
【 2nd stage 総合成績 ／  上級コースの部 】

(H:M:S)タイム
トップ差

Bonus都道府県チーム名順位 No. 氏名

対象 ： JCF登録／上級者／高校生男子

ツール・ド・北海道2015 市民ステージレース 　　    開催：平成27年9月11日(金) ～ 13日(日)

1 伊藤　潤11 ｲﾄｳ ｼﾞｭﾝ 3:39:35 5 sec神奈川県

2 熊坂　和也27 ｸﾏｻｶ ｶｽﾞﾔ 3:39:37 +0:00:02 3 sec北海道TEAM NISEKO

3 Ryan Mckay101 ﾗｲｱﾝ ﾏｯｷｲ 3:39:40 +0:00:05 1 sec北海道TEAM NISEKO

4 奥山　太郎225 ｵｸﾔﾏ ﾀﾛｳ 3:39:42 +0:00:07岩手県I.U.C.C Desperado

5 西尾　憲人67 ﾆｼｵ ｹｲﾄ 3:39:43 +0:00:08北海道明星大学自転車競技部

6 平田　久仁枝75 ﾋﾗﾀ ｸﾆｴ 3:39:44 +0:00:09北海道

7 Hobbs James274 ﾎｯﾌﾞｽ ｼﾞｪｲﾑｽﾞ 3:39:46 +0:00:11岩手県Chicca? JiFUNiTA

8 清水　優47 ｼﾐｽﾞ ﾕｳ 3:39:50 +0:00:15北海道北海道大学自転車競技部

9 早瀬　憲太郎74 ﾊﾔｾ ｹﾝﾀﾛｳ 3:40:09 +0:00:34神奈川県日本ろう自転車競技協会

10 中谷　亮太1111 ﾅｶﾔ　ﾘｮｳﾀ 3:40:10 +0:00:35北海道北海道尚志学園高校

11 佐々木　年史38 ｻｻｷ ﾄｼﾌﾐ 3:40:23 +0:00:48北海道

12 蛭川　滉太76 ﾋﾙｶﾜ ｺｳﾀ 3:40:29 +0:00:54東京都

13 内田　健太郎15 ｳﾁﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 3:40:57 +0:01:22北海道CYCLES WAKASA

14 竹村　拓1110 ﾀｹﾑﾗ ﾀｸ 3:40:58 +0:01:23大阪府北桑田高校

15 本谷　渉84 ﾎﾝﾔ ﾜﾀﾙ 3:40:59 +0:01:24北海道DOKYU RC

16 松下　諭喜103 ﾏﾂｼﾀ ﾕｳｷ 3:40:59 +0:01:24北海道Natural Winds

17 木村　亮輔25 ｷﾑﾗ ﾘｮｳｽｹ 3:41:00 +0:01:25北海道高崎経済大学サイクリング部

18 青山　大介3 ｱｵﾔﾏ ﾀﾞｲｽｹ 3:41:00 +0:01:25北海道チーム輪駄

19 澁谷　弘樹245 ｼﾌﾞﾔ ﾋﾛｷ 3:41:02 +0:01:27北海道NSR

20 藤原　真81 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾏｺﾄ 3:41:04 +0:01:29北海道ChampionSystemJapan

21 田嶋　朗人254 ﾀｼﾞﾏ ｱｷﾄ 3:42:22 +0:02:47群馬県高崎経済大学サイクリング部

22 白崎　憲治49 ｼﾗｻｷ ｹﾝｼﾞ 3:43:25 +0:03:50北海道NSR

23 長妻　暁64 ﾅｶﾞﾂﾏ ｱｷﾗ 3:44:21 +0:04:46神奈川県Team SportsKid

24 清水　乾46 ｼﾐｽﾞ ｹﾝ 3:44:56 +0:05:21北海道TEAM NISEKO

25 水戸部　圭一郎90 ﾐﾄﾍﾞ ｹｲｲﾁﾛｳ 3:44:56 +0:05:21北海道NSR

26 目黒　裕士1119 ﾒｸﾞﾛ ﾕｳｼﾞ 3:46:30 +0:06:55北海道Ｐｅａｃｈ　ＭＡＸ

27 乾　飛鳥12 ｲﾇｲ ｱｽｶ 3:46:32 +0:06:57北海道チーム大樹

28 和田　桂一290 ﾜﾀﾞ ｹｲｲﾁ 3:46:32 +0:06:57鹿児島県セレクシオン南九州

29 鬼頭　佳希233 ｷﾄｳ ﾖｼｷ 3:46:33 +0:06:58北海道北見工大自転車部

30 野呂　武志71 ﾉﾛ ﾀｹｼ 3:46:33 +0:06:58北海道チーム輪駄

31 菅原　裕貴50 ｽｶﾞﾜﾗ ﾋﾛﾀｶ 3:46:36 +0:07:01北海道北大トライアスロン部

32 佐藤　一臣40 ｻﾄｳ ｶｽﾞｵﾐ 3:46:36 +0:07:01北海道NCコインロッカーフライヤー

33 国枝　昌彦26 ｸﾆｴﾀﾞ ﾏｻﾋｺ 3:46:43 +0:07:08北海道イナーメ信濃山形

34 佐藤　賢悟42 ｻﾄｳ ｹﾝｺﾞ 3:48:50 +0:09:15北海道チーム輪駄

35 Ben Kerr82 ﾍﾞﾝ ｶｰ 3:50:10 +0:10:35北海道TEAM NISEKO

36 小林　研太31 ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝﾀ 3:50:11 +0:10:36北海道ファントムパワー

37 宇野　一成215 ｳﾉ ｶｽﾞﾅﾘ 3:50:11 +0:10:36茨城県Green SCT

38 斉藤　豊一35 ｻｲﾄｳ ﾄﾖｶｽﾞ 3:50:11 +0:10:36北海道デシクロペダリ

39 芦沢　右史5 ｱｼｻﾞﾜ ﾐｷﾞﾌﾐ 3:50:11 +0:10:36北海道チーム　芽室町

40 齋藤　正泰240 ｻｲﾄｳ ﾏｻﾔｽ 3:50:17 +0:10:42北海道MUUR-ZERO

41 奥場　勝利1105 ｵｸﾊﾞ ｶﾂﾄｼ 3:54:20 +0:14:45北海道滝川西高校

42 大谷　仁志219 ｵｵﾀﾆ ﾋﾄｼ 3:54:26 +0:14:51北海道CMJ

43 森　天孝95 ﾓﾘ ｿﾗﾀｶ 3:55:07 +0:15:32東京都Maidservant Subject

44 三浦　友視87 ﾐｳﾗ ﾄﾓﾐ 3:55:09 +0:15:34北海道北海道大学自転車競技部

45 杉本　和也292 ｽｷﾞﾓﾄ ｶｽﾞﾔ 3:55:32 +0:15:57北海道N.ウインズ(北見工業大学自

46 後藤　克人30 ｺﾞﾄｳ ｶﾂﾋﾄ 3:55:42 +0:16:07北海道デ・シクロ・ペダリ

47 長谷川　雄紀252 ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｳｷ 3:57:51 +0:18:16北海道NCコインロッカーフライヤー

48 藤江　雄太78 ﾌｼﾞｴ ﾕｳﾀ 3:57:55 +0:18:20北海道

49 坂本　伸吾36 ｻｶﾓﾄ ｼﾝｺﾞ 4:01:30 +0:21:55北海道

50 紅谷　七輝1116 ﾍﾞﾆﾔ ﾅｲｷ 4:02:53 +0:23:18北海道
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51 杉山　友仁1109 ｽｷﾞﾔﾏ ﾕｳﾄ 4:03:09 +0:23:34北海道Peach MAX

52 巣内　福弘51 ｽﾅｲ ﾌｸﾋﾛ 4:03:16 +0:23:41北海道BLAU RERA

53 福井　友規77 ﾌｸｲ ﾄﾓｷ 4:03:16 +0:23:41北海道Ｊａｙ　Ｐａｒｋｅｒ

54 柳　繁樹97 ﾔﾅｷﾞ ｼｹﾞｷ 4:04:11 +0:24:36北海道チーム輪駄

55 林　裕也73 ﾊﾔｼ ﾕｳﾔ 4:04:11 +0:24:36北海道

56 堀江　亮太1117 ﾎﾘｴﾘｮｳﾀ 4:04:40 +0:25:05北海道北海道尚志学園高校

57 佐藤　修39 ｻﾄｳ ｵｻﾑ 4:05:02 +0:25:27北海道BLAU  RERA

58 浅倉　則之4 ｱｻｸﾗ ﾉﾘﾕｷ 4:05:30 +0:25:55東京都MUUR-ZERO CyclingFrontier

59 三浦　謙太郎86 ﾐｳﾗ ｹﾝﾀﾛｳ 4:05:55 +0:26:20北海道

60 大沼　泰彦220 ｵｵﾇﾏ ﾔｽﾋｺ 4:06:29 +0:26:54北海道NCｺｲﾝﾛｯｶｰF

61 川野　健太22 ｶﾜﾉ ｹﾝﾀ 4:06:32 +0:26:57東京都日本ろう自転車競技協会

62 下谷地　雄三48 ｼﾓﾔﾁ ﾕｳｿﾞｳ 4:06:33 +0:26:58北海道チーム輪駄

63 松田　健吾279 ﾏﾂﾀﾞ ｹﾝｺﾞ 4:07:18 +0:27:43岩手県I.U.C.C Desperado

64 北野　昌昭24 ｷﾀﾉ ﾏｻｱｷ 4:08:18 +0:28:43北海道TEAM CYCLEPLAZA

65 荒井　進6 ｱﾗｲ ｽｽﾑ 4:09:17 +0:29:42北海道TEAM NISEKO

66 佐藤　和彦41 ｻﾄｳ ｶｽﾞﾋｺ 4:09:40 +0:30:05北海道チーム輪駄

67 小平　泰広29 ｺﾀﾞｲﾗ ﾔｽﾋﾛ 4:10:39 +0:31:04北海道TEAMアティック.

68 畑　頌聡72 ﾊﾀ ﾂｸﾞﾄｼ 4:11:25 +0:31:50東京都

69 友光　寛之262 ﾄﾓﾐﾂ ﾋﾛﾕｷ 4:12:28 +0:32:53北海道

70 松田　健吾278 ﾏﾂﾀﾞ ｹﾝｺﾞ 4:13:35 +0:34:00北海道CYCLES WAKASA

71 三谷　渉89 ﾐﾀﾆ ﾜﾀﾙ 4:13:52 +0:34:17北海道Jay Parker

72 佐賀　聡人241 ｻｶﾞ ｻﾄ 4:14:10 +0:34:35北海道

73 髙田　昌秀52 ﾀｶﾀﾞ ﾖｼﾋﾃﾞ 4:17:28 +0:37:53北海道Teamまんま

74 石黒　健一207 ｲｼｸﾞﾛ ｹﾝｲﾁ 4:17:28 +0:37:53北海道Phantom Power Racing

75 北野　圭二23 ｷﾀﾉ ｹｲｼﾞ 4:17:39 +0:38:04北海道NSR

76 武田　博司253 ﾀｹﾀﾞ ﾋﾛｼ 4:19:43 +0:40:08北海道恵庭レーシング

77 山田　正人286 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻﾄ 4:19:50 +0:40:15北海道Tyrell-kagawa cycling team

78 安田　裕輔96 ﾔｽﾀﾞ ﾕｳｽｹ 4:21:23 +0:41:48北海道つぶあんサイクルレーシング

79 山下　満284 ﾔﾏｼﾀ ﾐﾂﾙ 4:21:39 +0:42:04北海道サイクルショップひらの

80 吉田　勝茂100 ﾖｼﾀﾞ ｶﾂｼｹﾞ 4:22:24 +0:42:49北海道Panda

81 丹下　真人59 ﾀﾝｹﾞ ﾏｻﾄ 4:22:39 +0:43:04滋賀県FUKADAまじりんぐ

82 長谷川　清哉1115 ﾊｾｶﾞﾜ　ｾｲﾔ 4:23:21 +0:43:46北海道北海道尚志学園高校

83 山﨑　大煕1120 ﾔﾏｻﾞｷ　ﾀﾞｲｷ 4:23:38 +0:44:03北海道北海道尚志学園高校

84 大村　健一221 ｵｵﾑﾗ ｹﾝｲﾁ 4:24:13 +0:44:38北海道bobbish

85 浅利　裕志202 ｱｻﾘ ﾋﾛｼ 4:25:16 +0:45:41北海道TEAM CYCLEPLAZA

86 三木田　秀明88 ﾐｷﾀ ﾋﾃﾞｱｷ 4:26:24 +0:46:49北海道チーム･リミッツ

87 藤田　和己273 ﾌｼﾞﾀ ｶｽﾞﾐ 4:26:39 +0:47:04北海道TEAM NISEKO

88 石山　拓郎9 ｲｼﾔﾏ ﾀｸﾛｳ 4:27:18 +0:47:43北海道北海道大学自転車競技部

89 木綿　博昭94 ﾓﾒﾝ ﾋﾛｱｷ 4:27:51 +0:48:16北海道

90 遠藤　進216 ｴﾝﾄﾞｳ ｽｽﾑ 4:27:59 +0:48:24北海道team panda

91 木村　啓介234 ｷﾑﾗ ｹｲｽｹ 4:28:43 +0:49:08北海道PeachMAX

92 河井　一真1107 ｶﾜｲ ｶｽﾞﾏ 4:29:03 +0:49:28北海道

93 川嶋　邦裕21 ｶﾜｼﾏ ｸﾆﾋﾛ 4:34:03 +0:54:28北海道BC-ORION

93 近藤　匡33 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀﾀﾞｼ 4:34:03 +0:54:28北海道

93 田中　豪55 ﾀﾅｶ ｺﾞｳ 4:34:03 +0:54:28北海道稚内ＲＣ

93 得利　雄介61 ﾄｸﾖｼ ﾕｳｽｹ 4:34:03 +0:54:28神奈川県日本ろう自転車競技協会

93 長濱　圭吾65 ﾅｶﾞﾊﾏ ｹｲｺﾞ 4:34:03 +0:54:28東京都

93 野崎　勝利70 ﾉｻﾞｷ ｶﾂﾄｼ 4:34:03 +0:54:28埼玉県日本ろう自転車競技協会

93 藤野　信一80 ﾌｼﾞﾉ ｼﾝｲﾁ 4:34:03 +0:54:28北海道

93 Bobby Hoff83 ﾎﾞﾌﾞ ﾎﾌ 4:34:03 +0:54:28北海道TEAM NISEKO
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93 村上　典正91 ﾑﾗｶﾐ ﾉﾘﾏｻ 4:34:03 +0:54:28北海道NCコインロッカーフライヤー

93 木綿　仁司93 ﾓﾒﾝ ﾋﾄｼ 4:34:03 +0:54:28北海道KBCカマダ

93 相原　綾太201 ｱｲﾊﾗ ﾘｮｳﾀ 4:34:03 +0:54:28北海道RCアベニュー

93 大加瀬　将217 ｵｵｶｾ ﾏｻﾙ 4:34:03 +0:54:28北海道

93 小倉　広大226 ｵｸﾞﾗ ｺｳﾀﾞｲ 4:34:03 +0:54:28熊本県チームGINRIN熊本

93 片岡　悠真228 ｶﾀｵｶ ﾕｳﾏ 4:34:03 +0:54:28宮城県

93 加藤　武志229 ｶﾄｳ ﾀｹｼ 4:34:03 +0:54:28北海道チーム大樹

93 桐生　匡235 ｷﾘｳ ﾀﾀﾞｼ 4:34:03 +0:54:28北海道de cyclo pedali

93 笹谷　隆宏242 ｻｻﾔ ﾀｶﾋﾛ 4:34:03 +0:54:28北海道エニワレーシング

93 里井　浩太244 ｻﾄｲ ｺｳﾀ 4:34:03 +0:54:28神奈川県サナース

93 長澤　優樹263 ﾅｶﾞｻﾜ ﾕｳｷ 4:34:03 +0:54:28北海道北海道大学自転車競技部

93 本間　航一276 ﾎﾝﾏ ｺｳｲﾁ 4:34:03 +0:54:28北海道

93 三輪　侑平281 ﾐﾜ ﾕｳﾍｲ 4:34:03 +0:54:28神奈川県501JFW自転車部

93 森　大輔283 ﾓﾘ ﾀﾞｲｽｹ 4:34:03 +0:54:28北海道Team BIG

93 横澤　武志289 ﾖｺｻﾞﾜ　ﾀｹｼ 4:34:03 +0:54:28北海道メイドさん学科自転車部

93 合川　陽彩1101 ｱｲｶﾜ　ﾋｲﾛ 4:34:03 +0:54:28北海道北海道尚志学園高校

93 伊藤　大世1103 ｲﾄｳ　ﾀｲｾｲ 4:34:03 +0:54:28北海道北海道尚志学園高校

93 牛瀧　海斗1104 ｳｼﾀｷ　ｶｲﾄ 4:34:03 +0:54:28北海道北海道尚志学園高校

93 草野　耕太1108 ｸｻﾉ　ｺｳﾀ 4:34:03 +0:54:28北海道北海道尚志学園高校

93 浪花　敬1112 ﾅﾆﾜ　ｹｲ 4:34:03 +0:54:28北海道北海道尚志学園高校

93 登　龍哉1114 ﾉﾎﾞﾘ　ﾀﾂﾔ 4:34:03 +0:54:28北海道北海道尚志学園高校

93 三浦　翔1118 ﾐｳﾗ　ｼｮｳ 4:34:03 +0:54:28北海道北海道尚志学園高校

123 伊藤　一雄10 ｲﾄｳ ｶｽﾞｵ 4:39:03 +0:59:28北海道team panda

123 大東　達也16 ｵｵﾋｶﾞｼ ﾀﾂﾔ 4:39:03 +0:59:28北海道北大自転車競技部

123 佐々木　翔一37 ｻｻｷ ｼｮｳｲﾁ 4:39:03 +0:59:28岩手県富士大学

123 嶋瀬　拓也45 ｼﾏｾ ﾀｸﾔ 4:39:03 +0:59:28北海道Muur-Zero CyclingFrontier

123 立花　良行54 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾖｼﾕｷ 4:39:03 +0:59:28北海道つぶあんサイクルレーシング

123 田中　達也56 ﾀﾅｶ ﾀﾂﾔ 4:39:03 +0:59:28北海道

123 津村　翔平60 ﾂﾑﾗ ｼｮｳﾍｲ 4:39:03 +0:59:28神奈川県パインヒルズ'90

123 中川　拳62 ﾅｶｶﾞﾜ ｹﾝ 4:39:03 +0:59:28北海道帯広三条高等学校

123 西野　雅宏68 ﾆｼﾉ ﾏｻﾋﾛ 4:39:03 +0:59:28北海道Peach MAX

123 磯田　卓也209 ｲｿﾀﾞ ﾀｸﾔ 4:39:03 +0:59:28北海道ファントムパワー

123 須藤　拓250 ｽﾄｳ ﾀｸ 4:39:03 +0:59:28神奈川県

123 秋元　優星1102 ｱｷﾓﾄ　ﾕｳｾｲ 4:39:03 +0:59:28北海道北海道尚志学園高校

各ステージの記録、及び総合時間はボーナスタイムを付加後の表記とする。※ボーナスタイムは2nd、3rdステージのみ

DNF、DNSのペナルティタイムの加算（最終完走者の記録よりそれぞれ5分・10分）も同様である。
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この大会は、スポーツ振興くじ

助成金を受けて実施しています。


