101101101

松島 拓人松島 拓人松島 拓人松島 拓人 47474747 90909090107107107107

長塚 寿生長塚 寿生長塚 寿生長塚 寿生 62626262 40404040104104104104

西谷 雅史 DNF 1108

前田 公平 DNF 1102

井上 文成 DNF 1105

村田 雄耶 DNF 1103

小川 恵佑 DNF 1106

14 稲城FIETSクラスアクト 181

宇賀 隆貴宇賀 隆貴宇賀 隆貴宇賀 隆貴 41414141 90909090186186186186

水野 貴行水野 貴行水野 貴行水野 貴行 42424242 90909090182182182182

青木 誠青木 誠青木 誠青木 誠 DNFDNFDNFDNF 1111184184184184

藤田 勉 DNF 1188

高橋 伸成 DNF 1192

香西 真介 DNF 1189

中村 文武 DNS183

吉田 泰大 DNS193

15 VC福岡 156

佐藤 信哉佐藤 信哉佐藤 信哉佐藤 信哉 46464646 90909090223223223223

花田 凱成花田 凱成花田 凱成花田 凱成 53535353 65656565224224224224

八幡 光哉八幡 光哉八幡 光哉八幡 光哉 DNFDNFDNFDNF 1111228228228228

持留 叶汰郎 DNF 1227

山科 竜一郎 DNF 1222

武井 裕 DNF 1221

松田 真和 DNS225

早川 祐司 DNS226

16 VICTOIRE 広島 92

白川 幸希白川 幸希白川 幸希白川 幸希 21212121 9090909082828282

西田 優大西田 優大西田 優大西田 優大 DNFDNFDNFDNF 111190909090

冨尾 大地冨尾 大地冨尾 大地冨尾 大地 DNFDNFDNFDNF 111185858585

大塚 航 DNF 189

桂 慶浩 DNF 187

小山 貴大 DNF 184

平林 楓輝 DNF 191

原田 裕成 DNF 183

17 宇都宮ブリッツェン 92

小坂 光小坂 光小坂 光小坂 光 48484848 9090909045454545

阿部 嵩之阿部 嵩之阿部 嵩之阿部 嵩之 DNFDNFDNFDNF 111143434343

中村 魁斗中村 魁斗中村 魁斗中村 魁斗 DNFDNFDNFDNF 111150505050

増田 成幸 DNS41

鈴木 譲 DNS42

大久保 陣 DNS44

西村 大輝 DNS48

小野寺 玲 DNS49

18 群馬グリフィンレーシングチーム 92

永富 一騎永富 一騎永富 一騎永富 一騎 49494949 90909090309309309309

平塚 佑亮平塚 佑亮平塚 佑亮平塚 佑亮 DNFDNFDNFDNF 1111306306306306

古田 潤古田 潤古田 潤古田 潤 DNFDNFDNFDNF 1111307307307307

松井 敏文 DNF 1305

馬渡 伸弥 DNF 1301

若月 隆真 DNF 1310

飯野 智行 DNF 1303

森崎 健臣 DNS308

Commissaire PanelCommissaire PanelCommissaire PanelCommissaire Panel
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