
【 2時間エンデューロ 3人チーム 】

2017/08/19 (Sat)

Distance :   1周（5.8ｋｍ）×R

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

ﾍﾟﾅﾙ
ﾃｨメンバー タイム

15  40.86神交アスリートクラブ668 高馬 聖貴 川上 芳生 正路 政彦1 2:07:45.83

14 -1Lap 39.28SIMIZU RACING504 寺西 剛 古田 弘幸 井口 幹夫2 2:04:02.25

14 -1Lap 39.27サニーサイド今年は本気628 飯尾 雅之 曽根 謙一 向囿 友博3 2:04:03.51

14 -1Lap 38.85ME-TURBO577 小松 大祐 矢羽々 隆憲 山下 隆浩4 2:05:23.77

14 -1Lap 38.83香川大学croisiere659 大山 健志 大森 芳輝 上村 周作5 2:05:29.12

14 -1Lap 38.49違駄天　#さすが帝王601 加藤 壽嗣 北村 和義 吉田 剛6 2:06:34.95

14 -1Lap 38.27チームOCA602 菊谷 浩司 富田 将茂 蛯原 将志7 2:07:17.93

13 -2Lap 37.70TEAM WHITE -GIANT-620 内田 龍一 山口 佳孝 森山 紘行8 2:00:00.26

13 -2Lap 37.39ポッコリーズ615 高畠 昌志 三木 裕一 橘 辰雄9 2:00:59.80

13 -2Lap 37.38nm7 Racing614 伊勢亀 弘史 神崎 亮介 松原 研祐10 2:01:01.00

13 -2Lap 37.32KYB　３人キター524 松尾 彰久 岡田 正之 鍵谷 和規11 2:01:13.20

13 -2Lap 37.31TEAM　HOBIKEN618 木下 輝彦 木下 裕平 島田 裕介12 2:01:14.30

13 -2Lap 37.29神戸高専自転車競技部644 村上 大志 長尾 航希 貝澤 啓太13 2:01:18.98

13 -2Lap 37.14サニーサイド　計測チップ確認626 橋本 健次 川辺 和広 野口 裕之14 2:01:48.28

13 -2Lap 36.91TEAM WHITE -Sky-594 大槻 充 下方 翔 宮口 広志15 2:02:34.39

13 -2Lap 36.70まぁ、なんとかなるやろ509 金治 弘樹 芹川 倭織 瀧口 雄大16 2:03:16.70

13 -2Lap 36.26チームぐっさん545 木野 良敬 山口 裕子 山口 統生17 2:04:46.37

13 -2Lap 36.11チームヤマシゲ３584 玉丸 実 三代 克彦 速水 瑞穂18 2:05:16.39

13 -2Lap 36.08moca&nakota; A538 成田 吉宣 松本 秀浩 田中 宏19 2:05:23.19

13 -2Lap 36.07bフクイ　飛んでます！636 定友 敦 大日方 海斗 宮崎 翔央20 2:05:25.43

13 -2Lap 36.075000兆円は税金でいくら引か699 久保 雄輝 池田 達郎 林 拓人21 2:05:25.88

13 -2Lap 35.79ＢＥＡＣＨ669 細川 広道 石原 祥量 角橋 啓一郎22 2:06:24.73

13 -2Lap 35.74タートル仙人559 山 英則 渡部 哲也 木戸 優太23 2:06:34.53

13 -2Lap 35.67bフクイ　トレンディー世代679 大久保 勝平 福井 統 長谷川 誠24 2:06:49.00

13 -2Lap 35.64WINGZERO　A691 松尾 和明 尾崎 寛範 奥村 隼人25 2:06:56.43

13 -2Lap 35.53チーム　コマツ705 白井 健太郎 鍛冶 勇至 内田 陽介26 2:07:18.77

13 -2Lap 35.38心はゆるポタ650 仲須 敦史 濱洲 歩 松枝 春樹27 2:07:53.09

13 -2Lap 35.30Colpi di vento　赤吉山642 吉岡 高徳 赤松 直也 山中 将郁28 2:08:09.00

13 -2Lap 34.95Highway  yotsubashi588 永野 圭介 赤嶺 彰紀 川西 康彦29 2:09:26.95

13 -2Lap 34.55BEACH愛知622 大野 茂樹 山田 裕之 小林 徹30 2:10:56.02

13 -2Lap 34.51Colpi di vento　河タニタニ643 宮谷 英穂 篭谷 正也 河原林 一功31 2:11:05.10

13 -2Lap 34.24チームしまなみ624 阿部 高嗣 阿部 朱里 阿部 源32 2:12:07.60

13 -2Lap 34.23チームヤマシゲ２582 越川 泰宇 田中 靖昭 伊藤 聖33 2:12:09.60

12 -3Lap 34.63松ノ浜自転車倶楽部722 津守 一寛 松本 孝義 庄司 紀行34 2:00:34.43

12 -3Lap 34.58エキップリオン712 上田 晃史 箕形 優太 児島 博徳35 2:00:44.78

12 -3Lap 34.30チームカミハギ×ペンギンズ625 福田 利之 末長 大雅 廣田 光彦36 2:01:44.70

12 -3Lap 34.24サンエイＳＴＲ　ぽた537 髙橋 信秀 金札 拓郎 鈴木 美絵子37 2:01:58.31

12 -3Lap 34.13バルバクラブトヤマ③688 稲垣 翔平 池田 真規 山田 笑之38 2:02:21.45

12 -3Lap 34.00チームアクオード　YASU609 安川 秀範 林 勝浩 高瀬 漸39 2:02:48.88

12 -3Lap 33.98Olla de oro (Aチーム)549 赤枝 明洋 高橋 拓生 清水 敏夫40 2:02:54.22

12 -3Lap 33.97白馬の会574 舟越 浩 西原 節雄 神崎 祥司41 2:02:55.29

12 -3Lap 33.96NITeamV2530 中根 浩貴 中嶋 伸吾 二宮 博樹42 2:02:58.54

12 -3Lap 33.94bフクイ　若いモンには負けん。633 寺本 史生 瀬戸 紀夫 森 了43 2:03:03.37

12 -3Lap 33.80Panasonic　回路開発554 原田 正太郎 水谷 隆太 横山 真作44 2:03:32.16

12 -3Lap 33.78Panasonic CS550 福田 基雄 山本 学 角木 信仁45 2:03:38.28

12 -3Lap 33.75ＴＯＭＯＳ　Ｒ．Ｆ560 今井 亮一 奥村 貴俊 福井 健太郎46 2:03:43.67

12 -3Lap 33.71チームキャンチョメ565 金子 仁二 加藤 剛 高田 英司47 2:03:52.58

12 -3Lap 33.71TZ-AYACY522 AYACY 隊長 平野 孝幸 今西 孝彰48 2:03:53.77

12 -3Lap 33.65HRC517 杉原 孝博 山本 茂之 藤田 洋司49 2:04:05.26
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12 -3Lap 33.58バルバクラブ　エチゼン589 山口 倫央 中野 雄大 知見 和広50 2:04:22.29

12 -3Lap 33.52SCUDERIA  G-FOX719 西野 雅幸 吉岡 良介 千葉 一茂51 2:04:34.75

12 -3Lap 33.52東海高校a623 大倉 玲汰 木下 翔太 弦本 賢斗52 2:04:34.84

12 -3Lap 33.51MっKR658 小畑 友貴哉 神谷 友輔 小畑 海都53 2:04:36.95

12 -3Lap 33.46頑張る638 水谷 友哉 城 泰教 岩花 理54 2:04:49.17

12 -3Lap 33.45bフクイ　幼馴染65年663 坂井 利章 水間 義光 早川 勝治55 2:04:51.46

12 -3Lap 33.31チームヤマシゲ５585 高橋 宏和 櫻井 正夫 田中 昭彦56 2:05:22.95

12 -3Lap 33.30NOSAN　RACING526 平田 要 石井 利明 千田 康貴57 2:05:23.33

12 -3Lap 33.28超カルジャスティス516 知久 一朗 林 耕一 嶋口 和人58 2:05:28.26

12 -3Lap 33.19bフクイ　チームコスミック2017661 北川 昭治 室井 勉 南東 勝美59 2:05:49.03

12 -3Lap 33.12moca&nakota; B536 正田 勝之 峯 康典 本多 佐久勝60 2:06:05.09

12 -3Lap 33.10ミズノB646 宮田 美文 笹森 哲弥 浦田 一生61 2:06:09.21

12 -3Lap 33.09bフクイ　みつご、ふたご、そし639 為永 大輔 藤澤 岬平 加藤 渉62 2:06:12.46

12 -3Lap 32.97ＫＣＮ505 木前 幸三 智和 亨 中河 義和63 2:06:39.08

12 -3Lap 32.89バルバクラブ　ハクサンB698 前田 将弥 川畑 勇気 宮岸 恭平64 2:06:59.22

12 -3Lap 32.88三井住友銀行自転車部B558 松宮 迅 重森 政宏 森田 彬65 2:07:00.24

12 -3Lap 32.86万馬券道場502 澤井 祭子 澤井 孝之 上坂 泰司66 2:07:05.58

12 -3Lap 32.84チームヤマシゲ６586 山田 永護 吉田 善雄 川村 卓67 2:07:08.95

12 -3Lap 32.82チームカミハギＫＩＴ664 神戸 篤志 伊井 孝明 多羅尾 光68 2:07:13.59

12 -3Lap 32.78チームレガリア724 村西 史規 宮本 大二郎 千早 群像69 2:07:23.42

12 -3Lap 32.76DRONE608 小林 秀一 船戸 秀彦 船戸 優子70 2:07:27.91

12 -3Lap 32.75シャープ自転車部 NYN634 中川 富弘 中島 伸二 吉岡 史善71 2:07:31.37

12 -3Lap 32.74バルバクラブカナザワ W694 若林 真衣 中川 万里 北野 洋平72 2:07:32.70

12 -3Lap 32.71bフクイ　優しい代表680 南出 芳行 坪川 格崇 内山 晴二73 2:07:38.88

12 -3Lap 32.61西尾張シニア510 服部 和俊 由谷 貴浩 吉田 伸一74 2:08:03.41

12 -3Lap 32.52グレートアンカーマン534 猪野 一郎 高見 和弘 滝花 智志75 2:08:24.79

12 -3Lap 32.47Panasonic　経理553 高井 真也 下西 良一 東本 晃典76 2:08:36.32

12 -3Lap 32.44ゲテモノフレンズ700 沖 尭典 竹内 雄輝 西村 ゆうや77 2:08:44.70

12 -3Lap 32.38OCC　G.Fathers569 大塚 守 棚橋 誠 石原 高広78 2:08:57.23

12 -3Lap 32.32Teamコサッチ613 吉川 雅之 橋本 清一 藤堂 哲矢79 2:09:13.35

12 -3Lap 32.31ARAYA727 金井 秀人 金井 啓人 清水 昭徳80 2:09:15.77

12 -3Lap 32.29まんたろー593 小林 泰史 山田 万二 山田 穂高81 2:09:18.54

12 -3Lap 32.28チームヤマシゲ１580 山田 宝 水野 貴正 野口 祥夫82 2:09:21.91

12 -3Lap 32.26team-554507 彦坂 渉 福西 淳司 大西 基夫83 2:09:25.81

12 -3Lap 32.18サンエイＳＴＲ　まったり535 長坂 祥 稲垣 智祐 坂本 信聡84 2:09:46.01

12 -3Lap 32.18シェパード かめさんチーム621 三谷 彰宏 中村 大佐 河野 悠85 2:09:46.62

12 -3Lap 32.18C.C.YOU583 戸塚 幸生 戸塚 幸 戸塚 優月86 2:09:46.98

12 -3Lap 32.15NDLれ～しんぐ506 坂巻 忠洋 大野 英知 佐々木 行文87 2:09:53.62

12 -3Lap 32.06ポップコーンRC617 森村 城児 松本 亜紀子 岡田 俊明88 2:10:16.16

12 -3Lap 32.04チャリUP678 水谷 秀和 鈴木 友 雪丸 ハファエ89 2:10:20.00

12 -3Lap 32.0055+G528 園部 亨 村瀬 晃 筒井 英樹90 2:10:29.52

12 -3Lap 31.76ミズノD649 老川 哲広 今泉 瑞希 柏戸 萌子91 2:11:28.01

12 -3Lap 31.44エイトセントラルドラゴン556 中里 直敬 八木 達也 田中 竜二郎92 2:12:49.29

12 -3Lap 31.34C.C.YOU☆REDEYES616 岡本 尚希 石川 良 石川 敦子93 2:13:15.67

12 -3Lap 31.32こんむむあらいど718 武田 宗一郎 武藤 裕嵩 近藤 正樹94 2:13:21.25

12 -3Lap 31.19サイレントダンシング689 早川 諒 亀山 光二 山田 佑太95 2:13:52.55

11 -4Lap 31.90Team 河川敷　愛大自転車部552 櫻井 雄飛 河合 昂樹 高木 大輔96 1:59:59.93

11 -4Lap 31.90デロイトサイクリングチームB579 馬渕 直樹 落合 孝浩 大久保 匠悟97 1:59:59.94

11 -4Lap 31.76チームUCC714 内田 良麻 梅山 広孝 向山 英雄98 2:00:30.77
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11 -4Lap 31.74FBジャッカル726 松村 弘基 高須 健太 横野 太祐99 2:00:35.74

11 -4Lap 31.72KOBE F.D. A team713 大垣 浩三 清水 康弘 山本 千昭100 2:00:39.82

11 -4Lap 31.69チーム　ミウラ571 広瀬 雅旨 原田 俊秀 佐竹 勇哉101 2:00:47.70

11 -4Lap 31.68ＮＰＨレーシング540 田中 和雅 飯島 勉 湊 淳二102 2:00:50.52

11 -4Lap 31.67チームキモオタブルー671 喜多 隆昂 田中 洋司 平野 健一郎103 2:00:51.41

11 -4Lap 31.64チームOCA600 大迫 洋和 大西 正明 大日向 竜二104 2:00:59.99

11 -4Lap 31.63チームアクオード　YUSA603 遊佐 浩宜 仲田 浩二 吉田 卓史105 2:01:01.88

11 -4Lap 31.62チームSOLIZE若手660 山本 直毅 高山 聖矛 八木 風馬106 2:01:03.51

11 -4Lap 31.56Panasonic　宣伝551 細川 洋平 須子 雄介 安見 聡107 2:01:17.19

11 -4Lap 31.56bフクイ　チームF10677 小倉 寛史 木村 健三 矢﨑 壱与108 2:01:17.35

11 -4Lap 31.44Colpi di vento　若天平645 天満 栄太 若生 卓也 平島 昇汰109 2:01:45.31

11 -4Lap 31.41チーム スモモチャン631 小栗 伸二 長野 剛拓 笹森 宣成110 2:01:51.72

11 -4Lap 31.41Joker's687 福田 良 池澤 裕樹 岩渕 淳111 2:01:53.26

11 -4Lap 31.27双狐稲荷神社619 代田 智一 山本 雄大 田中 克昌112 2:02:24.11

11 -4Lap 31.25club Speranza575 錦織 大祐 月原 博幸 龍池 哲也113 2:02:30.74

11 -4Lap 31.24チームカミハギＫＹＭ662 河合 昭彦 山口 貴誉 森 健一郎114 2:02:32.71

11 -4Lap 31.23バルバクラブカナザワ　TREK696 西田 克史 中島 清 新保 幸二115 2:02:33.83

11 -4Lap 31.19チームHAMAMOTO518 濱本 静夫 濱本 綸太朗 濱本 佑育116 2:02:44.22

11 -4Lap 31.12斑鳩戦隊☆ウエヤマン674 籠谷 和照 木村 弘次 北村 陽介117 2:03:01.50

11 -4Lap 31.09ミズノC648 南波 友規 宮地 久美子 吉川 直樹118 2:03:08.21

11 -4Lap 31.00Revolver　Mr.トロゴボウ686 寺前 寛之 岩城 健雄 藤井 剛史119 2:03:29.82

11 -4Lap 30.92チームG.S.709 星野 弘樹 河村 修平 鈴木 和人120 2:03:47.98

11 -4Lap 30.92ザ・ドリン禁ず01587 金藤 聡 永瀬 公男 永瀬 大輔121 2:03:48.14

11 -4Lap 30.88Love me tender!?513 八木 圭一朗 新出 洋 嶋田 充啓122 2:03:58.49

11 -4Lap 30.87GMC CYCLING-5682 橋本 清 溝口 翔子 佐藤 友紀123 2:04:00.15

11 -4Lap 30.87チームヤマシゲ４581 水野 敏一 静谷 公義 今枝 良仁124 2:04:00.71

11 -4Lap 30.83M-2・C578 松田 英樹 高島 康司 松田 美紀子125 2:04:10.75

11 -4Lap 30.78bフクイ　５５ ６６ ６５637 塩谷 圭司 彦坂 雅雄 高橋 滋和126 2:04:22.36

11 -4Lap 30.74ダイワエクセルサイクリングチ557 佐藤 季之 渥美 元康 川村 洋平127 2:04:31.39

11 -4Lap 30.70ザッキJAPAN!!547 加藤 功一 泉 功 林 修平128 2:04:40.58

11 -4Lap 30.68なべちゃんと愉快な仲間たち685 渡辺 勝博 鬼塚 篤史 真川 浩一129 2:04:45.75

11 -4Lap 30.60Team Maru Vero_E508 淺羽 和弘 丹羽 豊 佐藤 勝利130 2:05:05.47

11 -4Lap 30.38USKK男子自転車部  TEAM S652 生川 義理 近藤 量彦 中村 貴広131 2:06:00.90

11 -4Lap 30.29パンツァーフォー706 藤盛 喜輝 島崎 幸雄 中山 綾132 2:06:21.50

11 -4Lap 30.21ミズノA647 田代 茂 田口 泰則 柏原 悠佑133 2:06:42.23

11 -4Lap 30.17シマノ無料案内所566 蒲田 真幸 中村 将哉 中出 穂高134 2:06:53.83

11 -4Lap 30.13TEAM CATTURA641 奥川 寛 亀位 耕平 嶋路 大輝135 2:07:03.09

11 -4Lap 30.13ドーナンPRO701 亀岡 浩二 永本 利次 谷 博彰136 2:07:03.83

11 -4Lap 30.07チームアクオード　KIM604 木村 朋宏 中村 拓真 宮﨑 英司137 2:07:19.03

11 -4Lap 30.07チームカミハギＹ．Ｉ．Ｍ627 山田 晋也 光田 祐也 伊藤 大輔138 2:07:19.37

11 -4Lap 30.06バナナ大学工学部673 則長 美穂 宇野 彰伸 大沼 孝志139 2:07:20.71

11 -4Lap 30.05N社自転車競技部（仮）595 熊澤 克幸 竹田 浩二 直塚 真太郎140 2:07:22.61

11 -4Lap 30.04主食はパンです。723 西林 孝紘 溝口 倫子 溝口 誠二141 2:07:25.05

11 -4Lap 29.93チームOCA597 長谷川 雅也 大仲 健司 川原 幸夫142 2:07:54.53

11 -4Lap 29.84NUCC515 野々部 和夫 小崎 章大 宇佐美 憲三143 2:08:17.38

11 -4Lap 29.78チーム山本塾630 山本 貴幸 森 大輔 安井 俊次144 2:08:32.80

11 -4Lap 29.67チームアクオード　小平兵611 苧川 昌史 平田 佳之 兵庫 宏昭145 2:09:01.99

11 -4Lap 29.64BAD725 平川 正也 寺崎 裕亮 寺崎 未紗146 2:09:08.05

11 -4Lap 29.62茨木弾丸小僧Ｂ655 竹本 哲也 豊留 匠太 近藤 勝久147 2:09:14.04
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11 -4Lap 29.61バルバワークスカナザワストア 690 清水 祐亮 上利 龍史 小川 正清148 2:09:16.94

11 -4Lap 29.41ガンガーラレーシング529 水谷 健司 勝村 史彦 西岡 章孝149 2:10:10.15

11 -4Lap 29.39bフクイ　聖飢魔II708 三好 雅宏 佐野 隆 黒川 明宏150 2:10:14.76

11 -4Lap 29.30KOBE F.D. B team715 福井 宣彦 吉田 俊樹 藤川 航貴151 2:10:39.21

11 -4Lap 29.29バナナ大学文学部675 伊藤 高志 泉谷 耕亮 富山 優斗152 2:10:41.47

11 -4Lap 29.28Team　Fuchs　SILKOLENE519 岸野 真明 曽根 潔 岩田 純一153 2:10:43.47

11 -4Lap 29.25東海高校b629 楠田 悠人 伊藤 尚樹 所 奎一郎154 2:10:52.44

11 -4Lap 29.18Fe-works 512 古田 浩一 古田 早也佳 松下 和敬155 2:11:11.21

11 -4Lap 29.17TKM707 米田 学 米田 剛 綿引 健一156 2:11:15.08

11 -4Lap 28.93OCC　SS-Ｆｒｉｅｎｄｓ562 星加 恭平 樋口 友博 砂川 裕一157 2:12:17.85

11 -4Lap 28.83AITCC Team3676 笠原 拓真 加藤 幹人 澤田 翼158 2:12:47.05

11 -4Lap 28.82R & M レーシング651 小渡 正清 小竹 万歳 松井 清則159 2:12:48.37

11 -4Lap 28.67メイモクＲＣ１667 松井 雄紀 大澤 重成 高木 洸太160 2:13:31.89

11 -4Lap 28.63ぴなたん539 向田 貴広 早川 慎一 井上 大輔161 2:13:43.54

10 -5Lap 30.02バルバクラブカナザワ チーム692 西田 周平 高辻 修造 連 秀馬162 1:55:56.50

10 -5Lap 28.95元パドックの愉快な仲間達576 浅利 いぶき 長原 雅也 大西 誠163 2:00:11.87

10 -5Lap 28.89府立高専OBサイクリング704 平野 耕作 藤井 俊成 松谷 一範164 2:00:27.82

10 -5Lap 28.83Augurio laurier720 猪本 尚美 足立 紋 山下 真輝165 2:00:41.52

10 -5Lap 28.80bフクイ　白崎一家523 白崎 了 中家 義弘 今川 史基166 2:00:48.94

10 -5Lap 28.80Two-hundred-2521 小川 将人 菅原 貴美 橋本 直也167 2:00:50.63

10 -5Lap 28.80バルバクラブカナザワ F697 中嶋 努 山城 哲也 野村 章洋168 2:00:51.07

10 -5Lap 28.79ハギワラサイクリングクラブ501 河辺 雅司 牧野 修之 佐々木 友哉169 2:00:53.06

10 -5Lap 28.57イルマーレ568 中山 整 中山 貴世子 小田桐 聡170 2:01:47.31

10 -5Lap 28.49チーム新日鐵住金721 川口 嘉右衛門 北村 卓也 露口 秀樹171 2:02:09.88

10 -5Lap 28.44ＣＨＡＰＴＥＲ０８　②520 長瀬 あさ美 田部 泰樹 田部 絵美172 2:02:20.70

10 -5Lap 28.41BTMU　チームD605 藤井 啓志 河原 慎弥 中井 啓太173 2:02:28.49

10 -5Lap 28.40チームアクオード　上吉田607 上場 昭一 吉川 一哉 田中 啓一174 2:02:32.74

10 -5Lap 28.35チームアクオード　小佐遊610 小松原 明栄 佐藤 未歩 遊佐 晃佳175 2:02:44.11

10 -5Lap 28.32USKK男子自転車部 TEAM A654 小沼 英次郎 西川 優 田川 晃大176 2:02:53.58

10 -5Lap 28.29ちーむひらおか684 平岡 友基 安藤 翔太郎 上田 史織177 2:03:00.38

10 -5Lap 28.24teamHAYABUSA532 奥本 隆広 奥本 颯輝 奥本 眞裕178 2:03:13.25

10 -5Lap 28.00bフクイ　専務665 村中 勇紀 藤田 卓也 稗田 翔太179 2:04:16.10

10 -5Lap 27.99Two hundred-1525 牧田 広隆 水口 秀一 千葉 健吉180 2:04:19.62

10 -5Lap 27.95バルバクラブカナザワ L693 村上 弥生 野澤 琴美 野崎 美里181 2:04:29.56

10 -5Lap 27.92ザッキJAPAN!!(3)548 清王 尊史 川田 智仁 竹内 稔幸182 2:04:37.72

10 -5Lap 27.81TEAM傾奇者533 佐々木 茂夫 佐々木 秀次 佐々木 順平183 2:05:09.03

10 -5Lap 27.79バルバクラブタカオカ716 濱崎 結衣 小林 愛華 中川 みどり184 2:05:13.22

10 -5Lap 27.77TEAMチャンりえ573 石牧 雅夫 伏屋 尚紀 横井 利幸185 2:05:19.79

10 -5Lap 27.75バルバクラブタカオカ　B702 高場 章子 稲田 紘之 山上 裕也186 2:05:23.90

10 -5Lap 27.67ＮＰＨレーシング541 湊 頼磨 赤井 和信 橘 昭正187 2:05:45.14

10 -5Lap 27.60ＳＭＢＣ堺564 杉本 貴弘 小野田 耕一郎 山門 均188 2:06:04.35

10 -5Lap 27.58新日鐵住金ステンレス710 田村 大輔 堀江 秀明 和田 裕之189 2:06:09.57

10 -5Lap 27.45チームSOLIZEベテラン657 山本 慎也 塚越 章弘 佐野 俊哉190 2:06:47.78

10 -5Lap 27.38チームVAX514 鳥巣 泰弘 板津 英司 母袋 雅顕191 2:07:05.06

10 -5Lap 27.38VIX-2561 溝 登 平田 時子 村口 雅英192 2:07:06.44

10 -5Lap 27.23望月ＲＳ３670 早川 義孝 高柳 政道 高尾 契太193 2:07:47.22

10 -5Lap 27.19ハギワラデンキサイクリングク511 廣田 知久 鹿島 千寿 余語 秀俊194 2:07:58.37

10 -5Lap 27.18バルバクラブカナザワ C672 谷 茂樹 越柴 康雄 小西 美希195 2:08:02.79

10 -5Lap 27.08チーム先輩後輩681 飯塚 高史 秋山 敦之 水間 大介196 2:08:29.27
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10 -5Lap 27.04OCC  A-family563 安達 功 安達 都 安達 志保197 2:08:42.22

10 -5Lap 26.85team  SUM656 白井 俊和 植松 栄二 前川 好之198 2:09:37.47

10 -5Lap 26.83チームA591 奥村 悠 藤田 翔平 上坂 英正199 2:09:43.39

10 -5Lap 26.63メイモクＲＣ２666 尾上 明子 梶田 嘉明 後藤 友和200 2:10:39.89

10 -5Lap 26.48phalanxomega711 岡田 翔太 脇田 健司 高以良 雄二201 2:11:25.60

10 -5Lap 26.34TEAM CATTURA635 野崎 歩 柿木 彩 奥野 雅樹202 2:12:07.11

10 -5Lap 26.23茨木の弾丸小僧Ａ653 土屋 優 豊留 永久 八牟禮 健203 2:12:41.58

10 -5Lap 26.04SーWALKS640 佐藤 大樹 佐藤 裕子 佐藤 光204 2:13:39.64

10 -5Lap 25.79シズテック544 堀部 哲夫 平下 裕三 堀部 喜学205 2:14:57.34

9 -6Lap 27.24TUKASA598 松本 要 島田 明彦 富山 佐知雄206 1:54:58.26

9 -6Lap 26.10サイクルスポーツ5001OPN 2:00:00.98

9 -6Lap 25.89WINGZERO　C695 寄高 正敏 川島 隆典 米田 庸元207 2:00:57.12

9 -6Lap 25.88シズテック542 堀部 資宏 堀部 貴佳 市原 大樹208 2:01:00.19

9 -6Lap 25.85B・R・F543 青山 具寿 岩瀬 弘明 平林 伸一209 2:01:10.95

9 -6Lap 25.83チームオリーブＦＲＴ590 丸岡 照美 岡 誠 山口 賢210 2:01:14.30

9 -6Lap 25.82チーム　ネッキーズ572 廣崎 聡美 廣崎 守 根木 靖之211 2:01:18.90

9 -6Lap 25.72尾二中527 岩崎 紀子 吉田 逹史 小林 英史212 2:01:46.02

9 -6Lap 25.68GMC CYCLING-6683 鶴賀 龍樹 市川 由布子 島田 康彬213 2:01:58.73

9 -6Lap 25.67キャラメルマン３３と３４と３５703 服部 広樹 服部 真子 片岡 拓214 2:02:01.35

9 -6Lap 24.95OCC　森島　直人570 森本 泰雄 寺島 正洋 和知 直人215 2:05:30.91

9 -6Lap 24.89チームB592 立松 宏紀 高井 健太 青木 哲也216 2:05:48.59

9 -6Lap 24.89チームアクオード　MIYA612 宮本 昌樹 副島 美由紀 安江 裕衣217 2:05:51.20

9 -6Lap 24.85OCC　ずっとシャカリキ567 舘 哲也 井上 久雄 名知 貴明218 2:06:02.17

9 -6Lap 24.38NOSANレーシング2596 寺西 章雄 廣畑 哲男 吉岡 大輔219 2:08:28.77

9 -6Lap 24.08SUZUKI.Ｊ.Ｈ717 原口 誠一 松下 悦己 池上 貴伸220 2:10:05.17

8 -7Lap 22.91Team　DTK599 辻 明大 宮田 匠 渡邉 直弥221 2:01:30.82

8 -7Lap 22.51STOOH!RACING531 大野 剛 佐脇 一郎 林田 奈美222 2:03:41.05

7 -8Lap 19.45チームヒウラ606 日裏 雄貴 鷲家 猛彦 荒尾 和輝223 2:05:14.33

4 -11Lap 14.21CHARMING CYCLE TEAM1503 古川 太一 古川 詩織 影山 貴紀224 1:37:56.48
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