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14  39.27シャープ自転車部AOK^2825 木村 治 小久保 正彦 天野 義孝 大石 隆俊1 2:04:04.05

14 01:28.23 38.81大垣ピストンズ  雪辱883 ヨシダ ケンイチ 廣瀬 公智 清水 勝也 佐竹 勝弘2 2:05:32.29

14 01:28.30 38.81ラビット＆鬼踏（おにふみ）809 津田 剛 宮下 幸一 小谷 嘉隆 角谷 成次3 2:05:32.36

14 02:27.84 38.50ウオズミサイクル833 坂上 統 植田 恒平 塚本 典也 吉田 明4 2:06:31.90

13 -1Lap 37.55チームカミハギ肉弾子列車875 伊井 孝之 青木 健悟 寺澤 佑斗 浜田 知伸5 2:00:28.69

13 -1Lap 37.22ストラーダバイカーズⅤ849 太田 貴明 藤井 学 小野 善幸 佐川 友樹6 2:01:33.10

13 -1Lap 37.20Wind Noise 853 佐藤 伸彦 青砥 英明 米山 智紀 磯貝 卓磨7 2:01:35.87

13 -1Lap 37.05Team ヤマダサイクル　２891 安村 航介 鳥澤 元気 岸 聖人 峰 誠8 2:02:05.68

13 -1Lap 36.99ＯＧＰ池田山808 林 孝英 中井 久人 渡辺 達也 竹中 宏和9 2:02:18.52

13 -1Lap 36.35馬鹿みたいに漕ぐ!!863 藤野 愛翔 三木 千裕 光成 巧 揃江 智章10 2:04:26.44

13 -1Lap 36.27チームＭＲＫ827 加藤 正竹 岡 央 山田 鏡一 並木 裕和11 2:04:43.92

13 -1Lap 36.15アウグーリオS.V.E.903 住田 敏彦 谷口 尚己 小渡 哲 小堀 誠一郎12 2:05:09.22

13 -1Lap 35.91チームマウンテンポテト814 川邊 恭平 引地 秀司 谷口 尚 後藤 卓也13 2:05:59.05

13 -1Lap 35.87ストラーダバイカーズⅥ844 田中 宏樹 辻 満 西尾 彰宏 飯野 慎太郎14 2:06:08.09

13 -1Lap 35.59チームサニーサイド m&m828 峯近 兼臣 松岡 雅仁 村田 明彦 石井 秀明15 2:07:06.26

13 -1Lap 35.30三井住友銀行自転車部A816 堂本 玲二 中田 慎介 工藤 顕 上村 大輔16 2:08:10.24

13 -1Lap 34.65ＲＣ:shirahama838 川北 誠司 愛須 史郎 成田 佳永 岩本 邦宏17 2:10:32.82

13 -1Lap 34.56キャノンデール チームヤマモト878 山本 和弘 田中 貴美 伊藤 浩希 上田 正二18 2:10:54.33

12 -2Lap 34.43para siempre861 森 智也 横田 洋 中村 泰樹 門永 健一19 2:01:17.43

12 -2Lap 34.36MIND & BT & UNO872 山吉 省二 福井 幸雄 伊藤 勉 杉浦 貴光20 2:01:33.02

12 -2Lap 34.32SMCC2831 山田 龍之介 河西 敬祐 籔下 富生 加藤 大貴21 2:01:39.81

12 -2Lap 34.30愛知大学自転車部ニュージェ873 尾辻 篤重 中山 大輔 鵜飼 寛也 山口 洸右22 2:01:45.36

12 -2Lap 34.13チームサニーサイドゆるポタ829 國武 康範 櫛谷 人志 野口 裕之 乙咩 陽平23 2:02:21.76

12 -2Lap 33.96三菱電機UNO866 加納 和弥 助川 修 秦 一実稚 丹 陽平24 2:02:57.13

12 -2Lap 33.96ストラーダバイカーズⅦ840 熊谷 宥輝 三宮 弘義 大坂 智加 下仲 智也25 2:02:57.49

12 -2Lap 33.96SPT自転車同好会823 松田 光平 石原 巧 萩野 勇紀 中平 悠大26 2:02:58.01

12 -2Lap 33.74ASC チームガチ892 小松原 健史 渋谷 友暉 南条 嘉暉 酒井 啓佑27 2:03:45.92

12 -2Lap 33.62アウグーリオ－２908 小渡 透 山本 英寿 山村 大介 伊藤 修一郎28 2:04:11.83

12 -2Lap 33.44チームナカツジ阿田和821 中辻 嗣浩 南 拓具 中家 大輔 中尾 伸也29 2:04:52.38

12 -2Lap 33.42北陸電力株式会社855 木戸 優太 森山 達朗 西野 輝之 松田 誉史哉30 2:04:56.68

12 -2Lap 33.39バルバクラブカナザワA884 浅井 伸次 西田 克史 岡部 啓介 船本 哲広31 2:05:03.87

12 -2Lap 33.34ストラーダバイカーズⅡ847 山本 朋貴 萩原 史和 西本 友太朗 篁 佳太32 2:05:16.32

12 -2Lap 33.25郡山高校山岳部OB会902 前川 亮 上中 亮佑 深町 大介 小田 和生33 2:05:35.75

12 -2Lap 33.03Team Gruppetto915 江渕 邦彦 桑島 大志 山澤 朋洋 松本 和仁34 2:06:26.90

12 -2Lap 32.97岐阜大学サイクリング部822 太田 嵩照 松久 康成 宮本 嵩史 城 徳将35 2:06:40.19

12 -2Lap 32.95キャノンデール　チームコンドウ882 近藤 美子 成田 クリストフ 長谷川 茂 秋吉 健36 2:06:43.48

12 -2Lap 32.95バルバクラブトヤマＦ910 川嵜 昭雄 飛田 修平 荒井 隆雄 佐藤 拓37 2:06:44.34

12 -2Lap 32.94大垣ピストンズ   大御所＆ヒラ862 田辺 勝之 近藤 耕司 井筒 隆之 市原 津多勇38 2:06:45.82

12 -2Lap 32.93キャノンデール チームイナガキ879 稲垣 寛之 大西 美沙 内村 晋也 岡村 成明39 2:06:48.62

12 -2Lap 32.88KFI11899 河野 成寿 深尾 真行 今泉 祐生 伊藤 康平40 2:07:00.16

12 -2Lap 32.87Team ヤマダサイクル　MZ888 水野 和久 高田 幸典 井上 健太郎 澤崎 博司41 2:07:01.79

12 -2Lap 32.87s-ride cycling team819 内藤 孝夫 今野 英昭 岩崎 秀紀 宇野 正悟42 2:07:02.17

12 -2Lap 32.82ストラーダバイカーズⅨ852 佐波古 直仁 中西 一郎 中西 次郎 中西 三郎43 2:07:14.41

12 -2Lap 32.80チーム自転車75896 鈴木 元就 藤原 道弘 速水 一輝 岩島 健人44 2:07:19.00

12 -2Lap 32.77スカイブルー803 梁 徳信 鄧 永光 楊 肇基 杜 家榮45 2:07:27.16

12 -2Lap 32.27大垣ピストンズ真っ当864 村井 弘人 下野 勝浩 山田 篤 田辺 英孝46 2:09:23.82

12 -2Lap 32.20Team ヤマダサイクル　１886 山本 浩一郎 木村 倫太郎 延山 勝泰 横川 滋章47 2:09:41.07

12 -2Lap 32.08TENGA倶楽部856 古川 英和 萬賀 善彦 西口 隆 川上 隆48 2:10:09.47

12 -2Lap 32.07府立高専サイクリングOBシニ898 平野 耕作 藤井 俊成 中村 新太郎 白井 健太郎49 2:10:13.97
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12 -2Lap 31.94Team ヤマダサイクル　ii889 林 智之 JJJ JJJ rr rr hh hh50 2:10:45.59

12 -2Lap 31.52ストラーダバイカーズⅠ843 井上 寿 瀬崎 順一 小沢 秀平 森田 耕51 2:12:30.28

12 -2Lap 31.34Team Kansai Parts858 松田 誠 平田 勝也 田中 基晴 後藤 崇52 2:13:14.83

12 -2Lap 31.33TRSW859 中島 修二 内城 敏博 加藤 政弘 小川 翔53 2:13:18.14

12 -2Lap 31.22Teamヤマダサイクルセンター894 丸次 真史 平山 雅之 玉川 ダイキ 立花 ケント54 2:13:45.68

11 -3Lap 31.87GMC CYCLING-3868 乙部 裕 稲垣 雅康 後藤 広樹 田島 祐55 2:00:07.55

11 -3Lap 31.80ＴＣＣ＆ＭＣＣ906 田中 良和 中西 真広 糸洲 里咲 沈 偉健56 2:00:23.02

11 -3Lap 31.72SHISAIKURU部820 花岡 泰仲 服部 徹也 遠藤 智誉 野村 健二57 2:00:41.99

11 -3Lap 31.70激走 D870 武内 誠 石野 聡 鞠川 次郎 橋本 浩一58 2:00:44.66

11 -3Lap 31.55ファンキー岡田877 川原 崇 西村 徹 青井 孝夫 原口 誠一59 2:01:20.40

11 -3Lap 31.45Team ヤマダサイクル　板895 板垣 充彦 山本 剛志 太田 和輝 橋詰 勇志60 2:01:41.89

11 -3Lap 31.41チームOPP881 中澤 学 豊田 弘幸 杉谷 雅人 坂元 俊之61 2:01:51.31

11 -3Lap 31.41Super Concorde818 岩本 徹 高部 和男 雨島 秀樹 沼田 渉62 2:01:52.50

11 -3Lap 31.21good vibes cycle805 有木 聡 二ノ宮 慶太 藤波 淳 内田 啓太郎63 2:02:39.54

11 -3Lap 31.13Clover Bicycle n2916 正田 勝之 本多 佐久勝 吉田 真太郎 片岡 大豪64 2:02:58.66

11 -3Lap 31.07SMCC830 神屋 葉一 三好 俊明 高田 博史 長谷川 博生65 2:03:12.94

11 -3Lap 30.75TEAM LOROBICYCLES 2909 遠藤 宏 木内 克幸 越川 貴仁 小林 亨66 2:04:29.92

11 -3Lap 30.63TEAM LINGO867 間瀬 研二 中井 栄次 水野 航 吉原 大貴67 2:04:57.93

11 -3Lap 30.59Bon  courage885 中村 有吾 髙橋 昌孝 山本 吉則 由上 博基68 2:05:09.21

11 -3Lap 30.48キャノンデール チームイケダ880 池田 新 北岡 由賀利 高田 功 今泉 景太69 2:05:34.98

11 -3Lap 30.46整備班自転車部911 杉本 崇祐貴 原田 英典 吉原 征之 淺田 賢一70 2:05:41.59

11 -3Lap 30.31激走 C812 藤岡 隼人 吉井 政敏 造道 真孝 赤枝 寛基71 2:06:16.82

11 -3Lap 30.26DeloitteCyclingTeam874 馬渕 直樹 伊藤 聡長 大江 宇宙 木部 朋典72 2:06:30.38

11 -3Lap 30.16ストラーダバイカーズⅣ842 上野 剛志 米田 智行 井上 修治 新宅 謙市73 2:06:55.58

11 -3Lap 30.11ストラーダバイカーズⅢ841 厚海 聖子 中村 一郎 中村 次郎 中村 三郎74 2:07:08.84

11 -3Lap 30.08中菱サイクリング部まったり806 川畑 宏一 平野 忠裕 三栗谷 理 林 健生75 2:07:15.95

11 -3Lap 29.80トレカAチーム912 高瀬 裕志 片岡 吾朗 増田 靖久 立花 佑規76 2:08:26.27

11 -3Lap 29.62TEAM CTI802 上杉 基法 佐藤 雅紀 長瀬 進治 森本 和樹77 2:09:13.11

11 -3Lap 29.60イルマーレ801 廣崎 守 中山 整 中山 貴世子 小田桐 聡78 2:09:19.87

11 -3Lap 29.52サカイサイクルレーシングチー901 領家 健太 池田 直行 飯干 和樹 橋口 慎也79 2:09:40.83

11 -3Lap 29.21OCC Mountain834 井関 晃 稲垣 創太 大串 和正 波田野 和洋80 2:11:01.78

11 -3Lap 29.16まだ走りたい876 河口 亮 久保 活太郎 中村 修一 坂口 巧81 2:11:16.03

11 -3Lap 28.95ＴＥＡＭ　ＬＯＲＯ　ＢＩＣＹＣ905 徳田 鉄也 早川 統久 清水 専一 原田 晴久82 2:12:13.13

11 -3Lap 28.94激走 A810 奥野 敏之 上野 裕二 年財 考芳 小谷 仁一83 2:12:16.59

11 -3Lap 28.85プレザント907 上田 雅之 上田 香 北澤 孝典 北澤 美雪84 2:12:40.46

11 -3Lap 28.39Teamヤマダサイクル893 山内 隆文 b b c c d d85 2:14:51.11

10 -4Lap 28.98OCC　20's836 佐野 憲司 樋口 友博 福田 憲市 森 紀貴86 2:00:05.11

10 -4Lap 28.89Panasonic　営業832 東浦 信裕 安見 聡 須子 雄介 中尾 章人87 2:00:27.18

10 -4Lap 28.67チームOCA837 大矢 康博 二宮 憲司 秋元 あゆみ 加藤 リカ88 2:01:23.73

10 -4Lap 28.45JKCC-E804 和田 要 又井 秀人 東藤 一也 中村 一喜89 2:02:18.00

10 -4Lap 28.45OCC　ＨＴＭＷ835 羽澄 茂樹 森本 泰雄 和知 直人 寺島 正洋90 2:02:18.33

10 -4Lap 28.43キャットアイドリマーズ6階897 津山 晃一 津山 政士 木村 誠 宮本 義治91 2:02:24.04

10 -4Lap 28.41west wind850 北川 耕二 川村 祐也 川村 佳史 前田 晴久92 2:02:30.28

10 -4Lap 28.39TEAM CTI815 橋爪 弘忠 糠谷 友海 岸 伸司 伊藤 一成93 2:02:34.46

10 -4Lap 28.35トレカBチーム913 古田 拓巳 甲斐 美幸 羽田 暁生 宮城 雅貴94 2:02:45.28

10 -4Lap 28.11TEAM傾奇者811 佐々木 茂夫 佐々木 秀次 佐々木 誠 佐々木 順平95 2:03:47.71

10 -4Lap 28.07茨木の弾丸小僧914 土屋 優 豊留 永久 竹本 哲也 豊留 匠太96 2:03:57.91

10 -4Lap 28.03チームSTOO824 豊嶋 宏和 佐脇 一郎 小川 義文 大野 剛97 2:04:09.48

10 -4Lap 28.01中部チェブロ美濃市自転車部F865 上村 和彦 上村 幸一 森脇 敏勝 長山 弘樹98 2:04:15.04
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10 -4Lap 28.00MARO890 望月 健太郎 松田 あゆみ 松田 修 加藤 貴資99 2:04:17.08

10 -4Lap 27.48チームNISSEI871 山奥 和宏 豊留 州二 黒川 元規 下村 征寛100 2:06:38.60

10 -4Lap 27.32麺屋三十路カルテット851 川崎 潤 箕輪 陽介 後藤 歩 貝梅 光樹101 2:07:23.49

10 -4Lap 27.11Team ヤマダサイクル　887 松本 貞也 宮本 博行 山本 隆夫 田中 基成102 2:08:20.61

10 -4Lap 26.91Kihoku854 中西 一郎 西山 康成 田中 才一 細野 義輝103 2:09:19.80

10 -4Lap 26.81カラビナ904 桑名 祥子 小清水 康博 三宅 浩二 櫻井 和郎104 2:09:49.38

10 -4Lap 26.76激走 B807 至田 雄一 滝川 祥平 森 陽亮 秋田 育久105 2:10:02.23

10 -4Lap 26.69ＹＢＭ自転車支店860 谷垣 友哉 河西 信宏 鈴木 弘志 杖村 美沙代106 2:10:23.65

10 -4Lap 26.46サニーサイド　夜から本気826 橋本 健次 川辺 和広 川本 貴政 宮里 由人107 2:11:31.83

10 -4Lap 25.66Two Hundred TeamB869 菅原 貴美 古倉 一正 水口 秀一 森 優治108 2:15:35.76

9 -5Lap 25.88豚飯の会817 西之坊 拓弥 土門 友 井上 昂哉 大根田 祐人109 2:01:02.05

9 -5Lap 24.87住友商事グローバルメタルズ917 森本 弘毅 岩脇 達磨 岡山 和也 清水 宇人110 2:05:55.14

9 -5Lap 24.47ＯCC　ムラムラーズ’16839 園田 愛子 高村 悟 名和 友美 和田 直人111 2:07:58.70

9 -5Lap 24.40Cycle Team あつたか857 額田 勝 額田 庫三子 長島 正弥 山口 純司112 2:08:20.80

8 -6Lap 24.04ULVACテクノ&ULVAC;韓国845 金子 雅俊 松本 忍 安 永民 平田 敬三113 1:55:49.19

8 -6Lap 23.21Team　おっちゃん846 金子 政弘 金子 麻賛子 五十嵐 知嘉子 五十嵐 有佳子114 1:59:58.34

5 -9Lap 22.89平野自転車クラブ2900 上野 雅弘 浅利 征男 宮内 益美 松森 圭子115 1:16:00.40
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