
みんなのタイムトライアルジャパン2nd stage
※下記参加者案内もありますので必ずご確認ください。

スタートリスト
女子

ゼッケン番号 スタート時間 氏名漢字 氏名カナ

110 10:00:00 萩野谷 茉那美 ハギノヤ マナミ

109 10:00:30 石井 美絵 イシイ ミエ

108 10:01:00 榎本　美帆 ｴﾉﾓﾄ ﾐﾎ

107 10:01:30 宇屋　真理恵 ｳﾔ ﾏﾘｴ

106 10:02:00 高橋　明日香 ﾀｶﾊｼ ｱｽｶ

105 10:02:30 森田　由紀 ﾓﾘﾀ ﾕｷ

104 10:03:00 薗部　桃子 ｿﾉﾍﾞ ﾓﾓｺ

103 10:03:30 山本　美樹 ﾔﾏﾓﾄ ﾐｷ

102 10:04:00 森出　美樹 ﾓﾘﾃﾞ ﾐｷ

101 10:04:30 望月　美和子 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾐﾜｺ

男子

ゼッケン番号 スタート時間 氏名漢字 氏名カナ

52 10:15:00 望月　雄太 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾕｳﾀ

51 10:15:30 中組 智文 ナカグミ トモフミ

50 10:16:00 山倉 幹丈 ヤマクラ ミキタケ

49 10:16:30 吉川 英孝 ヨシカワ ヒデタカ

48 10:17:00 小形　健作 ｵｶﾞﾀ ｹﾝｻｸ

47 10:17:30 岩島　啓太 ｲﾜｼﾏ ｹｲﾀ

46 10:18:00 平岩　大輔 ﾋﾗｲﾜ ﾀﾞｲｽｹ

45 10:18:30 市野　正直 ｲﾁﾉ ﾏｻﾄｼ

44 10:19:00 永田 洋介 ナガタ ヨウスケ

43 10:19:30 小坂　悠人 ｺｻｶ ﾕｳﾄ

42 10:20:00 西川　和伸 ﾆｼｶﾜ ｶｽﾞﾉﾌﾞ

41 10:20:30 濱口　裕明 ﾊﾏｸﾞﾁ ﾋﾛｱｷ

40 10:21:00 笠野　浩志 ｶｻﾉ ﾋﾛｼ

39 10:21:30 宇津木　秀勅 ｳﾂｷﾞ ﾋﾃﾞﾄｷ

38 10:22:00 高橋　鯉一 ﾀｶﾊｼ ﾘｲﾁ

37 10:22:30 市村　修 ｲﾁﾑﾗ ｵｻﾑ

36 10:23:00 西村　基騎 ﾆｼﾑﾗ ﾓﾄｷ

35 10:23:30 村上　直希 ﾑﾗｶﾐ ﾅｵｷ

34 10:24:00 藤森　祐輔 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾕｳｽｹ

33 10:24:30 猪野　健太郎 ｲﾉ ｹﾝﾀﾛｳ

32 10:25:00 片山　進平 ｶﾀﾔﾏ ｼﾝﾍﾟｲ

31 10:25:30 林　允 ﾊﾔｼ ﾏｺﾄ

30 10:26:00 曺　炯宇 ｼﾞｮ ﾋｮﾝｳ

29 10:26:30 ローリー　イアン ﾛｰﾘｰ ｲｱﾝ

28 10:27:00 小山　晋史 ｺﾔﾏ ｼﾝｼﾞ

27 10:27:30 脇坂　季繁 ﾜｷｻｶ ｽｴｼｹﾞ



26 10:28:00 清水　久 ｼﾐｽﾞ ﾋｻｼ

25 10:28:30 川羽田　勝美 ｶﾜﾊﾞﾀ ｶﾂﾐ

24 10:29:00 昆野　健理 ｺﾝﾉ ｹﾝﾘ

23 10:29:30 新村　貴樹 ｼﾝﾑﾗ ﾀｶｷ

22 10:30:00 吉川　慎示 ﾖｼｶﾜ ｼﾝｼﾞ

21 10:30:30 沼平　茂雄 ﾇﾏﾋﾗ ｼｹﾞｵ

20 10:31:00 杉浦　夏樹 ｽｷﾞｳﾗ ﾅﾂｷ

19 10:31:30 杉田　正義 ｽｷﾞﾀ ﾏｻﾖｼ

18 10:32:00 杉本　卓史 ｽｷﾞﾓﾄ ﾀｶｼ

17 10:32:30 山本　勝太 ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳﾀ

16 10:33:00 木下　史啓 ｷﾉｼﾀ ﾌﾐﾋﾛ

15 10:33:30 西川　正隼 ﾆｼｶﾜ ﾏｻﾄｼ

14 10:34:00 仁科　洋人 ﾆｼﾅ ﾋﾛﾄ

13 10:34:30 柿原　裕介 ｶｷﾊﾗ ﾕｳｽｹ

12 10:35:00 大上　一人 ｵｵｳｴ ｶｽﾞﾄ

11 10:35:30 松村　潤 ﾏﾂﾑﾗ ｼﾞｭﾝ

10 10:36:00 持斉　秀和 ｼﾞｻｲ ﾋﾃﾞｶｽﾞ

9 10:36:30 増田　智仁 ﾏｽﾀﾞ ﾄﾓﾋﾄ

8 10:37:00 西澤　直紀 ﾆｼｻﾞﾜ ﾅｵｷ

7 10:37:30 田村　裕貴 ﾀﾑﾗ ﾕｳｷ

6 10:38:00 山口　良彰 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾖｼｱｷ

5 10:38:30 花田　俊太 ﾊﾅﾀﾞ ｼｭﾝﾀ

4 10:39:00 船山　崇 ﾌﾅﾔﾏ ﾀｶｼ

3 10:39:30 宮本　賢一 ﾐﾔﾓﾄ ｹﾝｲﾁ

2 10:40:00 森榮　晃彦 ﾓﾘｻｶ ｱｷﾋｺ

1 10:40:30 高岡　亮寛 ﾀｶｵｶ ｱｷﾋﾛ

スプリント・オブ・富士山
種目 スタート時間 参加資格

女子決勝 11:00
タイムトライアル女
子1～4位

男子決勝 11:15
タイムトライアル男
子1～4位

★当日のご案内
当日は8時30分から駐車場オープンとなります。駐車場は富士スバルランドになりま
す。
駐車券はありませんのでそのままお越しください。
住所：〒401-0301山梨県南都留郡富士河口湖町船津宇剣丸尾6663-1

受付開始時間は9時より富士スバルランド内にテントを設置し行います。
その際に計測チップ、ヘルメットシールをお渡しさせて頂きます。

各人のスタート時間に合わせて受付、スタート地点への移動をお願い致します。
スタート地点は受付場所からTTのコースに沿って2.5km下っていただきますので、
スタート時間の15分前には必ず移動をお願い致します。

TTの男女各上位4名は「スプリント・オブ・富士山」として4名によるロードレースを開催
いたします。
優勝者にはチャンピオンジャージをご用意しております!!

表彰式につきましてはMｔ.富士ヒルクライム会場の富士北麓公園陸上競技場内ステー
ジで行います。
男女上位3名の方＋スプリント・オブ・富士山優勝者は13時にお越しください。
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