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2  45.33km/h大垣ピストンズ2021 柘植 英明 坂 直之 多賀 良成 佐竹 勝弘 15:21.16

2 00:32.58 43.79km/hエキップリオン1992 松本 孝 川瀬 康史 浦谷 篤 宇田 裕行 15:53.74

2 00:35.66 43.64km/hHRT3143 武田 光司 沖本 篤 藤村 剛 谷本 康仁 15:56.82

2 00:45.05 43.22km/h鷹組　牛蜘蛛船長怒るす！3154 井上 正祥 藤波 将 服部 隆宏 橋本 洋孝 16:06.21

2 01:02.53 42.45km/h鷹組キッズ ぴよぴよ隊2595 村山 椋 三文字 慶太 安原 大貴 太田 啓貴 16:23.69

2 01:18.65 41.77km/hＴＥＡＭ光2516 国本 英典 樹神 雄平 加納 広路 山下 精 16:39.81

2 01:21.74 41.64km/hＴＥＡＭ光2667 笠松 卓矢 土屋 陽 松野 裕樹 国ノ十 英孝 16:42.90

2 01:22.14 41.62km/hRiseレーシングチーム1958 大入 隆平 園田 恭明 中川 健 澤辺 大輝 16:43.30

2 01:25.20 41.50km/hレブハフトレーシング  KKSG1989 岩田 文彦 山口 正起 山本 雅一 近藤 享平 16:46.36

2 01:27.23 41.41km/h△ミサイル　トマホーク31310 大山 陽一郎 杉浦 友昭 古市 篤彦 茂利 隆俊 16:48.39

2 01:32.99 41.18km/hKYB Racing Cチーム13011 脇坂 晴樹 高柳 樹 井元 智可至 坂下 卓 16:54.15

2 01:41.14 40.85km/hノンデモおやぢ朝練24812 河合 博志 梅田 康之 白石 昌武 及川 裕和 17:02.30

2 01:42.36 40.80km/hストラーダバイカーズⅥ25613 田中 宏樹 辻 満 西尾 彰宏 飯野 慎太郎 17:03.52

2 01:44.96 40.70km/hサニーサイド アズーリ22614 土岐 忍 飯尾 雅之 向囿 友博 曽根 謙一 17:06.12

2 01:45.74 40.67km/h△ミサイル　ハープーン30815 中村 和志 黒田 孝 太田 誠 金津 貴文 17:06.90

2 01:49.62 40.51km/hTRAP26316 前田 義範 高橋 大介 松尾 剛志 17:10.78

2 01:49.77 40.51km/hＴＥＡＭ光27217 和田 宗一郎 佐々 浩貴 國本 勝弘 岡本 隆 17:10.93

2 01:50.59 40.47km/hEURO-WORKS Racing23718 中川 威 宇井 孝爾 中森 雅人 勝水 拓也 17:11.75

2 01:51.91 40.42km/h大垣ピストンズ　竹31119 清水 勝也 中井 久人 三輪 庸介 冨田 剛史 17:13.07

2 01:52.85 40.39km/hカミハギＣＬＩＭＢ－ＭＡＸ19020 渡辺 真一 松川 航 城所 皐輔 岩瀬 群青 17:14.01

2 01:52.92 40.38km/hカミハギAC25221 遠山 裕司 杉浦 悠太 吉田 康彦 稲葉 誉人 17:14.08

2 02:03.07 39.99km/h三菱電機姫路ZERO19122 有山 朋男 濱中 康志 小林 裕幸 田中 典行 17:24.23

2 02:03.18 39.99km/hTEAM NO-KIN14623 永吉 篤弥 平野 光輝 須藤 大喜 丹羽 優太 17:24.34

2 02:05.07 39.91km/hいちもくさんA27624 片田 哲也 樋口 貢 中田 圭亮 若代 健 17:26.23

2 02:07.75 39.81km/hレブハフトレーシング　Bチーム26725 水草 和英 尾碕 嘉成 西嶋 等 矢船 良洋 17:28.91

2 02:07.79 39.81km/hウイルワークス30026 形部 直登 福田 翔太 岡崎 康孝 形部 穂高 17:28.95

2 02:15.29 39.53km/hO-RACING･JPJ12027 中地 優喜 熊崎 敏浩 城本 忠司 尾碕 嘉成 17:36.45

2 02:17.28 39.45km/hＴＯＭＯＳ　ＲＡＣＩＮＧ　Ｆ16528 水野 晶之 川合 隆博 板津 昌也 鍵谷 照紀 17:38.44

2 02:18.24 39.42km/hTeam-DADDY19229 杉本 勇二 香月 眞一 服部 将登 長江 浩穂 17:39.40

2 02:22.63 39.26km/hO-RACING13230 伊藤 誠 水口 徹 錦織 焼人 角 季信 17:43.79

2 02:22.82 39.25km/hチーム　サイボーグ30731 船木 高宏 青砥 英明 廣瀬 辰哉 17:43.98

2 02:28.88 39.03km/hBフクイ 今年はやります｡31032 上野 拓也 南部 隆一 小川 勇樹 小倉 寛史 17:50.04

2 02:29.04 39.02km/hTeam Sakatani22133 中屋 和久 山下 龍星 三嶋 大和 阪口 巧 17:50.20

2 02:30.23 38.98km/hTEAMNISHIKAWA19734 佐野 敦史 田中 明彦 石橋 直也 徳野 慎平 17:51.39

2 02:32.32 38.90km/hＴＥＡＭ光30435 吉竹 直人 伊藤 光一 伊藤 則義 清水 良春 17:53.48

2 02:35.62 38.78km/hLePoissonRouge30536 中原 由志貴 児玉 淳治 島原 実 17:56.78

2 02:40.31 38.61km/hTEAM LINK A17537 後藤 幸哉 中村 正則 増田 翔太 岡島 秀樹 18:01.47

2 02:41.79 38.56km/hサニーサイド プチアズーリ28638 鎌田 英樹 二間瀬 英利 金本 一紀 松井 和夫 18:02.95

2 02:44.50 38.46km/hジーエス・ユアサ　京都自転車29539 雪岡 純 澤田 英佑 楠本 陵一 18:05.66

2 02:44.90 38.45km/hサニーサイド テンペスト嵐31240 小柳 良平 紀野 伸一 石井 秀明 三浦 正也 18:06.06

2 02:45.50 38.43km/hO☆RACINGチーム仙田18341 岡本 壮一郎 仙田 康宏 内田 洋 服部 健一 18:06.66

2 02:46.91 38.38km/hストラーダバイカーズⅤ28842 太田 貴明 藤井 学 小野 善幸 佐川 友樹 18:08.07

2 02:49.60 38.28km/h大垣ピストンズ　松14943 竹中 宏和 渡辺 達也 山田 篤 吉田 健一 18:10.76

2 02:52.65 38.18km/hKYB　Racing Bチーム23244 能田 光 松尾 彰久 鍵谷 和規 谷口 英次 18:13.81

2 02:53.76 38.14km/hチーム1985 B29845 横井 克明 村井 敦志 石川 智明 18:14.92

2 02:54.93 38.10km/hＴＯＭＯＳ　Ｒ．Ｆ　１29746 飯田 武 各務 健文 羽田野 隆 三浦 栄一 18:16.09

2 02:55.22 38.09km/hPRANTAN CYCLING TEAM30947 柿本 哲治 加藤 喜丈 増井 鵬朗 18:16.38

2 02:57.32 38.02km/h大阪市立大学経済学部13148 丸本 浩太郎 中川 満 石田 亮太 芝原 孝幸 18:18.48

2 03:02.70 37.83km/hBフクイ ゆとりですが何か12649 大日方 海斗 齋藤 友一 秀里 泰生 柳 神二郎 18:23.86

2 03:04.13 37.78km/hチームカミハギ肉弾子列車30650 伊井 孝之 青木 健悟 浜田 知伸 寺澤 佑斗 18:25.29

Page: 1 / 5Page: 1 / 5Page: 1 / 5Page: 1 / 5 Matrix.inc printed at 2016/08/20 14:51:23Matrix.inc printed at 2016/08/20 14:51:23Matrix.inc printed at 2016/08/20 14:51:23Matrix.inc printed at 2016/08/20 14:51:23



【 チームTT（JCF未登録） A 】【 チームTT（JCF未登録） A 】【 チームTT（JCF未登録） A 】【 チームTT（JCF未登録） A 】

2016/08/20 (Sat)

Distance :   2周（11.6km）Distance :   2周（11.6km）Distance :   2周（11.6km）Distance :   2周（11.6km）

第33回シマノ鈴鹿ロードレース大会第33回シマノ鈴鹿ロードレース大会第33回シマノ鈴鹿ロードレース大会第33回シマノ鈴鹿ロードレース大会

順位順位順位順位 No.No.No.No.
ﾄｯﾌﾟﾄｯﾌﾟﾄｯﾌﾟﾄｯﾌﾟ
との差との差との差との差周回周回周回周回

平均平均平均平均
時速時速時速時速チーム名チーム名チーム名チーム名 メンバーメンバーメンバーメンバー タイムタイムタイムタイム

2 03:04.27 37.78km/h伊丹NCC -A29451 青木 昌文 七野 智昭 糸本 守 中島 秀規 18:25.43

2 03:05.71 37.73km/hチームダックスフンド326252 名越 裕晃 井上 文成 野々村 圭介 18:26.87

2 03:05.95 37.72km/hポップコーンRC15653 乾 久雄 栗本 正史 薮内 卓治 西垣 拓也 18:27.11

2 03:07.29 37.67km/hサニーサイド　ルーチェ光18154 斎藤 忠義 峯近 兼臣 古宮 真春 宮里 由人 18:28.45

2 03:07.71 37.66km/hレブハフトTMAi26455 井上 裕 高木 篤 村田 康 Coetzee Andr 18:28.87

2 03:11.31 37.54km/h磨けばヒカル！19656 松広 高久 小田 健司 船岡 敬司 小池 剛 18:32.47

2 03:13.27 37.47km/hTeam NG26957 足立 誠一 富川 大輔 古谷 仁 上田 秀則 18:34.43

2 03:14.64 37.43km/hAoyama Rockets RT14258 板崎 寿一 鈴木 壮 吉川 博昭 奧村 廉 18:35.80

2 03:15.00 37.41km/hBフクイ イーケーメン？17159 福井 統 高橋 昌裕 安田 昌平 高岸 優樹 18:36.16

2 03:15.57 37.39km/hあんどう商店30260 山田 昌幸 鈴木 英徳 坂本 直哉 18:36.73

2 03:15.59 37.39km/h大垣ＣＳＣ　アトムボーイ28061 澤口 弘 市川 豊 竹中 一輝 18:36.75

2 03:16.33 37.37km/h大垣CSC くら寿司25762 上阪 輝威 水谷 敏和 山本 裕行 18:37.49

2 03:16.88 37.35km/h三井住友銀行自転車部Ａ18763 堂本 玲二 中田 慎介 工藤 顕 上村 大輔 18:38.04

2 03:18.38 37.30km/hＢＥＡＣＨ18664 細川 広道 石原 祥量 大野 茂樹 大木 慎二 18:39.54

2 03:19.56 37.26km/hBフクイ タテヨコデカイ12265 斉藤 伸哉 田中 芳宏 牧野 雅弘 山川 陽輔 18:40.72

2 03:21.55 37.20km/hトラクターRC14066 大永 徳彦 臼澤 隆史 西代 伸造 18:42.71

2 03:24.34 37.10km/hサニーサイド ボルツァーノ12167 川辺 和広 野口 裕之 松岡 雅仁 橋本 健次 18:45.50

2 03:25.16 37.08km/hＴＯＭＯＳ　Ｒ．Ｆ　418268 今井 亮一 佐合 満岳 奥村 貴俊 安藤 明生 18:46.32

2 03:25.86 37.05km/hサニーサイド プレミニ稲妻17869 村田 明彦 川本 貴政 玉井 利一 平野 吉照 18:47.02

2 03:27.83 36.99km/hInspire Racing Team20170 谷野 広卓 坂田 憲彦 静 淳二 碇 純治 18:48.99

2 03:29.67 36.93km/hチームシナノA30171 信濃 勇介 新井 貴大 塩井 聡志 浪越 寛人 18:50.83

2 03:31.01 36.88km/hTeam スクアドラ ベテラン19472 小濱 学 笠島 博明 宮本 訓寛 18:52.17

2 03:31.71 36.86km/hTCC-SPEED 5OB10273 森 由光 竹村 照雄 森 勇次 早川 孝明 18:52.87

2 03:32.18 36.85km/hTOTEC46818874 湊原 正司 松永 文明 塚本 英二 上城 拓也 18:53.34

2 03:33.54 36.80km/hTEAM DRONE22475 高田 侑亮 西村 光明 小林 秀一 河合 一徳 18:54.70

2 03:38.86 36.63km/h竹田設計工業自転車部13776 辻井 智之 倉田 貴生 岡 賢仁 井上 聡 19:00.02

2 03:39.25 36.62km/hストラーダバイカーズⅡ26177 山本 朋貴 萩原 史和 西本 友太朗 篁 佳太 19:00.41

2 03:40.61 36.57km/hＴＯＭＯＳ　Ｒ．Ｆ　517078 永瀬 淳二 古田 雄大 永田 卓也 福井 健太郎 19:01.77

2 03:43.16 36.49km/hキャノンデール心斎橋A11079 髙山 健人 カプラン・オラ 前田 堅一朗 19:04.32

2 03:43.40 36.49km/hJKCC-Middle25880 高辻 貴嘉 川崎 博義 北野 敦 村上 嘉康 19:04.56

2 03:45.21 36.43km/h△ミサイル　テポドン18981 水本 雅樹 伊藤 智幸 加藤 恭路 豊田 佳人 19:06.37

2 03:46.45 36.39km/hいちもくさんB12482 塩塚 誠 樋野 満 礒野 学 中谷 征夫 19:07.61

2 03:46.47 36.39km/h伊丹NCC－Ｂ17683 森口 靖弘 山内 信彦 大町 辰也 藤田 一博 19:07.63

2 03:46.47 36.39km/hビターエンダー30384 岡林 一夫 石崎 茂 細川 琢磨 19:07.63

2 03:47.24 36.36km/hもっとDOTE RACING11585 吉田 威久 高橋 篤志 岡田 尚久 今井 隆文 19:08.40

2 03:47.47 36.36km/hRiseまろやかチーム14386 金田 誠次 川端 浩介 田畑 祐治 樋口 龍行 19:08.63

2 03:49.37 36.30km/hチーム・レグルス15587 山下 依知郎 富田 浩盟 鈴木 健介 中西 浩一 19:10.53

2 03:50.12 36.27km/hＧＳユアサ14588 小林 完二 諏訪 隼也 吉田 大河 新井 広章 19:11.28

2 03:53.17 36.18km/hBフクイ チーム管理職28189 上田 洋行 寺前 鉄也 堀川 明彦 河上 大輔 19:14.33

2 03:54.22 36.14km/hチームSPT14490 松田 光平 石原 巧 萩野 勇紀 中平 悠大 19:15.38

2 03:54.63 36.13km/hストラーダバイカーズⅦ17291 熊谷 宥輝 三宮 弘義 大坂 智加 下仲 智也 19:15.79

2 03:55.68 36.10km/hBフクイ OGG62.7522792 森 了 坂井 利章 瀬戸 紀夫 滝波 範男 19:16.84

2 04:06.89 35.75km/hＴＯＭＯＳ　Ｒ．Ｆ　223493 安藤 学 渡邉 健人 吉田 崇了 山田 武志 19:28.05

2 04:08.81 35.69km/hＴＥＡＭ光21794 西川 孝一 北谷 正雄 今井 祐司 吉田 佳史 19:29.97

2 04:10.69 35.64km/h鷹組　ＯＧ３合わせて２１２歳28395 岸田 直樹 近藤 達哉 小出 浩雅 村山 直行 19:31.85

2 04:10.77 35.63km/hチームシナノC28496 植村 幸治 請川 敬祐 近藤 治男 生西 正幸 19:31.93

2 04:11.40 35.61km/hフットワークAg15097 浅野 昌隆 田邊 斉 坪井 重隆 大橋 征幸 19:32.56

2 04:11.65 35.61km/hチームカミハギ18598 松本 匡史 野々垣 孝洋 奥村 伸二 椙村 恭之 19:32.81

2 04:16.01 35.47km/h花道１12599 田邊 守通 長澤 祐二 矢野 友貴 19:37.17

2 04:16.85 35.45km/hSMCC101100 神屋 葉一 三好 俊明 河西 敬祐 山田 龍之介 19:38.01
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2 04:18.22 35.41km/hストラーダバイカーズⅠ169101 井上 寿 瀬崎 順一 小沢 秀平 森田 耕 19:39.38

2 04:19.11 35.38km/hサニーサイド ベント風273102 櫛谷 人志 國武 康範 乙咩 陽平 田中 拓哉 19:40.27

2 04:19.24 35.38km/hチームシナノB184103 村川 高潔 舩岡 大 川田 亮二 柏原 哲也 19:40.40

2 04:19.37 35.37km/h堀場製作所自転車倶楽部Aチー112104 入江 和大 丸山 和人 齋藤 崇志 芝田 育帆 19:40.53

2 04:19.44 35.37km/hチームアクオードF228105 渋谷 晃也 三科 伸二 吉川 一哉 北山 貴史 19:40.60

2 04:19.56 35.37km/hいちもくさんC229106 鹿子嶋 健一 清水 尚志 江口 周平 19:40.72

2 04:21.55 35.31km/hチームシナノE148107 沈 家? 日高 龍路 木村 一夫 山下 大輔 19:42.71

2 04:21.57 35.31km/hJKCC-Young135108 林 純也 金井 良樹 原 敬一朗 東藤 一也 19:42.73

2 04:28.00 35.12km/hオムレンジャー292109 住田 篤紀 竹谷 宏昭 鬼塚 浩之 清水 良治 19:49.16

2 04:30.57 35.04km/hグリーングルーヴ117110 山谷 修一 大内 誠 山崎 秀忠 19:51.73

2 04:30.87 35.03km/hまほロバRCのぞみ号236111 上村 剛 小林 英央 松並 孝至 奥野 英司 19:52.03

2 04:31.04 35.03km/hTEAM CTI133112 平野 智久 村田 知憲 木下 伸一 19:52.20

2 04:31.73 35.01km/hKROCC　Aチーム180113 松田 信一 上神 輝久 浅木 英生 與倉 稔 19:52.89

2 04:33.01 34.97km/hTeam LINK わんわん163114 岡島 秀樹 長谷川 智 山田 智 19:54.17

2 04:35.73 34.89km/hチームダックスフンド1296115 中山 雅弘 大塚 遼祐 宰田 敬一 田中 義晃 19:56.89

2 04:35.91 34.88km/hおじさんBWA136116 奥山 純弘 匂坂 慎祐 伊藤 和也 角 康彦 19:57.07

2 04:36.14 34.88km/hビューポイント111117 鈴木 慶昌 鈴木 健正 角田 正見 田中 龍博 19:57.30

2 04:37.99 34.82km/hフットワークAu106118 川村 哲也 後藤 優和 河田 建大 山中 啓允 19:59.15

2 04:39.31 34.79km/hコカドサイクル 川西支部250119 小門 栄喜 西口 裕久 井上 喜光 山形 晶 20:00.47

2 04:41.02 34.74km/hTeam LINK ぎゅうぎゅう290120 野々村 幸晴 江頭 慎治 浦部 勝徳 20:02.18

2 04:41.88 34.71km/h西宮市役所自転車部Ｂ246121 大谷 義和 中尾 公紀 原 昌義 森 利文 20:03.04

2 04:42.80 34.69km/hTeam DTK127122 林 裕貴 水谷 浩明 松井 訓央 廣瀬 靖真 20:03.96

2 04:43.90 34.65km/hTEAM CTI235123 飯田 裕太 上杉 基法 岸 伸司 20:05.06

2 04:46.12 34.59km/hストラーダバイカーズⅨ285124 佐波古 直仁 木下 一郎 木下 次郎 木下 三郎 20:07.28

2 04:48.00 34.54km/h花道２230125 大塚 智也 平子 良樹 浅野 力哉 20:09.16

2 04:48.49 34.52km/hTCC-SPEED チームあい299126 石川 佳範 伊藤 俊之 伊藤 賢二 伊藤 勉 20:09.65

2 04:50.56 34.46km/h中菱サイクリング部177127 中組 智文 浅野 弘之 室井 優一 20:11.72

2 04:52.31 34.41km/hチームシナノD260128 細谷 竜也 大平 武徳 福井 佳昭 佐々木 秀樹 20:13.47

2 04:54.79 34.34km/hジーエス・ユアサ　京都自転車157129 高木 康弘 副嶋 大輝 轟 洋 上田 輝 20:15.95

2 04:56.86 34.29km/hテックスポーツカミハギ255130 横井 宏章 小森 義和 日下 健二 横山 隆幸 20:18.02

2 04:57.50 34.27km/h大垣CSC　はま寿司105131 今井 義信 柴田 仁志 武井 伸一 粥川 幸夫 20:18.66

2 04:59.98 34.20km/hLaFinale240132 服部 静敏 安田 貴之 辻 正治 20:21.14

2 05:01.16 34.16km/hチーム遅肉116133 藤野 将行 加藤 壮磨 森 達也 20:22.32

2 05:01.25 34.16km/hTUFFSTUFF タフスタッフ238134 野村 英隆 中馬 康信 宮田 卓也 菅村 隆二 20:22.41

2 05:06.29 34.02km/h今度こそはパイセン151135 神野 壮平 鳥山 智好 前田 智則 鬼頭 宏太 20:27.45

2 05:07.49 33.99km/hキャノンデール心斎橋E204136 磯村 洋行 川上 俊明 仲田 騰 20:28.65

2 05:08.79 33.95km/hウオズミサイクル206137 神田 聡 横山 哲久 北野 由城 長谷川 貴寛 20:29.95

2 05:10.79 33.90km/hセピアレーシングチーム　A215138 吉野 英毅 仲田 耕史 山本 眞也 大形 雅俊 20:31.95

2 05:12.04 33.86km/hPanaracer249139 福田 義明 安堂 政明 高橋 諭 高見 俊樹 20:33.20

2 05:12.06 33.86km/hsensunique154140 小粥 康仁 柴田 匡哉 山崎 快正 青木 都悦 20:33.22

2 05:12.33 33.85km/hTeamBonds A239141 渡邊 信太郎 伊藤 真己 長倉 純也 杉山 輔 20:33.49

2 05:16.88 33.73km/hKROCC Bチーム225142 森川 重喜 志水 利治 横田 俊彦 小山 千代治 20:38.04

2 05:18.66 33.68km/h本当にちょっとAYACY293143 中出 貴之 今西 孝彰 平野 孝幸 土田 賢一 20:39.82

2 05:20.24 33.64km/hフットワークPt247144 渡辺 康司 長谷川 昌彦 長谷川 直輝 伊藤 昭 20:41.40

2 05:21.64 33.60km/hBフクイ 家が近い203145 藤澤 岬平 為永 大輔 武内 健太 森澤 岳 20:42.80

2 05:26.20 33.48km/hまほロバRCひかり号207146 松村 郁弘 城垣 武道 植田 和真 安部 康司 20:47.36

2 05:27.35 33.45km/hチームダックスフンド212147 国貞 淳 造田 優一 飯田 康朗 佐野 彰 20:48.51

2 05:27.73 33.44km/hサニーサイド やるかも173148 長友 浩 湊谷 和代 野中 末男 森田 賢治 20:48.89

2 05:30.51 33.36km/h轟輪会　富山大阪奈良徳島119149 今堀 克治 大坂 文男 宮路 佳男 細井 一 20:51.67

2 05:32.22 33.32km/hBフクイ カチカチ166150 三好 雅宏 桑原 良幸 長谷川 亮介 内山 晴二 20:53.38
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2 05:34.03 33.27km/hPanasonic　電装153151 横山 真作 原田 正太郎 水谷 隆太 20:55.19

2 05:39.25 33.13km/hKanko Gumi A139152 西川 俊夫 松原 真司 藤木 登志行 佐藤 弘隆 21:00.41

2 05:40.65 33.10km/hBフクイ チームコスミック274153 室井 勉 北川 昭治 南東 勝美 21:01.81

2 05:44.94 32.98km/hまほロバRCこだま号134154 喜多 眞二 吉村 康男 谷口 七海 福井 信彦 21:06.10

2 05:51.33 32.82km/hチームアクオードE220155 木村 朋宏 三宮 勇希 田中 啓一 仲田 浩二 21:12.49

2 06:03.62 32.50km/hJKCC-Adult282156 和田 要 西 志信 小出仙 憲康 又井 秀人 21:24.78

2 06:04.93 32.47km/hキャノンデール心斎橋C291157 島田 健 沖田 幸一 中村 岳雄 内藤 雄作 21:26.09

2 06:06.53 32.43km/hIwahara Racing213158 原田 修 酒井 国一 岩本 涼太郎 21:27.69

2 06:10.35 32.33km/hキャノンデール心斎橋B179159 木戸 秀行 篠矢 健一郎 西村 在 斉藤 健 21:31.51

2 06:13.45 32.26km/hLa Tartaruga253160 西本 尚弘 西本 陸也 竹内 一平 勝 秀昭 21:34.61

2 06:17.02 32.17km/hミキモトコスメＦＲＣ210161 向原 知宏 辻 延秀 大森 文人 加藤 倫英 21:38.18

2 06:22.50 32.03km/hチームダックスフンドE159162 杉原 正剛 高杉 真一郎 坂崎 俊治 大山 智聖 21:43.66

2 06:33.53 31.76km/hKYB　Racing　Aチーム277163 宮本 修一 原田 耕太 豊崎 正裕 水野 晶之 21:54.69

2 06:33.84 31.76km/hチームカミハギＦＩＴ＆ＲＩＤＥ222164 喜畑 京士 伊藤 精哉 山田 幸司 岡崎 徹 21:55.00

2 06:34.74 31.73km/hチームアクオードD129165 角田 雅史 吉田 卓史 糸井 良成 仲田 智哉 21:55.90

2 06:38.24 31.65km/hチームアクオードB168166 遊佐 浩宜 苧川 昌史 櫻井 俊也 宮本 昌樹 21:59.40

2 06:44.48 31.50km/hチームアクオードC275167 辻 豪 二村 吉継 早川 祐二 森 英和 22:05.64

2 06:50.30 31.36km/hKanko Gumi214168 瀧谷 彰宏 大角 美恵 大角 祥吾 神吉 幸弘 22:11.46

2 06:55.67 31.24km/h轟輪会SEPIA21113169 西山 忠 佐山 卓也 堀口 宗和 嶋屋 創 22:16.83

2 06:57.75 31.19km/h西宮市役所自転車部Ａ114170 山田 浩太郎 厚見 和範 岡井 一樹 仲 浩延 22:18.91

2 06:58.09 31.18km/h轟輪会　第29代同期班270171 山田 芳享 木村 憲治 土屋 耕二 佐々木 清吾 22:19.25

2 06:59.64 31.15km/hミズノサイクル部271172 尾田 貴雄 老川 哲広 志野 泰則 宮田 美文 22:20.80

2 07:01.47 31.10km/hセピアレーシングチーム　B162173 立川 一秀 水野 聖人 古賀 彰 小松 吉則 22:22.63

2 07:03.97 31.05km/hPぷるTむ223174 磯崎 雅樹 和田 吏司 板東 誠人 22:25.13

2 07:05.88 31.00km/hTEAM BONDS B160175 大石 真 青山 護 中村 達樹 赤尾 沙紀 22:27.04

2 07:10.44 30.90km/hチーム1985 A243176 河本 規 戸苅 祥崇 山際 春揮 22:31.60

2 07:12.69 30.85km/hチームカミハギびぎなーず268177 大迫 洋和 柏原 穣 寺井 貴紀 加藤 大典 22:33.85

2 07:13.77 30.82km/h三井住友銀行自転車部B241178 松宮 迅 重森 政宏 森本 隆寛 22:34.93

2 07:14.10 30.81km/hＧＳユアサ　Ｂチーム245179 渡辺 純一 和佐田 尚正 渋澤 直樹 田島 淳一 22:35.26

2 07:19.39 30.69km/hTEAM BONDS B265180 松尾 挙史郎 横畑 直人 鬢櫛 渉 杉山 永真 22:40.55

2 07:23.43 30.60km/hチームアクオードA211181 松本 直樹 井川 弘大 上場 昭一 林 勝浩 22:44.59

2 07:23.82 30.59km/h伊丹NCC-D108182 西田 雅彦 井口 潤一 丸山 幸夫 寺垣 元晴 22:44.98

2 07:28.38 30.49km/hチームアクオードG123183 宮﨑 英司 平田 佳之 髙山 淳一 22:49.54

2 07:30.80 30.44km/hチーム進撃のよりちゃん152184 林口 健司 長谷 義則 今井 久悦 秋宗 大介 22:51.96

2 07:32.26 30.41km/hTeam Ausfahrt109185 森 和裕 高松 繁 木澤 武史 杉浦 教之 22:53.42

2 07:37.42 30.29km/hSBK2244186 林 健一郎 仲林 和宣 菊永 輝紀 原井 敬太 22:58.58

2 07:42.70 30.18km/hランタンルージュ289187 北地 晃 欠端 康夫 間瀬 城作 寺崎 一 23:03.86

2 07:46.64 30.09km/hセラクラフト219188 丹羽 秀記 谷 昭司 岩井 健 23:07.80

2 07:55.84 29.89km/hkett@freaks104189 安田 千尋 伊藤 将勝 馬渕 祐司 上田 秀樹 23:17.00

2 07:58.69 29.83km/hサイファアスリートクラブ107190 辻川 圭 藤井 哲也 藤井 泰子 23:19.85

2 08:09.80 29.60km/hBフクイ 何でも治します｡174191 寺本 史生 笠原 善郎 前田 岳志 副島 洋昭 23:30.96

2 08:11.19 29.57km/hまじりんぐ３１周年記念138192 久保田 幸雄 深尾 繁治 佐野 哲司 佐藤 史幸 23:32.35

2 08:23.27 29.32km/hTeam Verruckt161193 南部 佳大 大嶋 勇稀 近藤 祥大 丹下 可南子 23:44.43

2 08:27.95 29.22km/h伊丹NCC-C208194 伊丹 隆人 根井 歩 合澤 豊 平井 清武 23:49.11

2 08:29.41 29.19km/hジーエス・ユアサ　京都自転車254195 田中 哲也 田中 裕之 齊藤 惇 23:50.57

2 08:30.15 29.18km/hC.H.O.U.S.U128196 前田 崇行 柿本 陽輔 竹内 崇晃 前川 和輝 23:51.31

2 08:31.17 29.16km/h大垣CSC　スシロー218197 上村 大地 後藤 弘明 井上 真由子 23:52.33

2 08:40.77 28.96km/h轟輪会会長班205198 金子 秀樹 原田 彰 堀 高 岸本 廣 24:01.93

2 08:43.12 28.91km/hKAZAMIDORI233199 内田 晃央 植田 勝己 西田 正己 西山 景介 24:04.28

2 08:57.63 28.63km/hＴＯＭＯＳ　Ｒ．Ｆ　3278200 服部 喜勇 伊藤 賢二 鷲見 秀文 水野 聡 24:18.79
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2 09:04.41 28.49km/hAnsaku racing158201 尾崎 昇 北川 弘之 白井 裕己 川嵜 拓郎 24:25.57

2 09:13.17 28.32km/hNUCC231202 野々部 和夫 宇佐美 憲三 浮田 輝明 小崎 章大 24:34.33

2 09:21.09 28.17km/hサニーサイド　ミーチェ子猫103203 松谷 庄司 長友 秀子 藤田 清美 和田 実香 24:42.25

2 09:25.94 28.08km/h一条アルチメイトファクトリー京141204 仲 伊織 清岡 一人 堀 直樹 西浦 志帆 24:47.10

2 09:34.30 27.92km/hTUFFSTUFF タフスタッフ216205 関谷 菜津子 狭間 惇 木村 弘志 丸山 幸介 24:55.46

2 09:39.93 27.82km/h西宮市役所自転車部Ｃ147206 宮本 宏 北本 英樹 阿部 雄太 米永 拓真 25:01.09

2 10:32.23 26.88km/hBフクイ 専務と平社員287207 村中 勇紀 藤田 卓也 稗田 翔太 南 甲太郎 25:53.39

2 14:11.82 23.55km/hストラーダバイカーズⅢ167208 厚海 聖子 木村 一郎 木村 次郎 木村 三郎 29:32.98

2 15:11.92 22.78km/hストラーダバイカーズⅣ279209 上野 剛志 米田 智行 井上 修治 新宅 謙市 30:33.08

2 16:49.31 21.63km/hレナパー242210 磯尾 利幸 浅井 淳一 荻野 佑司 野村 信介 32:10.47
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