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2  44.60km/hHRT1841 武田 光司 沖本 篤 藤村 剛 谷本 康仁 15:36.42

2 00:45.10 42.55km/h神交アスリートクラブ1862 川上 芳生 高馬 聖貴 正路 政彦 船本 和浩 16:21.52

2 00:50.13 42.33km/hSAKAI★ﾁｰﾑTTDK1833 中村 充 花谷 篤史 川島 大輔 小津 宜信 16:26.56

2 00:51.44 42.27km/h黒い妖精1314 川瀬 康史 山本 淳二 山本 恵子 江藤 洋一朗 16:27.86

2 00:56.99 42.04km/hＴＥＡＭ光1405 国本 英典 樹神 雄平 加納 広路 山下 精 16:33.41

2 01:03.69 41.75km/hＳＤ２６－Ａ1856 今井 英樹 花木 雅俊 岡本 弘文 村本 拓也 16:40.12

2 01:04.59 41.72km/hいとう内科クリニックRT11827 伊藤 雄介 長縄 貴史 古橋 規弘 山本 栄和 16:41.01

2 01:13.56 41.35km/hトーヨーRT1798 永沢 透 内藤 寛二 服部 和成 小野 藤靖 16:49.98

2 01:15.26 41.28km/hSIMIZU RACING A1439 竹下 豊 井口 幹夫 古田 弘幸 久保 敦 16:51.68

2 01:20.35 41.07km/hFun bikes Kaze14510 杉浦 忍 片田 洋一 国ノ十 英考 片平 昂作 16:56.77

2 01:40.03 40.29km/hJSRメビウス15911 松岡 靖 三好 龍也 中村 拓真 宮崎 航希 17:16.46

2 01:40.46 40.27km/hCSK　Racing　club10212 藤本 和昌 別所 烈 河下 友則 岩崎 嶺 17:16.88

2 01:41.16 40.25km/hサイクルロードエイト13813 森川 敦 渡邉 誠 廣瀬 功 廣瀬 伸次 17:17.59

2 01:52.58 39.81km/hぴっとレーシングチームＡ12414 宮嶋 美規夫 岡田 幸裕 馬淵 智広 水野 良介 17:29.00

2 01:55.42 39.70km/hCSヤマダHKY　13415 山田 太郎 服部 享英 北村 保之 17:31.84

2 02:02.33 39.44km/hTeam Gruppetto13516 鈴木 宏行 桑島 大志 新谷 敦史 井土 伸彦 17:38.75

2 02:05.12 39.34km/hThe BRAKER'S TT小隊12717 山下 隆浩 黒川 和久 黒岡 正巳 舘 栄太郎 17:41.54

2 02:05.87 39.31km/hTeam-DADDY18018 杉本 勇二 香月 眞一 林 繁美 長江 浩穂 17:42.29

2 02:07.96 39.23km/hぴっとレーシングチームＢ14619 中嶋 一博 石川 大地 梅本 伸行 長谷川 雅敏 17:44.38

2 02:08.29 39.22km/hWILSON CYCLE BLACK:A16320 小林 宣基 荒木 光 山本 大貴 坂本 敬一郎 17:44.71

2 02:11.48 39.10km/hターミネーターＲＴ　Ｂチーム13921 中池 芳和 大江 貴幸 篠木 伸次 武野 義郎 17:47.90

2 02:12.53 39.07km/hたからくじ同好会10422 福岡 智之 中村 善宏 藤本 晃司 松下 計介 17:48.95

2 02:28.57 38.49km/hRB　connection14123 竹内 俊太 竹内 良太郎 天野 武雄 岡本 祐樹 18:05.00

2 02:30.32 38.43km/hTeam May Be10124 長岡 賢介 佐々木 敏之 吉倉 雅明 遠田 武史 18:06.74

2 02:47.36 37.83km/hラッキーキャッツ16825 山川 智 春谷 健一 中村 雄一 18:23.78

2 02:47.52 37.83km/hまほロバRCのぞみ号12026 上村 剛 冨永 敬亮 東 宣誓 大北 洋司 18:23.95

2 02:51.79 37.68km/hWILSON CYCLE BLACK:B14727 石田 久貴 塚本 達雄 森 幹正 内田 司 18:28.21

2 02:52.82 37.65km/hTCC-SPEED 5OB10328 森 由光 森 勇次 竹村 照雄 鈴木 信幸 18:29.24

2 02:53.77 37.62km/hTDUOB15529 清水 翔 土肥 慶太郎 笹川 周作 齋藤 拓実 18:30.19

2 02:54.54 37.59km/hSPEED LABO ムキムキ11430 長谷川 典央 下村 英典 向出 昌民 大庭 敏也 18:30.96

2 03:00.74 37.38km/h中部大学サイクリング部17131 楠元 湧大 神谷 信之介 高橋 辰徳 井戸田 直樹 18:37.16

2 03:02.05 37.34km/h大阪市立大学１回生サンチーム12632 森田 隼平 荒木 光太郎 小池 駿太 松原 雅人 18:38.47

2 03:06.51 37.19km/h大阪市立大学サイクリング部17433 東 凌平 櫻木 大輔 大崎 遼也 中川 満 18:42.94

2 03:07.14 37.17km/hＴＯＭＯＳ　Ｒ．Ｆ　612534 永田 卓也 長谷川 翔一 古田 雄大 福井 健太郎 18:43.56

2 03:10.32 37.06km/hCHR limited15635 川辺 和寛 鈴木 修 福田 和晃 東 将敬 18:46.74

2 03:12.55 36.99km/hチーム今日だけよ201612936 三谷 恭介 島本 直樹 寺山 貴範 山崎 正裕 18:48.97

2 03:15.72 36.89km/hClubNet MeiRun18137 梶本 二郎 浜島 嘉比佐 中野 肇 片山 正史 18:52.14

2 03:16.35 36.87km/h大阪市立大学パンダサンチーム11838 西口 颯人 梶田 明宏 田中 航平 田村 和真 18:52.77

2 03:23.02 36.65km/hフットワークCu14239 山中 啓允 林 誠治 小田 剛 田中 長柔 18:59.45

2 03:32.84 36.34km/hCSヤマダ No517540 杉崎 雅俊 宮原 教行 宮本 雅之 矢内 克志 19:09.27

2 03:34.98 36.27km/hぴっとレーシングチームＣ16241 東出 吉晃 辰己 和正 前田 浩 伊藤 英成 19:11.40

2 03:39.44 36.13km/hりんきち10942 一柳 孝之 安藤 吉幸 加藤 浩晃 吉田 博之 19:15.86

2 03:39.89 36.11km/hC.C.YOU ジェネレーションズF16143 増谷 優太郎 青山 尚晃 岡 勇輝 齋藤 翔 19:16.31

2 03:43.10 36.01km/h高電圧注意17844 谷澤 之彦 田中 慎也 中川 英也 谷澤 公彦 19:19.52

2 03:47.01 35.89km/hバルバクラブ　トヤマA15445 新田 智之 廣澤 利浩 荒井 隆雄 木下 泰一 19:23.43

2 03:49.36 35.82km/hTEAM　SIMIZU　MTB13646 杉本 達哉 若林 宏行 愛葉 祐司 石坂 洋一 19:25.78

2 03:51.46 35.76km/h高知CTC16747 刈谷 建男 竹崎 正裕 福家 築 福家 拓 19:27.88

2 03:52.59 35.72km/hC.C.YOU  ジェネレーションズ A13048 横幕 浩宜 鈴木 啓介 尾上 真也 19:29.02

2 03:54.78 35.66km/h伊丹NCC－E11249 糸本 守 青木 昌文 黒瀬 和哉 大町 辰也 19:31.20

2 03:56.36 35.61km/h中部チェブロ美濃市自転車部14950 苅谷 重晴 小島 克仁 山内 俊弘 松井 清治 19:32.78
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2 04:00.48 35.48km/hSIMIZU RACING C12251 岩本 広和 加藤 優一 佐伯 昭裕 橋本 順一郎 19:36.90

2 04:15.82 35.03km/hバルバクラブカナザワ16452 坂本 守弘 岡部 啓介 船本 哲広 19:52.24

2 04:17.65 34.97km/hCSヤマダMN214453 西 克敏 前田 直志 野村 光伸 19:54.07

2 04:18.89 34.94km/hsensunique13754 小粥 康仁 柴田 匡哉 山崎 快正 山本 伸一 19:55.32

2 04:19.01 34.93km/hKanrin cycling club17755 本田 日出男 西村 喜代一 上神 輝久 小山 千代治 19:55.43

2 04:32.22 34.55km/hSIMIZU RACING B14856 長谷川 将剛 若山 一輝 石川 裕之 山崎 健司 20:08.65

2 04:34.65 34.48km/hFUKADAまじりんぐ31周年ヨロシ13257 深田 宏 大西 喜代利 島添 雅治 大西 弘 20:11.07

2 04:36.49 34.43km/hCSヤマダ モッチーズ11658 寺本 敦大 岡崎 勝巳 望月 光男 西川 剛 20:12.92

2 04:42.44 34.26km/hいとう内科クリニックRT212859 桃井 晴彦 長尾 隆史 能美 善彦 柴山 魁刀 20:18.87

2 04:44.76 34.20km/hTeam HCR11560 日比 亨 日比 秀夫 日比 克 日比 巧 20:21.18

2 04:47.82 34.11km/hTeam Gruppetto B15861 福島 彰男 黒田 侑 山澤 朋洋 松本 和仁 20:24.24

2 04:54.20 33.93km/hHighway Yotsubasi15062 永野 圭介 駒路 真一 川西 康彦 赤嶺 彰紀 20:30.62

2 04:55.40 33.90km/hTeam Cattura15363 野崎 歩 茂木 孝裕 堀内 望 亀位 耕平 20:31.82

2 04:58.84 33.81km/hTEAM SIMIZU12364 山本 達也 濱村 宏幸 牛田 成俊 森田 和仁 20:35.26

2 05:11.60 33.46km/hＳＤ２６－Ｂ17665 倉留 和典 竹内 康哲 岡崎 紘明 丸尾 俊介 20:48.02

2 05:12.21 33.44km/hCSY_IMUK16066 金丸 永圭 岩本 昌志 村上 泰則 上田 隆良 20:48.63

2 05:20.53 33.22km/hまほロバRCひかり号13367 三上 誠一 小林 英央 植田 和真 福井 信彦 20:56.96

2 05:20.56 33.22km/hアクティブスタイル11768 林 勝浩 藤田 哲夫 寺田 和弘 浅埜 由貴 20:56.98

2 05:21.23 33.20km/h関西クラシックレーサーズ10569 山本 幸良 多田 安男 前田 保 中西 泰志 20:57.65

2 05:26.35 33.07km/hＣＳヤマダ　ＮＨＫ212170 久我 周治 久保 充理 菱本 禎恒 中原 毅 21:02.78

2 05:30.52 32.96km/hTEAM SIMIZU17071 太田 哲郎 徳山 可之 山下 朋昭 眞野 祥吾 21:06.94

2 05:41.35 32.68km/hSWIFT R.T.17272 飯山 修弘 石田 哲也 栗本 剛光 21:17.77

2 06:02.16 32.16km/hつうばいつうＲ11173 清水 大輔 宇田 英徳 松下 耕平 荒巻 貴幸 21:38.59

2 06:04.30 32.11km/hTEAM KK10774 紺藤 政憲 角谷 景司 和田 伸之 橋口 法哉 21:40.72

2 06:06.94 32.04km/hたからくじ同好会B11975 石田 将之 中嶋 克仁 石井 豪 津田 裕亮 21:43.36

2 06:20.28 31.72km/hチームナカツジWa15776 和田 拓也 南 拓具 濵口 由美 岡田 京子 21:56.70

2 06:28.94 31.51km/hTeam Gruppetto C16677 渡辺 龍平 平井 隆大 八巻 和善 大森 孝夫 22:05.36

2 06:53.70 30.93km/hTEAM　SIMIZU15178 清水 康明 藤本 直貴 楠本 大 佐藤 優輝 22:30.12

2 07:11.91 30.52km/hチームナカツジNa10879 中辻 嗣浩 中家 大輔 南 紀子 中辻 令子 22:48.33

2 07:23.31 30.27km/hまほロバRCコダマ号10680 喜多 ひかり 丹羽 知香 吉村 康男 安部 康司 22:59.74

2 07:29.65 30.13km/hSPEED LABO ガリガリ15281 根門 伸行 岩花 理 吉村 誠哉 23:06.07

2 07:40.61 29.89km/hＣＳヤマダZ11082 織田 高志 酒屋 一郎 久世 貴也 山村 聡 23:17.03

2 08:24.92 28.97km/hTCC-SPEED MIX16583 田中 良和 沢出 秀雄 広瀬 慎一 前田 博士 24:01.34

2 08:29.77 28.88km/hこきちのわ16984 吉田 維一 大西 直哉 中松 義貴 24:06.19
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