
【 総合成績 ／  中級コースの部 】

(H:M:S.00)総合時間
トップ差

Bonus都道府県チーム名順位 No. 氏名

対象 ： 中級者／初級者40歳未

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 関　宏憲363 ｾｷ ﾋﾛﾉﾘ 3:37:38.60岩手県Chicca?  JiFUNiTA

2 近藤　年昭344 ｺﾝﾄﾞｳ ﾄｼｱｷ 3:37:44.37 +0:00:05.77 6 sec東京都synerzy

3 徳渕　浩379 ﾄｸﾌﾁ ﾋﾛｼ 3:37:47.77 +0:00:09.17 5 sec北海道TEAM NISEKO

4 宮脇　翔吾598 ﾐﾔﾜｷ ｼｮｳｺﾞ 3:38:37.51 +0:00:58.91北海道Team ASATEN

5 瀬戸　和憲558 ｾﾄ ｶｽﾞﾉﾘ 3:38:53.50 +0:01:14.90北海道

6 宇佐美　真一323 ｳｻﾐ ｼﾝｲﾁ 3:40:12.29 +0:02:33.69三重県Teamまんま

7 入江　伸介320 ｲﾘｴ ｼﾝｽｹ 3:40:59.20 +0:03:20.60北海道NCコインロッカーフライヤーズ

8 大崎　顕治516 ｵｵｻｷ ｹﾝｼﾞ 3:41:21.55 +0:03:42.95北海道

9 古川　好明592 ﾌﾙｶﾜ ﾖｼｱｷ 3:42:05.81 +0:04:27.21北海道

10 荻原　秀恭330 ｵｷﾞﾊﾗ ﾋﾃﾞﾔｽ 3:42:24.61 +0:04:46.01山梨県北見工大自転車部

11 本田　欣誠406 ﾎﾝﾀﾞ ｷﾝｾｲ 3:42:39.45 +0:05:00.85北海道

12 瀬戸口　祐貴559 ｾﾄｸﾞﾁ ﾕｳｷ 3:46:12.01 +0:08:33.41北海道

13 新谷　誠551 ｼﾝﾀﾆ ﾏｺﾄ 3:47:29.04 +0:09:50.44北海道

14 水谷　淳411 ﾐｽﾞﾀﾆ ｼﾞｭﾝ 3:47:41.09 +0:10:02.49 5 sec宮城県とんとら

15 相川　拓人501 ｱｲｶﾜ ﾀｸﾄ 3:49:14.78 +0:11:36.18北海道

16 佐野　憧平353 ｻﾉ ｼｮｳﾍｲ 3:50:36.84 +0:12:58.24北海道HCRC

17 島影　徹546 ｼﾏｶｹﾞ ﾄｵﾙ 3:50:50.82 +0:13:12.22北海道ライドファクトリープロジェクト

18 後藤　智哉343 ｺﾞﾄｳ ﾄﾓﾔ 3:51:21.12 +0:13:42.52北海道teamアティック.

19 樋口　亜門399 ﾋｸﾞﾁ ｱﾓﾝ 3:52:04.71 +0:14:26.11北海道北大自転車競技部

20 佐藤　隆信349 ｻﾄｳ ﾀｶﾉﾌﾞ 3:53:25.04 +0:15:46.44北海道TEAM PAJAMA

21 山﨑　洋明605 ﾔﾏｻﾞｷ ﾋﾛｱｷ 3:53:27.86 +0:15:49.26 1 sec北海道TEAMASATEN

22 森田　裕次郎417 ﾓﾘﾀ ﾕｳｼﾞﾛｳ 3:54:06.44 +0:16:27.84北海道つぶあんサイクルレーシング

23 藤山　真一378 ﾄｳﾔﾏ ｼﾝｲﾁ 3:55:00.98 +0:17:22.38北海道

24 臼井　伸之324 ｳｽｲ ﾉﾌﾞﾕｷ 3:55:22.96 +0:17:44.36北海道team panda

25 榎本　一輝325 ｴﾉﾓﾄ ｶｽﾞｷ 3:56:56.78 +0:19:18.18北海道

26 鳥崎　修平571 ﾄﾘｻｷ ｼｭｳﾍｲ 3:58:16.53 +0:20:37.93北海道北海道大学サイクリング同好

27 宇田　清隆513 ｳﾀﾞ ｷﾖﾀｶ 3:59:52.83 +0:22:14.23北海道

28 小山　憲司534 ｺﾔﾏ ｹﾝｼﾞ 4:00:35.01 +0:22:56.41北海道TBP

29 杉山　允一358 ｽｷﾞﾔﾏ ﾏｻｶｽﾞ 4:01:03.15 +0:23:24.55北海道室工大サイクリング部

30 佐藤　優介544 ｻﾄｳ ﾕｳｽｹ 4:01:08.16 +0:23:29.56茨城県レガーレ

31 恩村　健太郎523 ｵﾝﾑﾗ ｹﾝﾀﾛｳ 4:01:08.89 +0:23:30.29北海道チーム輪駄

32 草嶋　圭一339 ｸｻｼﾞﾏ ｹｲｲﾁ 4:01:29.48 +0:23:50.88宮城県

33 樋口　貢584 ﾋｸﾞﾁ ﾐﾂｸﾞ 4:01:42.80 +0:24:04.20大阪府いちもくさん

34 鈴木　悠361 ｽｽﾞｷ ﾕｳ 4:01:50.24 +0:24:11.64北海道北海道大学自転車競技部

35 飯田　俊二308 ｲｲﾀﾞ ｼｭﾝｼﾞ 4:02:47.62 +0:25:09.02北海道NCコインロッカーF

36 飯田　瑶平309 ｲｲﾀﾞ ﾖｳﾍｲ 4:02:52.77 +0:25:14.17北海道北大自転車部

37 鹿内　卓也355 ｼｶﾅｲ ﾀｸﾔ 4:03:43.78 +0:26:05.18青森県FFF archi

38 加茂　博530 ｶﾓ ﾋﾛｼ 4:03:45.52 +0:26:06.92北海道NCコインロッカーｆｌｙ

39 横溝　健志607 ﾖｺﾐｿﾞ ｹﾝｼﾞ 4:03:49.91 +0:26:11.31北海道RCアベニュー

40 大野　博之518 ｵｵﾉ ﾋﾛﾕｷ 4:03:56.21 +0:26:17.61北海道NCコインロッカーフライヤーズ

41 和田　裕樹610 ﾜﾀﾞ ﾕｳｷ 4:05:05.08 +0:27:26.48北海道

42 Craig Meikle531 ｸﾚｲｸﾞ ﾐｰｸﾙ 4:05:21.06 +0:27:42.46北海道TEAM NISEKO

43 宿田　浩司548 ｼｭｸﾀﾞ ｺｳｼﾞ 4:05:23.93 +0:27:45.33北海道JariCityCircus

44 小川　秀幸520 ｵｶﾞﾜ ﾋﾃﾞﾕｷ 4:06:22.71 +0:28:44.11北海道

45 若代　真二425 ﾜｶｼﾛ ｼﾝｼﾞ 4:08:33.95 +0:30:55.35滋賀県FUKADAまじりんぐ

46 中村　諭史384 ﾅｶﾑﾗ ｻﾄｼ 4:10:00.96 +0:32:22.36北海道キャセイパシフィック航空

47 横山　浩之422 ﾖｺﾔﾏ ﾋﾛﾕｷ 4:10:56.82 +0:33:18.22北海道nccoinlocker flyers

48 富川　暁569 ﾄﾐｶﾜ ｻﾄﾙ 4:11:55.04 +0:34:16.44北海道

49 伊藤　力317 ｲﾄｳ ﾘｷ 4:12:27.20 +0:34:48.60北海道クワザワAC

50 井上　祐二510 ｲﾉｳｴ ﾕｳｼﾞ 4:12:48.10 +0:35:09.50北海道
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51 新井　巧505 ｱﾗｲ ﾀｸﾐ 4:12:56.33 +0:35:17.73北海道JPT48

52 原田　康浩397 ﾊﾗﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ 4:13:34.99 +0:35:56.39北海道Natural Winds

53 黒澤　匠532 ｸﾛｻﾜ ﾀｸﾐ 4:13:57.73 +0:36:19.13北海道

54 鹿子嶋　健一524 ｶｺﾞｼﾏ ｹﾝｲﾁ 4:22:29.09 +0:44:50.49大阪府C.T.いちもくさん

55 北川　智彦337 ｷﾀｶﾞﾜ ﾄﾓﾋｺ 4:23:38.77 +0:46:00.17北海道

56 佐藤　史弥351 ｻﾄｳ ﾌﾐﾔ 4:26:18.04 +0:48:39.44北海道北海道大学自転車競技部

57 山崎　琢也418 ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｸﾔ 4:26:56.30 +0:49:17.70 1 sec岩手県

58 樋野　満585 ﾋﾉ ﾐﾂﾙ 4:28:18.38 +0:50:39.78大阪府C.Tイチモクサン

59 辻栄　敏文565 ﾂｼﾞｴ ﾄｼﾌﾐ 4:29:02.14 +0:51:23.54北海道NCコインロッカーフライヤーズ

60 野村　亨391 ﾉﾑﾗ ﾄｵﾙ 4:29:22.99 +0:51:44.39北海道JayParker

61 春木　貴之583 ﾊﾙｷ　ﾀｶﾕｷ 4:29:26.82 +0:51:48.22北海道

62 伊東　崇508 ｲﾄｳ　ﾀｶｼ 4:29:48.04 +0:52:09.44北海道DOKYU　RC

63 岩本　涼太郎322 ｲﾜﾓﾄ ﾘｮｳﾀﾛｳ 4:29:55.55 +0:52:16.95千葉県土橋塾自転車競技部

64 斎藤　元晃537 ｻｲﾄｳ ﾓﾄｱｷ 4:29:57.40 +0:52:18.80北海道TEAM NISEKO

65 武田　和也560 ﾀｹﾀﾞ ｶｽﾞﾔ 4:30:17.33 +0:52:38.73埼玉県メイドさん学科自転車部

66 山田　正樹419 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻｷ 4:32:27.41 +0:54:48.81北海道ファントムパワーレーシング

67 今井　博明511 ｲﾏｲ ﾋﾛｱｷ 4:37:46.19 +1:00:07.59北海道サイクルショップひらの

68 七尾　英樹575 ﾅﾅｵ ﾋﾃﾞｷ 4:37:46.89 +1:00:08.29北海道SFRC

69 田中　博基372 ﾀﾅｶ ﾋﾛｷ 4:37:53.20 +1:00:14.60北海道北大自転車競技部

70 須藤　大助556 ｽﾄﾞｳ ﾀﾞｲｽｹ 4:38:00.63 +1:00:22.03北海道HCRC

71 浦添　圭司514 ｳﾗｿﾞｴ ｹｲｼﾞ 4:40:50.66 +1:03:12.06北海道

72 相原　賢一502 ｱｲﾊﾗ ｹﾝｲﾁ 4:42:29.45 +1:04:50.85北海道札幌金八倶楽部

73 茂木　洋602 ﾓｷﾞ ﾋﾛｼ 4:42:50.87 +1:05:12.27北海道TEAM CYCLEPLAZA

74 毛利　邦彦414 ﾓｳﾘ ｸﾆﾋｺ 4:43:05.66 +1:05:27.06北海道メイドさん学科自転車部

75 岩渕　勝博321 ｲﾜﾌﾞﾁ ｶﾂﾋﾛ 4:47:31.24 +1:09:52.64北海道NCコインロッカーF

76 秋本　達之504 ｱｷﾓﾄ ﾀﾂﾕｷ 4:58:05.66 +1:20:27.06北海道

76 白石　洸将356 ｼﾗｲｼ ﾋﾛﾏｻ 4:58:05.66 +1:20:27.06北海道北海道大学自転車競技部

76 栗木　繁直341 ｸﾘｷ ｼｹﾞﾅｵ 4:58:05.66 +1:20:27.06北海道

76 堀田　歩405 ﾎｯﾀ ｱﾕﾑ 4:58:05.66 +1:20:27.06北海道TEAM CYCLEPLAZA
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