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14  40.10Bフクイ 女好き２０１６528 大久保 勝平 前田 光亮 柳 神二郎1 2:01:29.05

14 01:11.90 39.71神交アスリートクラブ535 高馬 聖貴 川上 芳生 正路 政彦2 2:02:40.96

14 01:46.27 39.53Team ARI 658 時田 幸雄 木山 智 野村 勉3 2:03:15.33

14 02:32.42 39.28KYB　Racing　目指せスマート511 水野 晶之 原田 耕太 豊崎 正裕4 2:04:01.47

14 03:07.37 39.10チームOCA582 菊谷 浩司 山城 健一 富田 将茂5 2:04:36.43

14 04:41.47 38.61JKCC-R503 小出仙 憲康 川崎 博義 林 純也6 2:06:10.52

14 05:48.07 38.28ME-TURBO502 小松 大祐 矢羽々 隆憲 山下 隆浩7 2:07:17.12

14 06:56.32 37.94群馬ヴィクトリーワークス/@tac650 羽生 哲裕 清水 一人 高橋 誠8 2:08:25.38

14 07:38.65 37.73ウイルワークス533 形部 直登 岡崎 康孝 福田 翔太9 2:09:07.71

14 07:44.70 37.70チームナカツジ597 松口 祐二 桜井 耕史 上地 慎吾10 2:09:13.76

14 07:46.73 37.69Le Poisson Rouge Z601 児玉 淳治 吉文字 雅樹 形山 昌弘11 2:09:15.79

13 -1Lap 37.62神戸高専自転車競技部724 美籏 應登 福田 初芽 宮田 樹12 2:00:15.05

13 -1Lap 37.53チームカミハギＣＬＩＭＢ－ＭＡ676 渡辺 真一 城所 皐輔 岩瀬 群青13 2:00:32.13

13 -1Lap 37.30KYB　Racing　ホットマン515 松尾 彰久 能田 光 鍵谷 和規14 2:01:17.00

13 -1Lap 36.78自転車工房エコー595 河島 茂 衛藤 将之 加賀 友規15 2:02:59.67

13 -1Lap 36.68EMAPALE　MaVicKo684 小宮 彬広 MULLOR VICH MANNINO SAL16 2:03:20.64

13 -1Lap 36.49バンビーノRacing540 近久 孝司 川阪 健太郎 呉山 友崇17 2:03:59.60

13 -1Lap 36.47Clover Bicycle n1742 成田 吉宣 松本 秀浩 田中 宏18 2:04:02.96

13 -1Lap 36.42MAZAK　サイクリングクラブ-A574 酒井 康博 笹野 敬 霍田 勇樹19 2:04:13.53

13 -1Lap 36.41サニーサイド　コソ練好き560 飯尾 雅之 向囿 友博 古宮 眞春20 2:04:15.17

13 -1Lap 36.06TEAM CANISTER624 岩崎 成記 秋元 健太郎 築山 武明21 2:05:27.57

13 -1Lap 36.03moon bikes556 内山 充浩 上仲 康貴 田中 雅人22 2:05:33.81

13 -1Lap 36.02LePoissonRouge558 中原 由志貴 吉田 稔 島原 実23 2:05:35.08

13 -1Lap 35.88日本車両自転車部637 高木 章吉 金子 学 佐野 省吾24 2:06:04.82

13 -1Lap 35.75西神戸クラブC525 大貫 善啓 岸本 耕作 吉田 茂25 2:06:33.12

13 -1Lap 35.75TEAM WHITE-山組-542 森山 紘行 宮口 広志 大槻 充25 2:06:33.12

13 -1Lap 35.73サニーサイドBANG541 曽根 謙一 斎藤 忠義 紀野 伸一27 2:06:37.23

13 -1Lap 35.56神戸高専Bチーム647 池本 亮太 菅波 周磨 清水 克哉28 2:07:14.09

13 -1Lap 35.29MAZAK　サイクリングクラブ－B575 塩崎 智重 筧 彰吾 上沼 一也29 2:08:10.91

13 -1Lap 35.05MOTO WIN＆資生堂ホネケー699 松原 信也 塩田 和弘 長谷川 久美30 2:09:03.67

13 -1Lap 35.03カミハギサイクル　GREEN655 秋元 翼 中川 峻太郎 本多 春彦31 2:09:08.98

13 -1Lap 35.02チームヤマシゲ５621 中西 広省 宮本 武 高橋 正史32 2:09:10.30

13 -1Lap 34.70 sky high どんぐり小隊689 渡邉 健一郎 竹内 雄輝 橋本 裕輝33 2:10:21.68

13 -1Lap 34.66 sky high687 沖 たかのり 西川 滉暉 池田 達郎34 2:10:30.65

13 -1Lap 34.05Panasonic　海外561 細川 洋平 中西 啓太 森椙 哲也35 2:12:52.39

12 -2Lap 34.79BICORN646 成瀬 公裕 岡田 昂大 武蔵島 夏海36 2:00:02.62

12 -2Lap 34.65ウイルワークス660 山 英則 渡部 哲也 高島 勝37 2:00:31.12

12 -2Lap 34.65TEAM みるみる654 横谷 聡 森井 健文 森谷 慎司38 2:00:32.03

12 -2Lap 34.64ラ・オサマジョール743 三木 利則 高木 公昭 西岡 克英39 2:00:34.22

12 -2Lap 34.56チームヤマシゲ４615 三代 克彦 速水 瑞穂 玉丸 実40 2:00:50.33

12 -2Lap 34.40大阪市立大学１回生サンチー514 荒木 光太郎 小池 駿太 森田 隼平41 2:01:23.98

12 -2Lap 34.38新ツアーメンバー626 竹田 和真 芹川 倭織 寺西 教裕42 2:01:27.62

12 -2Lap 34.33ビターエンダーＣ611 高橋 英寿 石崎 茂 田村 健司43 2:01:37.80

12 -2Lap 34.32チームブレイブA722 炭山 健 炭山 結花 菅沼 直昭44 2:01:41.06

12 -2Lap 34.28フラムルージュ701 坂崎 雅道 外山 哲也 横山 健一45 2:01:48.62

12 -2Lap 34.14チームTrancyE662 木野 雅夫 大野 裕康 本間 琢郎46 2:02:18.52

12 -2Lap 34.13神戸高専Cチーム709 岡野 翔大 森野 涼太 萩原 滉也47 2:02:20.99

12 -2Lap 33.99Panasonic　ＣＳ563 福田 基雄 横内 朗 下西 良一48 2:02:50.65

12 -2Lap 33.96SCC589 高橋 勝哉 山 武史 中村 卓磨49 2:02:57.55
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12 -2Lap 33.94バルバクラブ　エチゼンB568 山口 倫央 窪 誠太 知見 和広50 2:03:02.22

12 -2Lap 33.80三井住友銀行自転車部B519 松宮 迅 重森 政宏 森本 隆寛51 2:03:32.60

12 -2Lap 33.72スワトルズ」696 山本 一浩 鳥谷 大洋 沢西 芳円52 2:03:50.22

12 -2Lap 33.67JPスポーツテストチーム・シャイ673 神谷 基成 川滝 昌利 浅野 拓也53 2:04:01.92

12 -2Lap 33.64私の戦闘力は530000です・・・642 澤田 将司 伊藤 啓 浅野 秀彦54 2:04:07.92

12 -2Lap 33.61シャープ自転車部FSY675 古川 洋一 坂本 恭彦 吉村 和也55 2:04:14.66

12 -2Lap 33.57チーム調総677 辻 悠介 宮本 健志 高山 大輔56 2:04:22.88

12 -2Lap 33.56バルバクラブ　エチゼン711 土井 寿 鈴木 洋介 清水 力57 2:04:27.07

12 -2Lap 33.54サカイサイクルレーシングチー712 的場 健二 濱澤 遥佳 辻榮 柾輝58 2:04:30.56

12 -2Lap 33.42Panasonic　経理547 高井 真也 海藤 稜馬 山口 雄大59 2:04:56.42

12 -2Lap 33.32日本車両豊田支部631 横澤 清則 大野 雅之 坂上 敬飛60 2:05:18.77

12 -2Lap 33.23OCC　もっさん親衛隊578 梅田 智仁 赤本 拓也 吉田 健人61 2:05:41.03

12 -2Lap 33.20TEAM用心棒537 木野 良敬 山口 裕子 山口 統生62 2:05:48.04

12 -2Lap 33.11竹田設計工業自転車部507 下川 貴大 倉田 貴生 稲垣 智也63 2:06:06.73

12 -2Lap 33.08チームカミハギYSN652 中村 和豊 末長 大雅 椙村 恭之64 2:06:13.31

12 -2Lap 33.05ＴＯＭＯＳ　Ｒ．Ｆ８603 奥村 貴俊 永瀬 淳二 福井 健太郎65 2:06:20.09

12 -2Lap 32.93チームアクオード/タカヤマ553 髙山 淳一 平田 園子 渋谷 晃也66 2:06:48.60

12 -2Lap 32.89TEAM WHITE695 内田 龍一 池上 晋平 西尾 枝里子67 2:06:58.05

12 -2Lap 32.84チームNARO596 竹内 栄哉 片岡 崇宏 塚本 章博68 2:07:09.08

12 -2Lap 32.83Panasonic 製造617 小泉 要治 奥野 光晴 廣岡 大輔69 2:07:11.31

12 -2Lap 32.80出前迅速148隊698 池田 慶三 角谷 昌浩 堀川 昌弘70 2:07:19.95

12 -2Lap 32.80チームヤマシゲ６623 中村 正茂 久米 淳史 宮西 哲平71 2:07:20.10

12 -2Lap 32.68ポップコーンRC645 森村 城児 岡田 俊明 松本 亜紀子72 2:07:46.00

12 -2Lap 32.65岡さんとゆかいな仲間たち715 松浦 孝宏 岡 善一 清水 孝延73 2:07:55.17

12 -2Lap 32.60チームカミハギＮＯＮビリ～ず729 喜畑 京士 多羅尾 光 佐藤 淳74 2:08:05.42

12 -2Lap 32.60テックスポーツカミハギ674 横井 宏章 横井 裕子 小森 義和75 2:08:05.90

12 -2Lap 32.58Bei Cycling Club567 柴原 和志 苔原 伸明 浜口 真帆76 2:08:11.45

12 -2Lap 32.40バルバクラブカナザワB697 中村 聖一 池田 晶一 吉田 丈郎77 2:08:52.98

12 -2Lap 32.36つちのこR.T.667 東出 将季 榊 卓己 東出 拓也78 2:09:03.81

12 -2Lap 32.33m-2・509 松田 英樹 金子 博文 松田 美紀子79 2:09:10.68

12 -2Lap 32.32Legame c.c683 中村 幸寛 奥山 公志 清水 翔二80 2:09:11.93

12 -2Lap 32.22JKCC-S512 西 志信 村上 嘉康 原 敬一朗81 2:09:36.08

12 -2Lap 32.21IUCC関西支部A731 渡邉 泰文 高橋 泰輔 小菅 啓82 2:09:38.58

12 -2Lap 31.97＆ペンギンズ　Ｌｉｍｉｔｅｄ　671 廣田 光彦 福田 利之 島袋 賀功83 2:10:37.32

12 -2Lap 31.96カミハギサイクル　ミドリ620 澤田 敦 横井 範和 山田 晋也84 2:10:40.40

12 -2Lap 31.89チームヤマシゲ７616 梅山 実 水谷 剛 伊藤 一哉85 2:10:56.18

12 -2Lap 31.88OCC　連合585 井上 久雄 浅井 太一 市原 克己86 2:10:58.93

12 -2Lap 31.79WILSON　CYCLE　鈴鹿633 田中 康博 乙部 活雄 西川 幸保87 2:11:21.69

12 -2Lap 31.70白馬の会576 舟越 浩 神崎 祥司 西原 節雄88 2:11:43.04

12 -2Lap 31.60チーム殿ご乱心！！644 飯田 豊 西牟田 将之 和田 成仁89 2:12:10.01

12 -2Lap 31.49チームアクオード/ユサ554 遊佐 浩宜 平田 佳之 井上 武尋90 2:12:37.12

11 -3Lap 31.89チームアクオード/ヒロエ573 小松原 明栄 森 英和 三宮 勇希91 2:00:02.64

11 -3Lap 31.89西神戸クラブA532 平本 完芳 名定 博 唐澤 健92 2:00:02.72

11 -3Lap 31.81狐魏魔狗狸659 小川 良二 花岡 久雄 兼松 幸弘93 2:00:20.91

11 -3Lap 31.78農道自転車部648 牧野 桂 廣瀬 大樹 竹内 祐平94 2:00:26.11

11 -3Lap 31.78リボルバー　チームA656 浴本 年博 木村 亜希子 平井 哲郎95 2:00:27.87

11 -3Lap 31.69チームアクオード/サクライ555 櫻井 俊也 上場 昭一 三科 伸二96 2:00:47.04

11 -3Lap 31.64Y&エクスカッシー546 中里 直敬 八木 達也 鈴木 悠史97 2:00:58.67

11 -3Lap 31.57OCC　Overdo577 隠地 正明 中西 浩史 富田 宗秀98 2:01:15.41
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11 -3Lap 31.50チームアクオード/ヨシカワ564 吉川 一哉 林 勝浩 堀 大介99 2:01:30.89

11 -3Lap 31.46チームみあい2583 近藤 友樹 小田 祐輔 森山 総一郎100 2:01:40.01

11 -3Lap 31.44地球防衛軍銀輪部隊523 安田 高司 杉本 哲也 桜井 貴夫101 2:01:44.19

11 -3Lap 31.43Panasonic　設計552 原田 正太郎 水谷 隆太 横山 真作102 2:01:48.35

11 -3Lap 31.42チームアクオード/ナカタ566 仲田 浩二 田中 啓一 二村 吉継103 2:01:50.15

11 -3Lap 31.38シェパード　ピエ蔵610 三谷 彰宏 中村 大佐 河野 悠104 2:01:59.09

11 -3Lap 31.36チーム両さんパワーC521 中芝 正視 上家 一志 川内 美明105 2:02:02.84

11 -3Lap 31.36WEST KOBE RC517 土肥 史 木村 哲士 阪上 祐二郎106 2:02:02.86

11 -3Lap 31.31バルバクラブ　エチゼンA551 橋爪 一祥 尾崎 誠一郎 中野 雄大107 2:02:15.93

11 -3Lap 31.29オニオンサラダＢチーム609 田浦 光春 野田 喜代志 松本 悟108 2:02:19.66

11 -3Lap 31.28チームコーセン534 梅永 昌 辻野 光彦 牧戸 久高109 2:02:23.35

11 -3Lap 31.21GCC579 岩本 慶大 姫野 慶三 杉浦 敬典110 2:02:38.28

11 -3Lap 31.20Bフクイ　シオシゲ669 高橋 滋和 塩谷 圭司 三好 雅宏111 2:02:42.56

11 -3Lap 31.12チームカミハギさばよみ３０’ｓ728 森 健一郎 河合 昭彦 山口 貴誉112 2:02:59.40

11 -3Lap 31.12バルバクラブトヤマＹ720 栗林 哲也 高戸 悠哉 小澤 敦113 2:03:00.91

11 -3Lap 31.07Joker's526 福田 良 池澤 裕樹 柳瀬 厚志114 2:03:11.51

11 -3Lap 31.03IUCC関西支部B732 上山 徹 稲田 健人 赤塚 脩介115 2:03:22.66

11 -3Lap 30.93バナナ大学文学部710 伊藤 高志 泉谷 耕亮 富山 優斗116 2:03:45.81

11 -3Lap 30.91ミズノサイクル部745 宮田 美文 柏戸 萌子 中尾 太一117 2:03:50.74

11 -3Lap 30.84GMC CYCLING-2643 寺島 俊和 北村 創矢 米野 翔太118 2:04:06.69

11 -3Lap 30.81チームOCA594 大日向 竜二 大迫 洋和 吉田 健太郎119 2:04:13.90

11 -3Lap 30.79ＣＨＡＰＴＥＲ０８　③527 池田 尚文 山田 英二 加藤 直樹120 2:04:18.49

11 -3Lap 30.70C C YOU584 戸塚 幸生 戸塚 幸 戸塚 優月121 2:04:42.47

11 -3Lap 30.69チームヤマシゲ８622 山田 宝 田中 昭彦 福代 祥伸122 2:04:43.86

11 -3Lap 30.66OCC  BigStars580 大林 拓夫 星加 恭平 名知 貴明123 2:04:51.55

11 -3Lap 30.59チームＮＮＭ632 長谷部 雅幸 和田 陳明 蓮岡 奈緒124 2:05:07.84

11 -3Lap 30.54チームOCA593 志村 雅己 堀江 一磨 大隅 渓125 2:05:19.64

11 -3Lap 30.52ＹＦＫ524 木村 喬紘 福井 雄大 吉池 聡樹126 2:05:26.08

11 -3Lap 30.49リボルバー　チーム モリリン657 森川 裕太 渡辺 雅俊 山岸 紅音127 2:05:32.18

11 -3Lap 30.43バナナ大学工学部708 大沼 孝志 大久保 和典 多賀谷 兼介128 2:05:47.45

11 -3Lap 30.30ガンガーラレーシング680 水谷 健司 村田 和敏 勝村 史彦129 2:06:19.22

11 -3Lap 30.29チームカミハギ３Ｋ691 神戸 篤志 神戸 優希 加藤 大典130 2:06:22.79

11 -3Lap 30.26TEAM DRONE-A608 末廣 晃一 古田 善泰 森 大輔131 2:06:31.35

11 -3Lap 30.25チームアクオード/オガワ569 苧川 昌史 北山 貴史 早川 祐二132 2:06:32.21

11 -3Lap 30.19KSUKSU504 内山 大輔 小島 祐太 白鞘 健人133 2:06:46.70

11 -3Lap 30.16teamPai-Thinai verS2718 西尾 肇治 深瀬 和也 佐藤 力134 2:06:55.89

11 -3Lap 30.12すだっちーず625 佐藤 亮 平野 昂太郎 金治 弘樹135 2:07:04.40

11 -3Lap 30.02バルバクラブカナザワC737 末永 裕一朗 杉本 栄一 午来 勝司136 2:07:29.79

11 -3Lap 30.02MRC チームさる741 松井 雄紀 高木 洸太 加藤 雄輝137 2:07:30.54

11 -3Lap 30.01A175ターボ639 毛利 昌弘 榊原 敏仁 服部 陽佑138 2:07:32.41

11 -3Lap 30.01チームアクオード/トモヤ557 仲田 智哉 巽 衣代 宮﨑 英司139 2:07:33.73

11 -3Lap 29.95チームヤマシゲ３618 水野 敏一 守屋 伸司 高橋 宏和140 2:07:48.43

11 -3Lap 29.95BTMU C571 藤井 啓志 河原 慎弥 佐藤 寛之141 2:07:49.93

11 -3Lap 29.89OCC　G.Fathers　586 萩原 博 棚橋 誠 桐澤 節則142 2:08:03.73

11 -3Lap 29.89OCC　ＤＣＴ・M/C591 舘 哲也 南 健太 井上 貴洋143 2:08:04.36

11 -3Lap 29.87ＴＥＡＭ　ＬＩＯＮ　ＲＯＣＫ666 沢田 拓郎 山門 祐三 峪中 良介144 2:08:08.42

11 -3Lap 29.86鍋屋バイテック会社けった部チ735 横内 乾人 渡邉 拓 野原 弘貴145 2:08:11.65

11 -3Lap 29.85TEAMはなはな538 清水 幸則 新村 浩孝 二村 友道146 2:08:14.81

11 -3Lap 29.83TAC520 海老瀬 逸雄 竹内 淳憲 渡辺 祐大147 2:08:19.08
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11 -3Lap 29.82teamPai-Thinai verS1716 濵田 一夫 小林 源臣 瀧石 俊生148 2:08:23.06

11 -3Lap 29.78パドックオフィシャルとその仲間748 浅利 いぶき 長原 雅也 大西 誠149 2:08:32.35

11 -3Lap 29.73亡命連合636 水持 直樹 石川 恵一 安部 大地150 2:08:46.03

11 -3Lap 29.69西神戸クラブB531 松本 諭 藤原 正延 土肥 史151 2:08:54.78

11 -3Lap 29.61ミズノサイクル部746 澤田 佳世子 老川 哲広 笹森 哲弥152 2:09:15.53

11 -3Lap 29.60一条シン君と一体化したい｡702 虫賀 杏美 上野 真椰 石川 大登153 2:09:20.02

11 -3Lap 29.59Bフクイ　ポシ&ヒロミ&コー693 佐野 隆 高木 尋巳 片山 滉太154 2:09:23.15

11 -3Lap 29.58ＭっKR2682 加藤 智行 大附 香一 早川 峻輔155 2:09:24.82

11 -3Lap 29.56ズングリーズ614 竹内 光司 中山 麻実 須藤 寿利156 2:09:30.04

11 -3Lap 29.52爆走ファミリー513 浅原 弘輝 丸山 正裕 丸山 裕生157 2:09:40.98

11 -3Lap 29.51斑鳩戦隊☆ウエヤマン717 籠谷 和照 安藤 剛 木村 弘次158 2:09:43.81

11 -3Lap 29.47ほりさん風邪治った？721 寺尾 威生 堀 祐二 山田 英哲159 2:09:54.91

11 -3Lap 29.44BTMU Aチーム565 川西 敏弘 村上 裕史 福富 理郎160 2:10:00.75

11 -3Lap 29.31TEAM BONDS KAZ634 吉住 和洋 佐藤 昌喜 坂本 克弘161 2:10:37.46

11 -3Lap 29.29バンビーノ Mixture606 三浦 哲雄 浦谷 昂志 竹田 颯人162 2:10:41.54

11 -3Lap 29.22Team Cattura A649 野崎 歩 奥野 雅樹 奥川 寛163 2:11:00.50

11 -3Lap 29.19KobaCycleClub600 佐野 孝之 米村 裕和 渋谷 紘和164 2:11:07.81

11 -3Lap 29.13GMC CYCLING-1640 渡部 秀樹 野口 智史 大村 悠介165 2:11:25.73

11 -3Lap 29.10田原達③679 瀬戸 隆則 菊谷 真司 山下 魁166 2:11:33.03

11 -3Lap 29.07チームエコーシニア522 馬場 英次 中村 聡 阿部 潔167 2:11:40.45

11 -3Lap 29.05チームあられ630 小坂 明弘 新 貴史 渡辺 正人168 2:11:46.12

11 -3Lap 29.04NPHレーシング628 湊 頼磨 湊 淳二 飯島 勉169 2:11:49.38

11 -3Lap 28.86チームアクオード/キムラ549 木村 朋宏 髙橋 佳那 浜口 真弓170 2:12:37.57

11 -3Lap 28.85Bフクイ OGG62.0530 早川 勝治 水間 義光 梅田 武彦171 2:12:39.82

11 -3Lap 28.84MRC チームバック9番手744 川嶋 浩樹 川嶋 智大 松井 明子172 2:12:43.57

11 -3Lap 28.75Nitto cc572 上田 憲 三好 勇 伊藤 健一郎173 2:13:09.51

11 -3Lap 28.72チームとりやま730 蜂須賀 弘至 鳥居 慎介 西山 雅浩174 2:13:16.56

11 -3Lap 28.68チーム補助輪627 青山 克憲 村上 智 長谷川 敦士175 2:13:28.09

11 -3Lap 28.65チームアクオード/ミヤモト550 宮本 昌樹 遊佐 晃佳 吉田 卓史176 2:13:35.99

11 -3Lap 28.30IUCC関西支部C733 上平 純一 大友 陽夫 藤根 友博177 2:15:15.42

10 -4Lap 28.96バンビーノ Senior604 山本 勇 北村 一博 竹田 輝178 2:00:10.20

10 -4Lap 28.96NPHレーシング629 田中 和雅 赤井 和信 橘 昭正179 2:00:10.41

10 -4Lap 28.90チーム　ローマン　上級者だか692 高田 瑞生 奥野 治男 角間 慶一180 2:00:23.85

10 -4Lap 28.89ぴなたん562 向田 貴広 早川 慎一 井上 大輔181 2:00:27.13

10 -4Lap 28.77 sky high685 奥田 昴 竹平 圭介 西村 宥哉182 2:00:56.88

10 -4Lap 28.73オニオンサラダＡチーム607 西本 和彦 西本 風太 西本 磨美183 2:01:07.33

10 -4Lap 28.59MRC チームOB739 大澤 重成 梶田 嘉明 廣村 武彦184 2:01:44.42

10 -4Lap 28.50チームアクオード/イカワ548 井川 弘大 安江 裕衣 稲生 修一185 2:02:07.59

10 -4Lap 28.48チームTrancyD664 青木 誠 村木 潤之 西山 翔太郎186 2:02:11.90

10 -4Lap 28.44 sky high690 家高 翔三郎 山邊 篤俊 乾 弘道187 2:02:20.66

10 -4Lap 28.41ダイワエクセル自転車競技部539 佐藤 季之 渥美 元康 川村 洋平188 2:02:28.42

10 -4Lap 28.26ＳＳ名古屋ＢＫケッタ部670 鈴木 聡 鈴木 崇章 大工園 航189 2:03:09.09

10 -4Lap 28.20ミノフスキー粒子543 西倉 啓之 山本 幸一郎 土井 勇二190 2:03:25.00

10 -4Lap 28.18Panasonic 開発559 兵庫 宏昭 村上 健次 北畠 知幸191 2:03:28.56

10 -4Lap 28.16東海くるる714 鈴木 伸幸 鈴木 圭介 吉村 拓馬192 2:03:34.67

10 -4Lap 28.13TeamMaruVero_A599 佐藤 純彦 姉崎 哲 松坂 和弘193 2:03:42.48

10 -4Lap 28.13OCC　TYI588 市川 健太郎 田中 清隆 吉田 俊祐194 2:03:43.12

10 -4Lap 28.11ハギワラサイクリングクラブ501 河辺 雅司 島貫 泰典 牧野 修之195 2:03:46.96

10 -4Lap 28.04チームカミハギごっちゃんです672 山田 幸司 長谷部 司 横山 和也196 2:04:07.15
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10 -4Lap 28.02BTMU B570 大塚 優 大野 哲之 桐原 幸紀197 2:04:12.49

10 -4Lap 27.92チームＨＫＴ ＷＩＴＨ オオコウ635 北島 悠平 田中 伸一 林 宏紀198 2:04:37.20

10 -4Lap 27.84Cycle Team あつたか605 芝谷 周一 木村 圭佑 中辻 雅利199 2:05:00.79

10 -4Lap 27.82鍋屋バイテック会社けった部チ734 福田 範士 池戸 孝二 大西 将之200 2:05:04.27

10 -4Lap 27.80チームTrancyC668 堀木 聡 伊藤 義幸 岡田 毅201 2:05:09.77

10 -4Lap 27.78チームオリーブＦＲＴ688 丸岡 照美 岡 誠 山口 賢202 2:05:17.42

10 -4Lap 27.72チームTrancyF681 南出 尚一郎 稗田 晃史 石谷 正幸203 2:05:32.83

10 -4Lap 27.65R＆Mレーシング738 小渡 正清 松井 清則 松井 智丈204 2:05:52.05

10 -4Lap 27.48だいいちゃん612 大津 淳一 飯田 崇史 大津 操205 2:06:38.69

10 -4Lap 27.41Olla de oro2545 永松 晶 永松 忠 松政 好一206 2:06:58.91

10 -4Lap 27.31KGCC2016736 塩谷 文彬 菅原 充 浪貝 泰之207 2:07:25.60

10 -4Lap 27.27team AKH3651 広瀬 和彦 足立 光弘 金森 勇人208 2:07:36.13

10 -4Lap 27.16Team DTK713 林 裕貴 野村 健太 鷹木 浩一209 2:08:08.97

10 -4Lap 27.08OCC  A-family587 安達 功 安達 都 安達 志保210 2:08:31.75

10 -4Lap 27.02SPT自転車同好会536 有田 公治 太田 知男 木村 裕章211 2:08:47.65

10 -4Lap 26.81MOHAFU641 本瀬 尚之 福田 誠司 濱口 大亮212 2:09:47.30

10 -4Lap 26.62team SOWA598 藤田 偉一郎 曽和 修司 津村 洋子213 2:10:43.02

10 -4Lap 26.59RadioRocket γ747 松本 純一 草開 公帆 石田 卓也214 2:10:51.23

10 -4Lap 26.59望月ＲＳ727 菅沼 崇 浅井 敏光 望月 昭215 2:10:53.89

10 -4Lap 26.47チーム新日鐵住金723 川口 嘉右衛門 北村 卓也 露口 秀樹216 2:11:28.34

10 -4Lap 26.38AKBBC-B704 森 英樹 馬場 誠 村松 大輔217 2:11:53.69

10 -4Lap 26.28ビターエンダーＢ619 鎌田 照夫 安藤 健 広瀬 雅旨218 2:12:23.77

10 -4Lap 26.09teamPai-Thinai verS3719 亀田 雅彦 溝口 直輝 荒谷 紘介219 2:13:21.60

10 -4Lap 25.66Two Hundred TeamA638 牧田 広隆 橋本 直也 栗原 准司220 2:15:35.71

9 -5Lap 26.07キャラメルマン２６～２８号725 服部 広樹 服部 真子 片岡 拓221 2:00:08.13

9 -5Lap 26.05OCC　電気屋592 吉田 卓人 尾田 裕也 大前 清222 2:00:13.06

9 -5Lap 26.00One Kame 01613 伊賀 上格 下川 喜申 池田 好繁223 2:00:26.36

9 -5Lap 25.95チーム　グレイズ700 水野 忠己 北原 大喜 北原 健太224 2:00:41.95

9 -5Lap 25.90 sky high686 清水 風花 加藤 文未佳 新開 由萌225 2:00:54.20

9 -5Lap 25.84望月ＲＳ２726 早川 義孝 後藤 隆志 高柳 政道226 2:01:12.16

9 -5Lap 25.82OCC　HIT590 高田 智之 鴇 将貴 橋本 雅之227 2:01:18.70

9 -5Lap 25.75さとみ705 根木 靖之 廣崎 聡美 栃尾 晃一郎228 2:01:37.26

9 -5Lap 25.64プカチャリクラブ508 武藤 大作 古橋 裕一 白川 剛志229 2:02:08.37

9 -5Lap 25.50OCC　AKI581 青木 誠 桑山 貴幸 稲尾 卓哉230 2:02:50.53

9 -5Lap 25.49TQR_Gli anta510 川村 由美 鈴木 貴之 北村 奈実231 2:02:51.15

9 -5Lap 25.40海星自転車同好会602 中瀬 修介 西田 秀樹 荻田 涼太232 2:03:19.00

9 -5Lap 25.39スーパーサイクルF694 後藤 貴史 杉本 岳暁 只友 剛233 2:03:20.11

9 -5Lap 25.28ドライジーネ516 野々村 裕 鈴木 伸哉 大井 美砂子234 2:03:54.59

9 -5Lap 24.62MRC チーム現役740 大矢 彩加 大矢 正寛 後藤 友和235 2:07:12.50

9 -5Lap 24.40ミニベロ親子ＴＫＮ85665 高野 元克 高野 雅大 高野 幹大236 2:08:21.63

9 -5Lap 24.27センスユニク宮澤家529 宮澤 直揮 宮澤 壽 宮澤 あおい237 2:09:01.44

9 -5Lap 24.07Misuke506 岩崎 紀子 岩崎 澪 小川 勝司238 2:10:08.31

9 -5Lap 23.62シズテック　C518 堀部 貴佳 市原 大樹 持永 武239 2:12:34.81

8 -6Lap 23.18チームTrancyB661 荒尾 和輝 森 重博 鷲家 猛彦240 2:00:07.26

8 -6Lap 23.01愛知大学自転車部まったり組653 太田 力裕 松本 悟志 富越 信弘241 2:01:00.05

8 -6Lap 22.68チームTrancyA663 日裏 雄貴 別府 和真 中辻 孝巳242 2:02:45.03

7 -7Lap 27.84平野自転車クラブ3707 田村 孝 田村 章恵 小山 亮治243 1:27:30.66

7 -7Lap 21.66田原達①678 北森 清太 巽 剛 松本 浩和244 1:52:26.50

6 -8Lap 24.47平野自転車クラブ1706 下野 光司 渡辺 政一 和気 金昭245 1:25:20.45
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【 2時間エンデューロ 3人チーム 】【 2時間エンデューロ 3人チーム 】【 2時間エンデューロ 3人チーム 】【 2時間エンデューロ 3人チーム 】

2016/08/20 (Sat)

Distance :   1周（5.8ｋｍ）×RDistance :   1周（5.8ｋｍ）×RDistance :   1周（5.8ｋｍ）×RDistance :   1周（5.8ｋｍ）×R

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

ﾍﾟﾅﾙﾍﾟﾅﾙﾍﾟﾅﾙﾍﾟﾅﾙ
ﾃｨﾃｨﾃｨﾃｨ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

5 -9Lap 13.01AKBBC-A703 秋葉 淳一 細澤 新太郎 川村 将人246 2:13:47.13

3 -11Lap 24.63ＴＯＭＯＳ　Ｒ．Ｆ544 和田 哲哉 王生 淳子 王生 やまと247 42:22.72
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