
【 総合成績 ／  初級コースの部 】

(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 ： 初級者55歳未満、55歳以上／女子／高校生 女子／中学生

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 木綿　宏太1414 ﾓﾒﾝ ｺｳﾀ 1:48:19.50 10 sec北海道KBCカマダ

2 米田　和美1019 ﾖﾈﾀﾞ ｶｽﾞﾐ 1:50:06.32 +0:01:46.82 6 sec北海道Ready GO JAPAN

3 重山　太介749 ｼｹﾞﾔﾏ ﾀﾞｲｽｹ 1:51:04.23 +0:02:44.73 1 sec鹿児島県

4 小宮山　大輔741 ｺﾐﾔﾏ ﾀﾞｲｽｹ 1:51:39.44 +0:03:19.94北海道Bobbish

5 佐藤　哲也746 ｻﾄｳ ﾃﾂﾔ 1:52:32.44 +0:04:12.94東京都

6 蔡　栄浩772 ﾁｪｰ ﾖﾝﾎ 1:52:32.81 +0:04:13.31北海道CYCLES WAKASA

7 原　紋登793 ﾊﾗ ﾓﾝﾄ 1:53:21.00 +0:05:01.50 1 sec北海道チェブロ

8 長谷川　祐一790 ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｳｲﾁ 1:53:34.88 +0:05:15.38北海道沼田スキー連盟

9 浜松　信好791 ﾊﾏﾏﾂ ﾉﾌﾞﾖｼ 1:54:18.45 +0:05:58.95北海道はまはげ

10 駒谷　修920 ｺﾏﾀﾆ ｵｻﾑ 1:54:41.56 +0:06:22.06北海道NCコインロッカーフライヤーズ

11 蓑口　哲郎810 ﾐﾉｸﾞﾁ ﾃﾂﾛｳ 1:54:46.59 +0:06:27.09北海道

12 佐々木　順久924 ｻｻｷ ﾖﾘﾋｻ 1:54:55.96 +0:06:36.46北海道旭川ＲＲＴ

13 児玉　あずさ1005 ｺﾀﾞﾏ ｱｽﾞｻ 1:55:03.28 +0:06:43.78北海道Time Limits

14 伊藤　彰宏905 ｲﾄｳ ｱｷﾋﾛ 1:55:11.60 +0:06:52.10北海道TEAM NISEKO

15 鈴木　龍宏928 ｽｽﾞｷ ﾀﾂﾋﾛ 1:55:20.25 +0:07:00.75北海道CC南風

16 木綿　啓太1413 ﾓﾒﾝ ｹｲﾀ 1:55:39.43 +0:07:19.93北海道KBCカマダ

17 西冨　健司786 ﾆｼﾄﾐ ｹﾝｼﾞ 1:55:44.42 +0:07:24.92福岡県高良内自転車倶楽部

18 齋藤　綾子1006 ｻｲﾄｳ ｱﾔｺ 1:56:23.72 +0:08:04.22宮城県

19 平間　俊樹797 ﾋﾗﾏ ﾄｼｷ 1:56:52.94 +0:08:33.44北海道チーム輪駄

20 諏訪　剛篤759 ｽﾜ ﾀｹｱﾂ 1:57:37.60 +0:09:18.10東京都CICADA UNITED

21 野並　昭宏789 ﾉﾅﾐ ｱｷﾋﾛ 1:58:08.48 +0:09:48.98北海道

22 中谷　研斗1410 ﾅｶﾔ ｹﾝﾄ 1:59:39.66 +0:11:20.16北海道TEAM CYCLEPLAZA

23 田中　勝769 ﾀﾅｶ　ﾏｻﾙ 2:01:16.75 +0:12:57.25北海道team　ｐａｎｄａ

24 若松　健司834 ﾜｶﾏﾂ ｹﾝｼﾞ 2:02:17.77 +0:13:58.27北海道サイクルショップ虻川

25 豊嶋　清一780 ﾄﾖｼﾏ ｷﾖｶｽﾞ 2:03:07.24 +0:14:47.74北海道

26 芦﨑　純一901 ｱｼｻﾞｷ ｼﾞｭﾝｲﾁ 2:04:06.63 +0:15:47.13北海道RCアベニュー

27 山田　雄大826 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾀ 2:04:11.65 +0:15:52.15埼玉県

28 三浦　幸浩808 ﾐｳﾗ ﾕｷﾋﾛ 2:06:19.97 +0:18:00.47北海道

29 松田　千裕1018 ﾏﾂﾀﾞ ﾁﾋﾛ 2:07:28.66 +0:19:09.16千葉県

30 林　泉938 ﾊﾔｼ ｲｽﾞﾐ 2:08:33.39 +0:20:13.89北海道

31 辻口　芳広775 ﾂｼﾞｸﾞﾁ ﾖｼﾋﾛ 2:10:02.60 +0:21:43.10北海道interiorplan.jpレーシング

32 木内　忠幸732 ｷｳﾁ ﾀﾀﾞﾕｷ 2:11:37.25 +0:23:17.75北海道小樽AC

33 早瀬　久美1015 ﾊﾔｾ ｸﾐ 2:13:05.00 +0:24:45.50神奈川県日本ろう自転車競技協会

34 中野　良宣936 ﾅｶﾉ ﾖｼﾉﾘ 2:13:46.01 +0:25:26.51北海道

35 生島　則明926 ｼｮｳｼﾞﾏ ﾉﾘｱｷ 2:18:20.79 +0:30:01.29北海道チーム　リミッツ

36 小山内　雄一722 ｵｻﾅｲ ﾕｳｲﾁ 2:19:51.69 +0:31:32.19北海道

37 守田　好宏944 ﾓﾘﾀ ﾖｼﾋﾛ 2:25:38.45 +0:37:18.95北海道

38 平井　和宏795 ﾋﾗｲ ｶｽﾞﾋﾛ 2:27:14.38 +0:38:54.88北海道TEAM　GET-UP

39 松本　直規940 ﾏﾂﾓﾄ ﾅｵｷ 2:27:50.00 +0:39:30.50東京都

40 片岡　正廣915 ｶﾀｵｶ ﾏｻﾋﾛ 2:30:21.11 +0:42:01.61北海道Team BIG

41 江口　惠津子1002 ｴｸﾞﾁ ｴﾂｺ 2:35:16.00 +0:46:56.50東京都

42 原田　拓雄794 ﾊﾗﾀﾞ ﾀｸｵ 2:53:06.00 +1:04:46.50北海道

43 須藤　民篤758 ｽﾄﾞｳ ﾀﾐｱﾂ 2:58:06.00 +1:09:46.50北海道レガーレ

43 松木　盛行804 ﾏﾂｷ ﾓﾘﾕｷ 2:58:06.00 +1:09:46.50東京都

43 臼澤　隆史908 ｳｽｻﾞﾜ ﾀｶｼ 2:58:06.00 +1:09:46.50兵庫県トラクターRC
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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。


