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14  40.09TRAILBLAZER1520 久保田 航太 近藤 大稀1 2:01:30.81

14 00:01.05 40.09MFRwithDY1505 鈴木 紀雄 山崎 大樹2 2:01:31.86

14 03:07.05 39.09チーム１４２歳1506 福田 伸考 横田 勝之 和田 拓也3 2:04:37.87

14 04:03.45 38.80チームヤマシゲ１1518 横井 健夫 加島 崇史4 2:05:34.27

14 04:03.83 38.80KYB　Racing　リターンズ813 粟野 宏一郎 宮本 修一 伊藤 一浩 樋口 功治5 2:05:34.65

14 04:59.65 38.51ウオズミサイクル1510 藤原 優子 前村 悟6 2:06:30.47

14 06:33.96 38.04中部チェブロ美濃市自転車部A1522 高橋 仁 小島 克仁7 2:08:04.78

13 -1Lap 37.22ダイモンレーシング1533 越山 和幸 清水 将文8 2:01:32.81

13 -1Lap 37.03ダイモンレーシング1508 小原 賢介 今井 隆文9 2:02:10.31

13 -1Lap 36.97ミソノイレーシングチーム1530 山田 高嗣 村大 栄子10 2:02:22.73

13 -1Lap 36.54チームブレイブB1543 湯浅 勉 本多 晴飛11 2:03:49.30

13 -1Lap 36.46STELLA Racing1544 森満 雄作 森満 章仁12 2:04:04.44

13 -1Lap 35.78古川樫原井田西野1501 西野 康一 樫原 章人 井田 衣 古川 眞隆13 2:06:25.47

13 -1Lap 35.62Team-Piroki.com1537 城 健斗 大田 稜介 谷 拓希14 2:06:59.46

13 -1Lap 35.62アバンギャルド　突撃隊1515 唐崎 健 林 恭平 森 一馬15 2:07:01.21

13 -1Lap 35.54チーム　ローマン　竹田組1535 竹田 欣五 播磨 徹 平舘 則彦16 2:07:17.99

13 -1Lap 35.05名岐ﾍﾞﾝﾄﾞｴﾝﾃﾞｭｰﾛﾁｰﾑ1528 金武 克也 杉山 泰典 瀬戸垣 徹17 2:09:04.16

13 -1Lap 35.02BLUE STEEL1546 村西 史規 宮本 大二郎18 2:09:10.55

13 -1Lap 34.95Ring×2 Cycling Team1507 間所 智幸 宮本 悠平19 2:09:26.66

12 -2Lap 34.24おーばーどぅ～いんぐ　自転車1527 渡部 雅友 大濱 太志 渡辺 大介 山本 篤史20 2:01:57.24

12 -2Lap 34.01アイスポッキー1547 西岡 慎太郎 小屋 寛 森河 俊成21 2:02:47.23

12 -2Lap 33.94TEAM all out1531 中西 毅 内本 千雅22 2:03:03.44

12 -2Lap 33.77アシスト＆サイクル轍1541 磯田 友賀 小山 哲也23 2:03:39.11

12 -2Lap 33.58ビターエンダーＤ1517 山岡 幹司 細川 琢磨24 2:04:20.58

12 -2Lap 32.84アバンギャルド愚連隊1516 下村 直輝 三谷 光輝 山下 拓珠 寺下 淳一郎25 2:07:08.65

12 -2Lap 32.44プレザント1542 辻 善光 稲垣 利保 脇田 征治 西田 善紀26 2:08:44.11

12 -2Lap 32.37LA・BOMBA丸の内　αチーム1511 南澤 健仁 浦口 是 水口 晋介27 2:08:59.57

11 -3Lap 31.70マジカーニャ1529 中島 紳史 松尾 衛 佐藤 広喜28 2:00:45.74

11 -3Lap 31.45デンキョク1539 中川 善之 首藤 智一29 2:01:42.61

11 -3Lap 31.27LA・BOMBA丸の内　⊿チーム1512 矢野 勝 浦口 翔 岩永 沙織30 2:02:24.88

11 -3Lap 31.01LA・BOMBA丸の内　Ωチーム1513 亀田 祐介 武野 洋平 玉置 貴洋31 2:03:25.45

11 -3Lap 30.85Bicycle Watanabe1525 渡辺 竜也 山崎 知宏32 2:04:05.56

11 -3Lap 29.83GMK racing1534 山下 大介 五十嵐 健悟33 2:08:20.65

11 -3Lap 29.61カフェこた1514 恒川 真二 恒川 拓豊34 2:09:16.24

11 -3Lap 29.59まあええやないですか1504 安原 啓雅 東川 嘉邦 斎藤 康治 竹谷 健一35 2:09:20.90

10 -4Lap 28.74Compagno1538 中尾 成真 松谷 剛36 2:01:04.87

10 -4Lap 28.45チームＮＳＳＣ1545 田村 大輔 堀江 秀明 中村 学37 2:02:20.47

10 -4Lap 28.35Yu&Ha;1536 浜島 理恵子 道村 裕紀38 2:02:45.91

10 -4Lap 28.06ミュウにゃん1532 石川 幹昌 石川 喜浩39 2:04:02.01

10 -4Lap 27.96チーム あられ1523 柳原 琢 大横 昌司 西澤 美紀40 2:04:26.50

10 -4Lap 27.41つねさぶらうＮＦＴ1509 白川 啓一 西田 初穂 西田 耕平41 2:06:57.04

10 -4Lap 27.10BlackBeans1502 植松 史弥 吉田 光男42 2:08:24.78

10 -4Lap 26.17BOUZ1519 松浦 伸行 山本 哲也 内藤 成勅 五島 直人43 2:12:57.81

9 -5Lap 24.83ハギワラサイクリングクラブ1503 廣田 知久 鹿島 千寿 余語 秀俊44 2:06:07.22

8 -6Lap 22.30Road Runner1540 松澤 隆 田邊 百合子45 2:04:49.55

5 -9Lap 28.00+CHARIBU1526 山家 康平 下河邉 悠史 後藤 直哉 遠藤 勇希46 1:02:08.61

5 -9Lap 25.95+CHARIBU1524 齋藤 慧山 廖 凱楓 菊本 悠貴 klewiada eric47 1:07:03.60
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