
【 チームTT（JCF未登録） A 】

2017/08/19 (Sat)

Distance :   2周（11.6km）

第34回シマノ鈴鹿ロードレース大会

順位 No.
ﾄｯﾌﾟ
との差周回

平均
時速チーム名 メンバー タイム

2  43.94km/hTEAM　光2301 加納 広路 松野 裕樹 秋葉 裕司 松田 洋幸 15:50.38

2 00:10.59 43.46km/hO☆RACING・JASDF1402 中地 優喜 城本 忠司 錦織 暁人 根本 雄樹 16:00.97

2 00:20.28 43.02km/hHRT2103 武田 光司 沖本 篤 藤村 剛 谷本 康仁 16:10.66

2 00:27.04 42.72km/hWORLDCYCLE1114 松本 孝 宇田 宏行 浦谷 篤 川瀬 康史 16:17.42

2 00:32.03 42.51km/hTEAM　光2845 國本 英典 大河内 一貴 真道 淳司 高橋 正直 16:22.41

2 00:33.46 42.45km/hレブハフトKKSG1356 岩田 文彦 山口 正起 山本 雅一 近藤 享平 16:23.84

2 00:34.18 42.41km/hターミネーターチームＡ2187 堂脇 敏彦 楠本 宏樹 谷本 望 大久保 克哉 16:24.56

2 00:37.06 42.29km/h鷹組TonmenBig1188 橋本 洋孝 服部 隆宏 藤波 将 堀内 克彦 16:27.44

2 00:38.12 42.25km/hJSRメビウス2419 松岡 靖 三好 龍也 ニ之夕 雅也 中村 拓真 16:28.50

2 00:54.04 41.58km/hＳＡＮＷＡ　ＲＴ17110 脇田 裕貴 降矢 大資 秋山 政明 田中 康介 16:44.42

2 00:56.41 41.48km/hカミハギGREEEEN12911 三宅 尚徳 佐藤 淳 秋元 翼 岩瀬 群青 16:46.79

2 01:03.68 41.18km/hKYB　みんなとともに25512 宮本 修一 豊崎 正裕 原田 耕太 樋口 功治 16:54.06

2 01:06.22 41.08km/h大垣ピストンズ竹12513 清水 勝也 三輪 庸介 冨田 剛 萩原 英樹 16:56.61

2 01:06.96 41.05km/hPanaracer20214 坂本 裕規 夜久 主明 澤瀉 大樹 坂本 章 16:57.34

2 01:07.96 41.01km/h△ミサイル　トマホーク29615 大山 陽一郎 毛利 隆俊 杉浦 友昭 川森 康裕 16:58.34

2 01:08.32 40.99km/hAoyama Rockets RT20716 鈴木 壮 南 進一 石井 智之 西浦 大介 16:58.70

2 01:08.62 40.98km/hサニーサイドアズーリ23217 曽根 謙一 土岐 忍 向囿 友博 飯尾 雅之 16:59.00

2 01:10.91 40.89km/hTEAM　光26118 山下 精 笠松 卓矢 佐々 浩貴 和田 宗一郎 17:01.29

2 01:13.77 40.77km/hB.H.M.C Ｂ ワイドー13819 平位 和幸 釘宮 祐治 山本 和也 蜂矢 樹 17:04.15

2 01:21.73 40.46km/h三菱自動車自転車部A24820 常深 公雄 巴 亮太 嶋崎 善文 17:12.11

2 01:24.56 40.35km/hカミハギどＳ－ＷＯＲＳ28621 松川 航 渡辺 真一 城所 皐輔 後藤 大輝 17:14.94

2 01:27.90 40.22km/hオルクドールＴ．Ｎ．11922 杉本 勇二 長江 浩穂 小野 武士 17:18.29

2 01:28.16 40.21km/hぴっと・レーシングチームＡ22023 久木村 求 岡田 幸裕 長谷川 雅敏 伊藤 英成 17:18.54

2 01:28.84 40.18km/hダイワサイクル26724 川合 良典 山本 僚平 加藤 哲史 加藤 雄一 17:19.22

2 01:29.53 40.16km/hレブハフトレーシング　Bチーム20825 水草 和英 矢船 良洋 奥田 晃彦 尾崎 誠 17:19.91

2 01:30.12 40.13km/hつうばいつうＲチーム26826 竹田 豊 中川 隆司 定本 真輔 青山 明義 17:20.50

2 01:30.92 40.10km/h△ミサイル　ハープーン27927 中村 和志 黒田 孝 太田 誠 金津 貴文 17:21.30

2 01:32.62 40.04km/h鷹組　空中分解しそう24028 岸田 直樹 井上 正祥 近藤 達哉 吉村 愼ニ 17:23.00

2 01:38.37 39.82km/hノンデモおやぢ朝練20929 河合 博志 梅田 康之 白石 昌武 及川 裕和 17:28.75

2 01:42.06 39.68km/hO☆RACING・MYII10530 水口 徹 山崎 洋 伊藤 誠 伊藤 謙史 17:32.44

2 01:44.44 39.59km/hBHMC Cチーム21731 久米 健 加藤 禎則 阿間見 孝 菊谷 浩司 17:34.82

2 01:46.55 39.51km/hLebhaft RacingΩ16832 亀山 誠 加藤 岳 大脇 誠治 鈴木 弘文 17:36.93

2 01:50.28 39.37km/hカミハギＡＣ28833 遠山 裕司 吉田 康彦 稲葉 誉人 杉浦 悠太 17:40.67

2 01:54.16 39.23km/h愛知大学 自転車部15834 神野 旭弘 中山 大輔 松尾 友哉 17:44.54

2 01:55.14 39.19km/hヴェローズ23835 形部 直登 百津 幹太 岡崎 康孝 福田 翔太 17:45.53

2 01:55.17 39.19km/hBHMC-A25036 糸川 充浩 藤本 功 石川 剛士 加藤 幸行 17:45.56

2 01:57.06 39.12km/hTeam スクアドラ　プランタン12637 加藤 喜丈 小濱 学 杉田 正人 岡田 有平 17:47.45

2 02:00.00 39.01km/hＴＯＭＯＳ　ＲＡＣＩＮＧ　Ｆ29538 水野 晶之 川合 隆博 板津 昌也 永田 卓也 17:50.38

2 02:00.18 39.01km/h大垣CSC地球外縁軌道統制統21239 上阪 輝威 渡邊 昇 市川 豊 水谷 敏和 17:50.56

2 02:06.39 38.78km/hEURO-WORKS Racing B24540 芳村 和真 蔭山 達也 中川 威 安部 孝紀 17:56.78

2 02:07.78 38.73km/hO☆RACING・KHYY23341 熊崎 敏浩 服部 健一 山際 賢三 横井 敏幸 17:58.17

2 02:18.96 38.33km/h三井住友銀行自転車部A28142 中田 慎介 工藤 顕 森本 隆寛 18:09.34

2 02:22.69 38.20km/hダイワサイクル　チームB15343 坂田 文司 牛島 大地 矢野 智哉 西出 尭正 18:13.07

2 02:25.97 38.09km/hフットワークAu10744 浅野 昌隆 後藤 優和 河田 建大 林 誠治 18:16.36

2 02:26.19 38.08km/hレブハフト　サイクリング14945 井上 裕 高木 篤 西嶋 等 村田 康 18:16.58

2 02:28.56 38.00km/hつうばいつうＧチーム15246 本田 日出男 伊与田 宏之 山田 博 富澤 克彦 18:18.94

2 02:32.78 37.85km/hキャノンデール心斎橋17547 長谷川 隆則 磯村 洋行 KAPLAN ORA 仲田 騰 18:23.17

2 02:33.02 37.85km/hエンドウ商会12748 今野 裕貴 佐藤 宏一 兵頭 毅之 石井 純一 18:23.40

2 02:34.23 37.80km/hKYB　暑苦しい男たち多し14149 能田 光 筒井 隆明 郷 和広 坂下 卓 18:24.62

2 02:36.57 37.73km/hあんどう14550 山田 昌幸 高橋 栄蔵 鈴木 英徳 坂本 直哉 18:26.95
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【 チームTT（JCF未登録） A 】
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Distance :   2周（11.6km）

第34回シマノ鈴鹿ロードレース大会

順位 No.
ﾄｯﾌﾟ
との差周回

平均
時速チーム名 メンバー タイム

2 02:37.16 37.71km/hぴっと・レーシングチームＢ14851 中嶋 一博 石川 大地 近藤 真一 馬淵 智広 18:27.54

2 02:37.36 37.70km/hBEACH 愛知15152 大野 茂樹 小林 徹 山田 裕之 18:27.75

2 02:41.72 37.55km/hＴＯＭＯＳ　Ｒ．Ｆ３26453 長谷川 翔一 鍵谷 照紀 山田 武志 三浦 栄一 18:32.10

2 02:42.31 37.53km/hLa Tartaruga10854 西本 尚弘 広瀬 竜太 柄澤 朋宏 青木 拓也 18:32.69

2 02:43.36 37.49km/h三菱電機姫路 Team Zero17755 松本 克則 小林 裕幸 田中 典行 佐野 史和 18:33.75

2 02:44.36 37.46km/hサニーサイド　ベント　風21656 乙咩 陽平 櫛谷 人志 紀野 伸一 川崎 真司 18:34.75

2 02:46.73 37.38km/hTCC-SPEED TEAM Z13157 森 由光 中野 修 小林 潔 伴野 公平 18:37.11

2 02:48.47 37.32km/hＰｏｉｓｓｏｎＲｏｕｇｅ23658 中原 由志貴 吉田 稔 児玉 淳治 島原 実 18:38.85

2 02:49.13 37.30km/hサニーサイド　プレミニ　稲妻14459 村田 明彦 秀 孝一 平野 吉照 國武 康範 18:39.51

2 02:50.95 37.24km/hニコーファクトリー25460 鬼頭 宏太 滝川 将史 山田 保誠 眞野 浩孝 18:41.34

2 02:52.99 37.17km/hターミネーターＲＴチームＣ17361 打田 功 早瀬 典男 服部 和馬 服部 秀彦 18:43.37

2 02:57.70 37.02km/hTEAM　光12162 國本 勝弘 西川 孝一 北谷 正雄 河野 史瑛呂 18:48.09

2 03:03.40 36.83km/hTEAM　光17263 吉竹 直人 浜口 和宏 伊藤 則義 清水 良春 18:53.78

2 03:06.54 36.73km/h花道22864 浅野 力哉 田邊 守通 吉村 直優 長澤 祐二 18:56.92

2 03:06.91 36.72km/h大垣CSC月外縁軌道統合艦隊24465 今井 義信 山本 裕之 加納 知弘 澤口 弘 18:57.30

2 03:08.98 36.65km/hＢＨＭＣ スッポンポン25666 尾林 淳 石川 僚一 八木 功 出原 功 18:59.37

2 03:09.30 36.64km/hEURO-WORKS Racing A26067 吉岡 学 川口 浩孝 田口 直史 竹村 伸宏 18:59.68

2 03:12.28 36.55km/hチームカミハギ29268 伊井 孝之 青木 健悟 船橋 伸宏 知久 一朗 19:02.66

2 03:12.67 36.53km/hＴＯＭＯＳ　Ｒ．Ｆ１23469 今井 亮一 安藤 明生 奥村 貴俊 佐合 満岳 19:03.06

2 03:15.58 36.44km/hＢＥＡＣＨ29370 細川 広道 石原 祥量 大野 茂樹 大木 慎二 19:05.96

2 03:18.84 36.34km/hブルーエナジー自転車部24371 片桐 健裕 望月 亮太 四方 忠輝 松本 佳祐 19:09.22

2 03:20.97 36.27km/hダイワサイクル　チームC22572 山路 宇沙樹 具志堅 英史 大澤 慶人 佐藤 裕一 19:11.35

2 03:22.90 36.21km/hTCC-SPEED  5OB13473 竹村 照雄 森 勇次 早川 孝明 黒田 賢 19:13.29

2 03:24.52 36.16km/hまほロバＲＣのぞみ号27474 本多 秀明 奥野 英司 植田 和真 松並 孝至 19:14.90

2 03:28.06 36.05km/hＴＥＡＭ　ＣＴＩ22975 岩永 博之 岩田 真明 木下 伸一 村田 知憲 19:18.44

2 03:33.37 35.88km/hつうばいつうＢチーム13276 清水 裕之 中野 等 鈴木 裕 山中 康正 19:23.76

2 03:36.42 35.79km/hサニーサイド　ボルツァーノ23977 橋本 健次 川辺 和広 松岡 雅仁 野口 裕之 19:26.80

2 03:37.82 35.75km/hチームカミハギてんちょ28778 椙村 恭之 松本 匡史 野々垣 孝洋 19:28.20

2 03:39.77 35.69km/hTeam Maru Vero_TTT22679 柴田 國幸 大江 佳寛 小川 忠 高井 武 19:30.15

2 03:39.80 35.69km/h伊丹NCC－A15680 糸本 守 青木 昌文 中島 秀規 七野 智昭 19:30.18

2 03:40.15 35.68km/hInspire Racing Team20681 谷野 広卓 碇 純治 奥村 正幸 坂田 憲彦 19:30.53

2 03:40.50 35.67km/hTeamBonds 113382 林 真奈美 杉山 輔 北村 晋太郎 渡邊 信太郎 19:30.88

2 03:46.28 35.49km/hAKBEER25383 三浦 敬一 興津 喜人 祝 圭佑 山内 康司 19:36.66

2 03:46.42 35.49km/hPanasonic　設計16084 横山 真作 原田 正太郎 水谷 隆太 19:36.80

2 03:47.51 35.45km/hSensunique29085 田内 誉之 柴田 匡哉 山本 伸一 仲原 三博 19:37.89

2 03:47.86 35.44km/h三井住友銀行自転車部B10486 堂本 玲二 上村 大輔 森田 彬 19:38.24

2 03:50.64 35.36km/hぴっと・レーシングチームＣ26287 東出 吉晃 辰己 和正 前田 浩 梅本 伸行 19:41.03

2 03:52.11 35.32km/hチームシナノA29488 信濃 勇介 植村 幸治 木村 一夫 中村谷 威之 19:42.49

2 03:54.52 35.24km/hチームＫＡＭＩＨＡＧＩ17489 森本 裕介 奥村 伸二 中村 和豊 廣田 光彦 19:44.91

2 03:56.49 35.18km/hＢＨＭＣーＤ25890 川崎 正治 松本 弘成 近藤 幸孝 池垣 直則 19:46.87

2 03:58.19 35.13km/hＴＥＡＭ　ＣＴＩ11591 飯田 裕太 上杉 基法 岸 伸司 矢田 高志 19:48.57

2 04:01.45 35.04km/h伊丹ＮＣＣーＢ26592 森口 靖弘 山内 信彦 大町 辰也 藤田 一博 19:51.83

2 04:02.17 35.02km/hチームシナノD26693 成田 弘輝 沈 家チュウ 川田 亮二 佐々木 秀樹 19:52.56

2 04:03.95 34.96km/hチーム斜面ライダー14394 水野 善康 寺嶋 丈博 小林 一郎 渡邊 慎吾 19:54.34

2 04:05.46 34.92km/hフットワークPt11095 川村 哲也 長谷川 昌彦 長谷川 直輝 平野 友恵 19:55.84

2 04:07.67 34.86km/h群馬　ＧＳユアサ24996 小林 完二 諏訪 隼也 吉田 大河 19:58.05

2 04:08.12 34.84km/h西宮市自転車部A23597 大谷 義和 宮本 宏 苗代 一夫 北本 英樹 19:58.51

2 04:11.90 34.73km/hキャノンデール心斎橋16798 中村 岳雄 木戸 秀行 篠矢 健太郎 20:02.28

2 04:13.49 34.69km/h轟輪会 １－２フィニッシュその12499 守本 幸一 大坂 文男 宮路 佳秀 山下 喜三 20:03.87

2 04:16.12 34.61km/h△ミサイル　テポドン204100 伊藤 智幸 加藤 恭路 水本 雅樹 豊田 佳人 20:06.50
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順位 No.
ﾄｯﾌﾟ
との差周回

平均
時速チーム名 メンバー タイム

2 04:16.88 34.59km/hTeamBonds ２247101 青山 護 渥美 利明 吉住 和洋 伊藤 真己 20:07.26

2 04:22.13 34.44km/hニコー製作所142102 神野 壮平 豊嶋 大輔 前田 智則 山田 大暁 20:12.51

2 04:26.13 34.33km/h大垣CSC第99期調査兵団130103 後藤 弘明 柴田 仁志 山崎 邦友 井上 真由子 20:16.51

2 04:27.89 34.28km/hSPT自転車同好会272104 大藤 正幹 細田 将史 木村 裕章 大原 壮史 20:18.27

2 04:30.35 34.21km/hLOVEBEERS166105 梶山 隆治 和田 哲夫 高田 耕一 三浦 富士雄 20:20.73

2 04:35.34 34.07km/hシャープ自転車部TT163106 古川 洋一 吉村 和也 天野 義孝 大石 隆俊 20:25.72

2 04:36.43 34.04km/hコカドサイクル北摂支部137107 小門 栄喜 井上 喜光 坂上 智 20:26.81

2 04:39.75 33.95km/h東京電機大学サイクリング部162108 瀧本 聡志 宮崎 亘 三浦 大地 20:30.13

2 04:40.93 33.91km/hPanaracer224109 安堂 政明 高橋 諭 高見 俊樹 久利 隆二 20:31.31

2 04:42.76 33.86km/hまほロバＲＣひかり号161110 谷口 七海 山口 湧暉 城垣 武道 濱根 賢太 20:33.14

2 04:42.99 33.86km/hO☆RACING・OYJC252111 澤田 幸二郎 村井 聖平 上野 克彦 塚原 正博 20:33.38

2 04:46.29 33.77km/hＴＣＣ－ＳＰＥＥＤ　アドシーチ112112 西井 政文 田中 良和 広瀬 慎一 前田 博士 20:36.68

2 04:46.61 33.76km/h三菱自動車自転車部B113113 原田 修 酒井 国一 岩本 涼太郎 20:36.99

2 04:51.95 33.61km/hチームシナノB237114 村川 高潔 大平 武徳 福井 佳昭 岡田 典之 20:42.33

2 04:52.28 33.61km/h伊丹NCC-C102115 山元 裕史 合澤 豊 松浦 誠 日野 政男 20:42.66

2 04:52.34 33.60km/hＴＯＭＯＳ　Ｒ．Ｆ５282116 飯田 武 羽田野 隆 渡邉 健人 和田 哲哉 20:42.72

2 04:52.68 33.59km/hＴＯＭＯＳ　Ｒ．Ｆ２169117 永瀬 淳二 白木 大智 吉田 崇了 福井 健太郎 20:43.06

2 04:53.38 33.58km/hキャノンデール心斎橋270118 上村 裕和 大谷 和生 西村 在 内藤 雄作 20:43.77

2 04:57.23 33.47km/hLaFinale222119 服部 静敏 辻 正治 安田 貴之 吉野 太加志 20:47.61

2 04:58.36 33.44km/hチームシナノF157120 舩岡 大 篠原 卓時 浪越 寛人 生西 正幸 20:48.74

2 05:00.60 33.38km/hTeamBonds ３155121 横畑 直人 長倉 純也 鬢櫛 渉 伊藤 聡 20:50.98

2 05:05.68 33.25km/hKROCC  Ｂチーム120122 小山 千代治 森川 重喜 横田 俊彦 與倉 稔 20:56.06

2 05:11.54 33.09km/hチームシナノC223123 細谷 竜也 岡嶋 隆弘 前田 春香 山下 大輔 21:01.93

2 05:23.99 32.77km/hTEAM＠LYNX273124 神﨑 太郎 鳥山 智好 友田 輝 浅山 忠 21:14.37

2 05:29.23 32.63km/hKROCC Aチーム276125 松田 信一 志水 利治 浅木 英生 上神 輝久 21:19.62

2 05:30.77 32.60km/hグレートアンカーマン136126 高見 和弘 猪野 一郎 植村 唯文 滝花 智志 21:21.15

2 05:35.73 32.47km/h中菱サイクリング部180127 中組 智文 室井 優一 長谷川 顕 21:26.11

2 05:37.30 32.43km/hチームアクオードD106128 谷 紀彦 宮本 昌樹 平山 大介 田中 啓一 21:27.68

2 05:39.89 32.37km/hオムレンジャー203129 清水 良治 住田 篤紀 鬼塚 浩之 竹谷 宏昭 21:30.27

2 05:40.59 32.35km/h大垣CSC第88期訓練兵団150130 上村 大地 赤嶺 直樹 立木 昌幸 広瀬 和彦 21:30.98

2 05:44.96 32.24km/hTEAM-KK278131 紺藤 政憲 橋口 法哉 藤井 和浩 21:35.34

2 05:46.97 32.19km/hヤマダレーシング257132 山田 賢 宮崎 周平 小坂 亘 長谷川 亮平 21:37.35

2 05:47.17 32.18km/h轟輪会 １－２フィニッシュその263133 今堀 克治 山本 勉 細井 一 小山 耕二 21:37.55

2 05:56.97 31.94km/hつうばいつうＤちいむ213134 角屋 裕 西 忠夫 大津 誠 清水 大輔 21:47.35

2 06:02.62 31.80km/hボートレース津２nd280135 井口 佳典 岡 祐臣 松尾 拓 21:53.00

2 06:05.70 31.73km/hSEPIAレーチングチーム　A269136 吉野 英毅 仲田 耕史 大形 雅俊 小松 吉則 21:56.08

2 06:07.32 31.69km/hサニーサイドルーチェ光116137 斉藤 忠義 湊谷 和代 三浦 正也 中塚 裕哉 21:57.71

2 06:07.88 31.68km/hGSユアサ京都自転車部271138 副嶋 大輝 田中 哲也 上田 輝 佐藤 俊祐 21:58.26

2 06:08.24 31.67km/hＳＡＮＷＡ　ＲＴＡ283139 矢持 真一 丸草 倫明 増田 尚弘 高尾 直人 21:58.62

2 06:14.36 31.52km/hチームアクオードE205140 松本 直樹 吉田 卓史 仲田 浩二 安川 秀範 22:04.75

2 06:17.36 31.45km/hボートレース津165141 新田 雄史 平田 健之佑 中北 将史 22:07.74

2 06:18.98 31.41km/hターミネーターチームＤ285142 坂 宣寛 若林 勤 大平 清 荒木 伸一 22:09.36

2 06:19.12 31.41km/hチームアクオードF179143 森 英和 上場 昭一 平田 佳之 吉川 一哉 22:09.51

2 06:22.08 31.34km/hTCC-SPEEDアドBちゃん251144 下向 正之 大西 幸夫 市村 寿岳 佐藤 善昭 22:12.47

2 06:27.62 31.21km/hチームアクオードB231145 木村 朋宏 三宮 勇希 吉田 光汰 井川 弘大 22:18.00

2 06:28.88 31.18km/hつうばいつうＥチーム246146 廣瀬 尚紀 西 紘平 山下 賢仁 北吉 舞 22:19.27

2 06:32.97 31.09km/h轟輪会CogiCogi242147 岸本 廣 平松 正彦 十一 和彦 米家 豊彦 22:23.35

2 06:33.52 31.07km/hNUCC103148 野々部 和夫 小崎 章大 宇佐美 憲三 22:23.90

2 06:37.17 30.99km/hキャノンデール心斎橋259149 友成 安裕 友成 渚 高山 健人 22:27.55

2 06:42.31 30.87km/hサニーサイド　マッターレ114150 川本 貴政 櫻井 理寛 橋本 武雄 和田 実季 22:32.70
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【 チームTT（JCF未登録） A 】

2017/08/19 (Sat)

Distance :   2周（11.6km）

第34回シマノ鈴鹿ロードレース大会

順位 No.
ﾄｯﾌﾟ
との差周回

平均
時速チーム名 メンバー タイム

2 06:46.62 30.77km/hTeam DTK291151 林 裕貴 廣瀬 靖真 浅井 政俊 森 幸司 22:37.01

2 06:54.09 30.61km/hチームシナノE181152 請川 敬祐 下谷 譲 木下 崇史 塩井 聡志 22:44.48

2 06:57.22 30.54km/hSEPIAレーシングチーム　B154153 立川 一秀 水野 聖人 古賀 彰 山本 眞也 22:47.60

2 07:02.83 30.41km/h伊丹NCC-D211154 西田 雅彦 井口 潤一 寺垣 元晴 宇都宮 正 22:53.21

2 07:17.08 30.10km/h轟輪会SEPIA21219155 西山 忠 佐山 卓也 嶋屋 創 堀口 宗和 23:07.46

2 07:17.54 30.09km/hSBK2101156 仲林 和宣 林 健一郎 菊永 輝紀 原井 敬太 23:07.92

2 07:22.31 29.98km/hteam-554227157 彦坂 渉 福西 淳司 大西 基夫 23:12.70

2 07:24.82 29.93km/hKYB　TT燃え尽きちゃうよ170158 高柳 樹 脇坂 晴樹 谷口 英次 中江 匡志 23:15.20

2 07:32.52 29.77km/h伊丹NCC－E277159 伊丹 隆人 根井 歩 平井 清武 23:22.90

2 07:39.24 29.62km/h西宮市役所自転車部C178160 山田 浩太郎 仲 浩延 原 昌義 米永 拓真 23:29.62

2 07:41.55 29.58km/hO☆RACING・NKIO117161 野村 幸喜 金武 智彦 伊藤 弘人 荻上 宣宏 23:31.93

2 07:45.21 29.50km/h轟輪会　会長班147162 金子 秀樹 原田 彰 堀 高 魚野 清史 23:35.59

2 07:54.43 29.31km/hまほロバＲＣこだま221163 喜多 眞二 三上 誠一 辻元 宏文 吉村 康男 23:44.81

2 08:01.97 29.15km/hチームアクオードA214164 髙山 淳一 宮﨑 英司 林 勝浩 辻 豪 23:52.35

2 08:50.52 28.20km/hカヤマレーシング139165 香山 泰伯 石井 寛 小林 俊彦 宗包 弘幸 24:40.90

2 09:17.82 27.69km/hＳＡＮＷＡ　ＲＴ　Ｃ123166 水野 宏 岡山 貞美 古川 昌伸 北谷 伸二郎 25:08.21

2 09:51.13 27.09km/hＴＯＭＯＳ　Ｒ．Ｆ４122167 服部 喜勇 水野 聡 伊藤 賢二 多田 陽子 25:41.51

2 10:02.42 26.89km/hサニーサイド　ミーチェ201168 松谷 庄司 藤田 清美 長友 秀子 堺 晶子 25:52.80

2 10:39.73 26.26km/hハマダレーシング176169 伊藤 祐次朗 横山 和也 山田 晋也 26:30.11

2 10:41.45 26.23km/hチームアクオードC109170 遊佐 浩宜 櫻井 俊也 苧川 昌史 金森 修一 26:31.83

2 11:36.38 25.36km/hTeam Ausfahrt215171 森 和裕 高松 繁 杉浦 教之 木澤 武史 27:26.76

2 12:25.18 24.63km/hSTOOH!RACING159172 小川 義文 豊嶋 宏和 大野 剛 佐脇 一郎 28:15.56

2 13:35.73 23.65km/hKROCC　 Cチーム164173 天雲 正造 岡村 繁 山田 明子 滝辺 和恵 29:26.11

1TeamUP！UP！128DNF 大倉 賢典 川上 昇一 土田 博司 小島 鉄心

0ＫＡＺＥ-A146DNF 藤井 琢也 国ノ十 英考 片田 洋一 杉浦 忍

0フラムルージュ275DNF 坂崎 雅道 外山 哲也 横山 健一

Comment
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