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1 フリーマントル　マーク131 ﾌﾘｰﾏﾝﾄﾙ ﾏｰｸ 0:47:590:47:590:47:590:47:59 10 sec鹿児島県セカンドウインド鹿児島
2 斉藤　敦22 ｻｲﾄｳ ｱﾂｼ 0:48:040:48:040:48:040:48:04 +0:00:05 6 sec東京都DOKYU, RC
3 小橋　勇利902 ｺﾊﾞｼ ﾕｳﾘ 0:49:440:49:440:49:440:49:44 +0:01:45 4 sec愛媛県ボンシャンス飯田
4 中村　龍太郎37 ﾅｶﾑﾗ ﾘｭｳﾀﾛｳ 0:49:480:49:480:49:480:49:48 +0:01:49長野県信州大学自転車競技部
5 紺野　衛21 ｺﾝﾉ ﾏﾓﾙ 0:49:490:49:490:49:490:49:49 +0:01:50千葉県DOKYUレーシンク゛チ-ム
6 佐々木　謙介17 ｻｻｷ ｹﾝｽｹ 0:49:490:49:490:49:490:49:49 +0:01:50山形県
7 松永　慎太郎130 ﾏﾂﾅｶﾞ ｼﾝﾀﾛｳ 0:49:490:49:490:49:490:49:49 +0:01:50鹿児島県チーム　セカンドウィンド　
8 熊坂　和也13 ｸﾏｻｶ ｶｽﾞﾔ 0:49:490:49:490:49:490:49:49 +0:01:50札幌市FUJI CYCLINGTIME
9 一丸　忠生118 ｲﾁﾏﾙ ﾀﾀﾞｵ 0:49:490:49:490:49:490:49:49 +0:01:50鹿児島県チームセカンドウインド鹿
10 西尾　勇人65 ﾆｼｵ  ﾊﾔﾄ 0:49:490:49:490:49:490:49:49 +0:01:50札幌市masarice@alpha.ocn.ne.jp
11 藤原　真7 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾏｺﾄ 0:49:510:49:510:49:510:49:51 +0:01:52小樽市
12 奥間　知葉918 ｵｸﾏ　ﾄﾓﾊ 0:49:510:49:510:49:510:49:51 +0:01:52沖縄県
13 遠藤　優33 ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｳ 0:49:510:49:510:49:510:49:51 +0:01:52千葉県SFIDA CYCLING TEAM
13 永田　友貴64 ﾅｶﾞﾀ  ﾕｳｷ 0:49:510:49:510:49:510:49:51 +0:01:52札幌市
15 Ross　Findlay44 ﾛｽ ﾌｨﾝﾄﾞﾚｰ 0:49:510:49:510:49:510:49:51 +0:01:52虻田郡TEAM NISEKO
16 國清　雅継126 ｸﾆｷﾖ ﾏｻﾂｸﾞ 0:49:510:49:510:49:510:49:51 +0:01:52鹿児島県チームセカンドウインド鹿
17 遠藤　佳輔120 ｴﾝﾄﾞｳ ｹｲｽｹ 0:49:510:49:510:49:510:49:51 +0:01:52山形県山形大学トライアスロン部
18 青木　彦太43 ｱｵｷ ｹﾞﾝﾀ 0:49:510:49:510:49:510:49:51 +0:01:52岩内郡TEAM NISEKO
19 西尾　憲人69 ﾆｼｵ  ｹｲﾄ 0:49:520:49:520:49:520:49:52 +0:01:53札幌市masarice@alpha.ocn.ne.jp
20 福井　友規68 ﾌｸｲ ﾄﾓｷ 0:49:520:49:520:49:520:49:52 +0:01:53札幌市Jay Parker
21 木村　裕己2 ｷﾑﾗ ﾕｳｷ 0:49:520:49:520:49:520:49:52 +0:01:53札幌市札幌車連
22 佐藤　一臣34 ｻﾄｳ ｶｽﾞｵﾐ 0:49:520:49:520:49:520:49:52 +0:01:53小樽市
23 立花　良行67 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾖｼﾕｷ 0:49:530:49:530:49:530:49:53 +0:01:54網走郡チーム　パッシュ
24 佐々木　年史30 ｻｻｷ ﾄｼﾌﾐ 0:49:530:49:530:49:530:49:53 +0:01:54恵庭市サイクルプラザ
25 佐藤　和彦123 ｻﾄｳ ｶｽﾞﾋｺ 0:49:540:49:540:49:540:49:54 +0:01:55札幌市チーム輪駄
26 浅倉　則之32 ｱｻｸﾗ ﾉﾘﾕｷ 0:49:570:49:570:49:570:49:57 +0:01:58東京都SFIDA Cycling Team
27 村上　偵信40 ﾑﾗｶﾐ ﾖｼﾞﾉﾌﾞ 0:49:580:49:580:49:580:49:58 +0:01:59室蘭市TEAM NISEKO
28 本谷　渉20 ﾎﾝﾔ ﾜﾀﾙ 0:50:090:50:090:50:090:50:09 +0:02:10札幌市DOKYU RC
29 伊藤　舜紀1 ｲﾄｳ ｼｭﾝｷ 0:50:290:50:290:50:290:50:29 +0:02:30小樽市DOKYU
30 北野　圭二132 ｷﾀﾉ ｹｲｼﾞ 0:55:290:55:290:55:290:55:29 +0:07:30札幌市ＮＳＲ
30 坂本　伸吾127 ｻｶﾓﾄ ｼﾝｺﾞ 0:55:290:55:290:55:290:55:29 +0:07:30札幌市LEGON
30 佐藤　駿901 ｻﾄｳ ｼｭﾝ 0:55:290:55:290:55:290:55:29 +0:07:30札幌市DOKYU.RC
30 小島　徹109 ｺｼﾞﾏ ﾄｵﾙ 0:55:290:55:290:55:290:55:29 +0:07:30河東郡ＴＥＡＭ　ＳＵＮ
30 松本　和也908 ﾏﾂﾓﾄ  ｶｽﾞﾔ 0:55:290:55:290:55:290:55:29 +0:07:30札幌市
30 渡邉　勝之進916  ﾜﾀﾅﾍﾞ　ｶﾂﾉｼﾝ 0:55:290:55:290:55:290:55:29 +0:07:30札幌市
30 青山　大介106 ｱｵﾔﾏ ﾀﾞｲｽｹ 0:55:290:55:290:55:290:55:29 +0:07:30札幌市team panda
30 中村　聡史129 ﾅｶﾑﾗ ｻﾄｼ 0:55:290:55:290:55:290:55:29 +0:07:30東京都なるしまフレンド
30 宇野　一成135 ｳﾉ ｶｽﾞﾅﾘ 0:55:290:55:290:55:290:55:29 +0:07:30茨城県GreenSCT
30 佐々木　健介125 ｻｻｷ ｹﾝｽｹ 0:55:290:55:290:55:290:55:29 +0:07:30山形県山形大学トライアスロン部
30 工藤　諭志27 ｸﾄﾞｳ ｻﾄｼ 0:55:290:55:290:55:290:55:29 +0:07:30札幌市TEAM　アティック
30 野妻　洋充136 ﾉﾂﾞﾏ ﾋﾛﾐﾂ 0:55:290:55:290:55:290:55:29 +0:07:30札幌市TEAMアティック.
30 蒲田　正113 ｶﾏﾀﾞ ﾀﾀﾞｼ 0:55:290:55:290:55:290:55:29 +0:07:30山形県山形大学
30 青木　陸18 ｱｵｷ ﾘｸ 0:55:290:55:290:55:290:55:29 +0:07:30神奈川県racing CUBE
30 田　典幸122 ﾀ ﾉﾘﾕｷ 0:55:290:55:290:55:290:55:29 +0:07:30鹿児島県チームセカンドウインド鹿
30 和田　桂一112 ﾜﾀﾞ ｹｲｲﾁ 0:55:290:55:290:55:290:55:29 +0:07:30鹿児島県
30 鎌田　啓汰111 ｶﾏﾀﾞ ｹｲﾀ 0:55:290:55:290:55:290:55:29 +0:07:30山形県山形大学トライアスロン部
30 荒井　進138 ｱﾗｲ ｽｽﾑ 0:55:290:55:290:55:290:55:29 +0:07:30虻田郡TEAM NISEKO
30 内田　健太郎164 ｳﾁﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 0:55:290:55:290:55:290:55:29 +0:07:30札幌市サイクルズ　ワカサ
30 田中　達也161 ﾀﾅｶ  ﾀﾂﾔ 0:55:290:55:290:55:290:55:29 +0:07:30日高郡
30 三浦　健太郎5 ﾐｳﾗ ｹﾝﾀﾛｳ 0:55:290:55:290:55:290:55:29 +0:07:30網走郡N-WINDS
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30 富樫　宏成124 ﾄｶﾞｼ ﾋﾛﾅﾘ 0:55:290:55:290:55:290:55:29 +0:07:30北見市北見工業大学自転車競技
30 山田　晋也110 ﾔﾏﾀﾞ ｼﾝﾔ 0:55:290:55:290:55:290:55:29 +0:07:30函館市BLAU RERA
30 三谷　渉101 ﾐﾀﾆ ﾜﾀﾙ 0:55:290:55:290:55:290:55:29 +0:07:30江別市Jay Parker
30 山本　栄治104 ﾔﾏﾓﾄ ｴｲｼﾞ 0:55:290:55:290:55:290:55:29 +0:07:30札幌市エルム桂岡歯科
30 岩本　涼太郎134 ｲﾜﾓﾄ ﾘｮｳﾀﾛｳ 0:55:290:55:290:55:290:55:29 +0:07:30山口県IWAHARA Racing
30 川嶋　邦裕12 ｶﾜｼﾏ ｸﾆﾋﾛ 0:55:290:55:290:55:290:55:29 +0:07:30札幌市BC-ORION
30 上月　佑真31 ｺｳﾂﾞｷ ﾕｳﾏ 0:55:290:55:290:55:290:55:29 +0:07:30室蘭市DOKYU.RC
30 藤野　信一29 ﾌｼﾞﾉ ｼﾝｲﾁ 0:55:290:55:290:55:290:55:29 +0:07:30札幌市スパ狂＆O-Zappa
30 本山　修三16 ﾓﾄﾔﾏ ｼｭｳｿﾞｳ 0:55:290:55:290:55:290:55:29 +0:07:30恵庭市恵庭レーシング
30 藤澤　章平121 ﾌｼﾞｻﾜ ｼｮｳﾍｲ 0:55:290:55:290:55:290:55:29 +0:07:30青森県BLAU RERA
30 矢崎　潔114 ﾔｻﾞｷ ｷﾖｼ 0:55:290:55:290:55:290:55:29 +0:07:30東京都なるしまフレンド
30 平野　太貴904 ﾋﾗﾉ ﾋﾛﾀｶ 0:55:290:55:290:55:290:55:29 +0:07:30岩見沢サイクルプロショップひら
30 佐藤　力9 ｻﾄｳ ﾁｶﾗ 0:55:290:55:290:55:290:55:29 +0:07:30網走市N.WINDS
30 芦澤　諒平139 ｱｼｻﾞﾜ ﾘｮｳﾍｲ 0:55:290:55:290:55:290:55:29 +0:07:30札幌市TEAM CYCLEPLAZA
30 紺野　裕介116 ｺﾝﾉ ﾕｳｽｹ 0:55:290:55:290:55:290:55:29 +0:07:30北見市北見工大自転車競技部
30 石井　庸義137 ｲｼｲ ﾉﾌﾞﾖｼ 0:55:290:55:290:55:290:55:29 +0:07:30千葉県チームBMレーシング
30 河野　喬政105 ｶﾜﾉ ﾀｶﾏｻ 0:55:290:55:290:55:290:55:29 +0:07:30札幌市チーム輪駄
30 田中　豪10 ﾀﾅｶ ｺﾞｳ 0:55:290:55:290:55:290:55:29 +0:07:30札幌市稚内RC
30 大田　竜司128 ｵｵﾀ ﾘｭｳｼﾞ 0:55:290:55:290:55:290:55:29 +0:07:30札幌市
30 木村　吉伸25 ｷﾑﾗ ﾖｼﾉﾌﾞ 0:55:290:55:290:55:290:55:29 +0:07:30三重県JSR自転車部メビウス
30 金谷　安通163 ｶﾅﾔ ﾔｽﾐﾁ 0:55:290:55:290:55:290:55:29 +0:07:30帯広市KBCカマダ
30 猪又　靖28 ｲﾉﾏﾀ ｷﾖｼ 0:55:290:55:290:55:290:55:29 +0:07:30宮城県シクロペダリ
30 吉田　勝茂19 ﾖｼﾀﾞ ｶﾂｼｹﾞ 0:55:290:55:290:55:290:55:29 +0:07:30浦河郡
30 神山　孝治26 ｶﾐﾔﾏ ｺｳｼﾞ 0:55:290:55:290:55:290:55:29 +0:07:30登別市NSR
30 大江　治107 ｵｵｴ ｵｻﾑ 0:55:290:55:290:55:290:55:29 +0:07:30札幌市ロードキッズ
30 佐藤　一世906 ｻﾄｳ  ｲｯｾｲ 0:55:290:55:290:55:290:55:29 +0:07:30札幌市
30 片岡　正廣11 ｶﾀｵｶ ﾏｻﾋﾛ 0:55:290:55:290:55:290:55:29 +0:07:30札幌市team BIG
30 下谷地　雄三66 ｼﾓﾔﾁ ﾕｳｿﾞｳ 0:55:290:55:290:55:290:55:29 +0:07:30北広島チーム輪駄
30 斉藤　豊一15 ｻｲﾄｳ ﾄﾖｶｽﾞ 0:55:290:55:290:55:290:55:29 +0:07:30札幌市デ・シクロ・ペダリ
80 Ben　Kerr39 ﾍﾞﾝ  ｶｰ 0:55:290:55:290:55:290:55:29 +0:07:30虻田郡TEAM NISEKO
80 中谷　優介913 ﾅｶﾔ  ﾕｳｽｹ 0:55:290:55:290:55:290:55:29 +0:07:30札幌市
80 奈良　忠彦912 ﾅﾗ  ﾀﾀﾞﾋｺ 0:55:290:55:290:55:290:55:29 +0:07:30札幌市
80 木村　俊一108 ｷﾑﾗ ｼｭﾝｲﾁ 0:55:290:55:290:55:290:55:29 +0:07:30虻田郡TEAM NISEKO
80 村上　典正8 ﾑﾗｶﾐ ﾉﾘﾏｻ 0:55:290:55:290:55:290:55:29 +0:07:30北広島NCコインロッカーF
80 平野　智義909 ﾋﾗﾉ  ﾄﾓﾖｼ 0:55:290:55:290:55:290:55:29 +0:07:30札幌市
80 長嶋　大樹915 ﾅｶﾞｼﾏ  ﾀﾞｲｷ 0:55:290:55:290:55:290:55:29 +0:07:30札幌市
80 田野島　真樹911 ﾀﾉｼﾏ  ﾏｻｷ 0:55:290:55:290:55:290:55:29 +0:07:30札幌市
80 山田　大登910 ﾔﾏﾀﾞ  ﾀﾞｲﾄ 0:55:290:55:290:55:290:55:29 +0:07:30札幌市
80 松田　幸良6 ﾏﾂﾀﾞ ﾕｷﾖｼ 0:55:290:55:290:55:290:55:29 +0:07:30江別市デ・シクロ・ペダリ
80 齊藤　健志102 ｻｲﾄｳ ｹﾝｼﾞ 0:55:290:55:290:55:290:55:29 +0:07:30江別市
80 大谷　一24 ｵｵﾀﾆ ﾊｼﾞﾒ 0:55:290:55:290:55:290:55:29 +0:07:30茨城県TEAMスタープレックスサイ
80 山田　正樹103 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻｷ 0:55:290:55:290:55:290:55:29 +0:07:30札幌市ファントム・ハイパワー
80 鷲塚　陸907 ﾜｼｽﾞｶ  ﾘｸ 0:55:290:55:290:55:290:55:29 +0:07:30札幌市
94 近藤　康之119 ｺﾝﾄﾞｳ ﾔｽﾕｷ 0:55:290:55:290:55:290:55:29 +0:07:30大阪府
94 齊藤　大士914 ｻｲﾄｳ  ﾀﾞｲﾁ 0:55:290:55:290:55:290:55:29 +0:07:30札幌市
96 高橋　裕人4 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾄ 0:55:290:55:290:55:290:55:29 +0:07:30北広島チーム輪駄
96 清水野　努63 ｼﾐｽﾞﾉ  ﾂﾄﾑ 0:55:290:55:290:55:290:55:29 +0:07:30苫小牧
98 松本　公平35 ﾏﾂﾓﾄ ｺｳﾍｲ 0:55:290:55:290:55:290:55:29 +0:07:30札幌市
99 中村　吏季903 ﾅｶﾑﾗ ﾘｷ 0:55:290:55:290:55:290:55:29 +0:07:30留萌市
100 重田　康成38 ｼｹﾞﾀ ﾔｽﾅﾘ 0:55:290:55:290:55:290:55:29 +0:07:30室蘭市TEAM NISEKO
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【 【 【 【 3333rd stage rd stage rd stage rd stage 競技結果 競技結果 競技結果 競技結果 ／ ／ ／ ／ 総合 総合 総合 総合 A A A A のののの部 部 部 部 】】】】

ツールツールツールツール・・・・ドドドド・・・・北海道 北海道 北海道 北海道 2011201120112011市民市民市民市民ロードレースロードレースロードレースロードレース大会 　    開催大会 　    開催大会 　    開催大会 　    開催：：：：平成平成平成平成23232323年年年年9999月月月月17171717日日日日((((土土土土) ) ) ) ～ ～ ～ ～ 19191919日日日日((((月祝月祝月祝月祝))))

(H:M:S)(H:M:S)(H:M:S)(H:M:S)タイムタイムタイムタイム トップトップトップトップ差差差差 BonusBonusBonusBonus都道府県都道府県都道府県都道府県チームチームチームチーム名名名名順位順位順位順位 No.No.No.No. 氏名氏名氏名氏名

対象 対象 対象 対象 ： ： ： ： JCFJCFJCFJCF登録登録登録登録／／／／上級者上級者上級者上級者／／／／高校生男子 高校生男子 高校生男子 高校生男子 でででで全全全全3333ステージステージステージステージ参加参加参加参加

100 Bobby　Hoff36 ﾎﾞﾌﾞ ﾎﾌ 0:55:290:55:290:55:290:55:29 +0:07:30北海道TEAM NISEKO
102 巣内　福弘3 ｽﾅｲ ﾌｸﾋﾛ 0:55:290:55:290:55:290:55:29 +0:07:30札幌市BLAU RERA
103 石井　光平14 ｲｼｲ ｺｳﾍｲ 1:00:291:00:291:00:291:00:29 +0:12:30札幌市NSR
103 後藤　直祐23 ｺﾞﾄｳ ﾅｵｽｹ 1:00:291:00:291:00:291:00:29 +0:12:30千歳市TEAMアティック.
103 ウェデル　グレッグ41 ｳｪﾃﾞﾙ ｸﾞﾚｯｸﾞ 1:00:291:00:291:00:291:00:29 +0:12:30東京都
103 Chidley　Jonathon42 ﾁﾄﾞﾘｰ ｼﾞｮﾅｻﾝ 1:00:291:00:291:00:291:00:29 +0:12:30東京都
103 白石　竜一115 ｼﾗｲｼ ﾘｭｳｲﾁ 1:00:291:00:291:00:291:00:29 +0:12:30札幌市TEAMアティック.
103 飯田　貴之117 ｲｲﾀﾞ ﾀｶﾕｷ 1:00:291:00:291:00:291:00:29 +0:12:30山形県TeamHoshi
103 佐賀　聡人133 ｻｶﾞ ｻﾄ 1:00:291:00:291:00:291:00:29 +0:12:30室蘭市
103 伊藤　雄太917 ｲﾄｳ  ﾕｳﾀ 1:00:291:00:291:00:291:00:29 +0:12:30札幌市
103 佐藤　雄亮919 ｻﾄｳ　ﾕｳｽｹ 1:00:291:00:291:00:291:00:29 +0:12:30空知郡
各各各各ステージステージステージステージのののの記録記録記録記録、、、、及及及及びびびび総合時間総合時間総合時間総合時間ははははボーナスタイムボーナスタイムボーナスタイムボーナスタイムをををを付加後付加後付加後付加後のののの表記表記表記表記とするとするとするとする。。。。※※※※ボーナスタイムボーナスタイムボーナスタイムボーナスタイムはははは2222ndndndnd、、、、3333rdrdrdrdステージステージステージステージのみのみのみのみ

DNFDNFDNFDNF、、、、DNSDNSDNSDNSののののペナルティタイムペナルティタイムペナルティタイムペナルティタイムのののの加算加算加算加算（（（（最終完走者最終完走者最終完走者最終完走者のののの記録記録記録記録よりそれぞれよりそれぞれよりそれぞれよりそれぞれ5555分分分分・・・・10101010分分分分））））もももも同様同様同様同様であるであるであるである。。。。
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