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15  41.26アルティメット多武峰68 上西 大輔 大島 博1 2:06:31.59

15 00:00.05 41.26bフクイ 見た目は大人 やる事子257 宮崎 翔央 柳 神二郎2 2:06:31.65

15 00:01.57 41.25zekeCYCLINGTEAM13 渡部 晃久 大久保 裕樹3 2:06:33.16

14 -1Lap 40.44NCFD-127 坂上 嘉則 濵池 勇樹4 2:00:28.08

14 -1Lap 40.05バルバクラブエチゼン32 高橋 拓也 西山 晃平5 2:01:39.56

14 -1Lap 40.00MAZAK サイクリングクラブ　185 酒井 康博 上沼 一也6 2:01:48.79

14 -1Lap 39.24OCA262 菊谷 浩司 富田 将茂7 2:04:10.21

14 -1Lap 38.87チリンチリンCLUB γ18 南 裕之 溝畑 泰伸8 2:05:19.80

14 -1Lap 38.58チームカミハギ２０’ｓ266 山本 敬 大原 夏輝9 2:06:16.59

14 -1Lap 38.23違駄天アニマルボッキーズ233 北村 和義 吉田 剛10 2:07:25.65

14 -1Lap 37.88zeke×幻海領域RACING6 浦田 昂希 原田 昇11 2:08:37.50

13 -2Laps 37.56新婚さんとKIRINさん244 丸井 直人 北川 健太12 2:00:27.64

13 -2Laps 37.50Love me tender17 八木 圭一朗 嶋田 充啓13 2:00:38.97

13 -2Laps 37.43中部チームチェブロC115 林 繁美 小島 克仁14 2:00:52.44

13 -2Laps 37.20SIMIZU RACING B220 髙木 俊治 竹下 豊15 2:01:36.85

13 -2Laps 37.13グリーンサイクル305 京藤 伸弘 森野 英範16 2:01:50.51

13 -2Laps 36.78bタカオカイケメン245 三木 裕一 橘 辰雄17 2:02:59.45

13 -2Laps 36.67CLOVER A294 柴谷 智則 後藤 豊18 2:03:21.68

13 -2Laps 36.64SAKAI★RACING205 中村 充 花谷 篤史19 2:03:28.92

13 -2Laps 36.48ダブルインナー☆イニシャルS87 坂井 浩司 鈴木 椋20 2:04:00.52

13 -2Laps 36.44BeiCyclingClub94 上地 輝幸 柴原 和志21 2:04:09.59

13 -2Laps 36.29チーム　Ale!!91 服部 健一 上田 泰正22 2:04:40.24

13 -2Laps 36.28チームSK78 渡辺 修一 小林 敏之23 2:04:41.92

13 -2Laps 36.13ﾊﾞﾙﾊﾞｶﾅｻﾞﾜ 山あり谷なし286 山崎 拓哉 山村 勝彦24 2:05:11.99

13 -2Laps 36.10TEAM AXIS　OCEAN BLUE　169 岩城 勝弘 島田 直樹25 2:05:20.01

13 -2Laps 35.93カミハギサイクル　山崎会10 山崎 大樹 渡辺 真一26 2:05:54.08

13 -2Laps 35.88SOCIUS223 濱崎 蓮 山田 晃大27 2:06:04.17

13 -2Laps 35.34強力馬力自転車屋83 森下 恭行 﨑濱 卓司28 2:08:01.79

13 -2Laps 35.24コマツ　チームB226 内田 陽介 栗田 涼平29 2:08:21.99

13 -2Laps 35.11GOODVIBESCYCLE7 有木 聡 二ノ宮 慶太30 2:08:50.58

13 -2Laps 35.06チームヤマシゲ２160 渡邉 俊之 植村 健太31 2:09:02.29

13 -2Laps 35.06ヤマシゲ亀さん54 田中 靖昭 堀田 勉32 2:09:02.69

13 -2Laps 35.04サイクルスポーツ･エクスプレス339 中島 丈博 江里口 恭平OPN 2:09:05.51

13 -2Laps 34.40Teamスクアドラ おまけ202 孫崎 敏之 宇恵 千純33 2:11:31.74

12 -3Laps 34.80バイシクルわたなべ浜松316 福田 清人 大橋 賢也34 2:00:00.11

12 -3Laps 34.72TEAM　ウイール　ウサギ283 大田 和司 大田 孝一35 2:00:16.74

12 -3Laps 34.71釈迦力298 門野 正幸 吉田 和晃36 2:00:17.95

12 -3Laps 34.67チームむらむら250 吉村 典洋 野村 勇治37 2:00:26.11

12 -3Laps 34.66チームM-2・A20 竹島 昭一 田中 孝欣38 2:00:29.17

12 -3Laps 34.51WILSON CYCLE GF71 山崎 卓也 山崎 慶通39 2:00:59.45

12 -3Laps 34.43Team アウグーリオ　S.V.E.277 住田 敏彦 小堀 誠一郎40 2:01:17.65

12 -3Laps 34.42チームアキタ2151 竹之内 謙次 三谷 健治41 2:01:18.46

12 -3Laps 34.38R.W.C.C-team-A132 吉永 美智秀 栗栖 悠輔42 2:01:28.66

12 -3Laps 34.29KYB　Racing　mix133 井口 克彦 青木 優太43 2:01:47.47

12 -3Laps 34.27Andy+640330 安藤 博夫 大地本 治樹44 2:01:51.41

12 -3Laps 34.24違駄天　空回りず232 加藤 壽嗣 殿水 利之45 2:01:56.73

12 -3Laps 34.17bフクイ マブ256 高橋 昌裕 上野 拓也46 2:02:12.31

12 -3Laps 34.13Team DTK162 宇佐美 俊之 神谷 貴47 2:02:22.32

12 -3Laps 34.09Ａ.Ｔ.Ｃ.Ｔ333 広田 真一 空 正平48 2:02:30.97
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12 -3Laps 34.08team NARO93 加藤 勝裕 大橋 利光49 2:02:33.05

12 -3Laps 34.07OPENPRO RACING80 加藤 丈博 吉田 栄次50 2:02:34.60

12 -3Laps 34.00サイクルスポーツ･ローカル340 吉本 司 大宅 宏幸OPN 2:02:48.70

12 -3Laps 33.97チーム元A9A090 田中 宏一 小川 真広51 2:02:55.64

12 -3Laps 33.96Motor Eins328 岡田 俊輝 太田 喜彰52 2:02:58.98

12 -3Laps 33.95Mizuho Osaka C117 猪狩 芳文 瀬田 和則53 2:03:01.19

12 -3Laps 33.91ショコラの会62 山本 聡 山本 紘子54 2:03:08.12

12 -3Laps 33.69チームM-2・D34 前瀬 和顕 庄司 識人55 2:03:56.26

12 -3Laps 33.69トラクターRC182 大永 徳彦 大永 淑乃56 2:03:56.93

12 -3Laps 33.66GSユアサ自転車競技部（笑）308 遠藤 裕章 真鍋 友輔57 2:04:03.44

12 -3Laps 33.66ダブルインナー98 牧之内 賢太 柳瀬 陽平58 2:04:03.46

12 -3Laps 33.64ヤマシゲ亀さんチーム5 松尾 透 高橋 宏和59 2:04:08.18

12 -3Laps 33.64ﾊﾞﾙﾊﾞｶﾅｻﾞﾜ メトロポリス242 南野 愼也 浜谷 眞一60 2:04:08.98

12 -3Laps 33.61チリンチリンCLUB α46 瀬藤 暢 福竹 慶一61 2:04:15.36

12 -3Laps 33.54Motor Zwei329 江口 智史 中村 泰斗62 2:04:31.33

12 -3Laps 33.51OCA スタミナ263 堀場 翔太 大日向 竜二63 2:04:37.36

12 -3Laps 33.38チームヤマシゲ３167 野口 祥夫 澤田 伸也64 2:05:05.89

12 -3Laps 33.29La Tartaruga β198 青木 拓也 三浦 宏之65 2:05:26.52

12 -3Laps 33.29C.C.YOU “taepodong’s”213 岡本 尚希 和久田 英次66 2:05:27.00

12 -3Laps 33.28チームM-2・B12 小泉 敏一 坂井 佑介67 2:05:28.68

12 -3Laps 33.21Enjoy!STD231 沖田 興紀 藤後 祐介68 2:05:43.95

12 -3Laps 33.16塗完銀輪部隊224 水谷 秀和 鈴木 友69 2:05:55.93

12 -3Laps 33.14CLOVER B292 坂本 幸雄 仲 秀樹70 2:06:00.98

12 -3Laps 33.07KYB Racing 北149 坂下 卓 郷 和広71 2:06:16.50

12 -3Laps 33.06TEAM　ウイール　チーター285 廣井 浩一 一ノ倉 務72 2:06:19.48

12 -3Laps 33.02JUSTICE95 糸原 正明 矢吹 浩亮73 2:06:28.36

12 -3Laps 32.95チームアクオード Ｌ156 大和 恒星 永井 笙太74 2:06:43.23

12 -3Laps 32.94チームヤマシゲ１165 岡本 健太郎 金森 大輔75 2:06:47.45

12 -3Laps 32.83ブレイカーズ131 村木 亮介 大堀 哲也76 2:07:11.12

12 -3Laps 32.79TEAM NARO230 成岡 一明 成岡 一恵77 2:07:21.39

12 -3Laps 32.77Fallen Riders225 伊藤 宏之 藤井 優一78 2:07:26.28

12 -3Laps 32.72ベーコンオムレツチーズバーガー251 浜田 知伸 舟橋 伸宏79 2:07:37.16

12 -3Laps 32.72チームアクオード Ｃ154 遊佐 浩宣 櫻井 俊也80 2:07:37.37

12 -3Laps 32.67Team　BonBon52 山路 千裕 前田 茂樹81 2:07:48.26

12 -3Laps 32.66OCC レジデン's　2019189 織田 智陽 長倉 智史82 2:07:51.33

12 -3Laps 32.65Mizuho Osaka D120 二矢田 寛幸 金子 創造83 2:07:55.06

12 -3Laps 32.62RACING LITES +α155 杉山 夏樹 加藤 慶彦84 2:08:00.50

12 -3Laps 32.47Rock'n'roadies159 坂巻 忠洋 佐々木 行文85 2:08:36.52

12 -3Laps 32.46チームいまざと203 下枝 圭介 高橋 健太郎86 2:08:39.78

12 -3Laps 32.44イトウサイクリング107 神 裕幸 横山 弘之87 2:08:44.04

12 -3Laps 32.42ＴＥＡＭ-55411 彦坂 拓真 福西 淳司88 2:08:49.71

12 -3Laps 32.41JKCC-A207 丸谷 雄治 西 志信89 2:08:50.01

12 -3Laps 32.38HM2T Supersub48 中河 義和 智和 亨90 2:08:57.02

12 -3Laps 32.35チームカミハギ249 廣間 幹雄 中島 崇91 2:09:05.23

12 -3Laps 32.32TEAM47567 東 道裕 東 健喜92 2:09:13.60

12 -3Laps 32.31LEMMINGS2108 畠山 真一 安斉 秀朗93 2:09:16.01

12 -3Laps 32.28C.C.YOU201 戸塚 幸生 豊田 尚広94 2:09:21.62

12 -3Laps 32.24NAS一里山緩走会119 中村 伸 小島 正和95 2:09:32.50

12 -3Laps 32.21ローディ滋賀47 高井 武 今村 良二96 2:09:38.03
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12 -3Laps 32.20バルバクラブ　高松組61 高松 和宏 木下 泰一97 2:09:42.40

12 -3Laps 32.18釈迦力338 小林 航也 中川 郁朗98 2:09:45.94

12 -3Laps 32.17C.C.YOU S/S210 鈴木 孝典 新村 嘉延99 2:09:49.54

12 -3Laps 32.08ＳＭＢＣ堺　Ａチーム96 森田 彬 木村 陽介100 2:10:11.14

12 -3Laps 32.02たけくろ214 畔栁 高太郎 竹原 範次101 2:10:25.32

12 -3Laps 32.02チームW10194 中川 利久 篠山 智生102 2:10:26.10

12 -3Laps 31.99チームJinKen219 硲 賢也 木村 仁103 2:10:31.25

12 -3Laps 31.98MS&GCTA;-BU選抜179 下村 学 蔵谷 豊104 2:10:35.00

12 -3Laps 31.89バルバクラブエチゼン55 福岡 清 澤井 恵介105 2:10:56.45

12 -3Laps 31.72Rock'n'roadies163 長谷 秀之 大野 英知106 2:11:38.10

12 -3Laps 31.63はだおち217 肌附 克朗 落合 将文107 2:12:02.30

12 -3Laps 31.44ＴＥＡＭ-55424 彦坂 渉 大西 基夫108 2:12:50.65

12 -3Laps 31.41チ－ムM-2・C49 松田 健太 荒木 充雄109 2:12:56.32

12 -3Laps 31.37Team NILS28 藤吉 晃士朗 藤吉 東子110 2:13:08.14

12 -3Laps 30.62TEAM NARO200 鈴木 和視 栗田 匡和111 2:16:23.70

11 -4Laps 33.49チームカミハギＮＯ！269 西浦 洋 岡崎 徹112 1:54:19.02

11 -4Laps 31.87CLOVER D290 三浦 穂高 三浦 和美113 2:00:07.69

11 -4Laps 31.85そんなバナナ150 草野 裕之 草野 公宣114 2:00:11.50

11 -4Laps 31.79MCCペア66 新実 誠悟 杉山 亨115 2:00:24.91

11 -4Laps 31.74AZサイクリングチーム204 鎌田 勉 下農 健治116 2:00:36.27

11 -4Laps 31.70555 Racing Team50 福田 智優 中村 光一朗117 2:00:45.40

11 -4Laps 31.68Team CTI35 木下 伸一 岩田 光平118 2:00:49.79

11 -4Laps 31.61マッテテ沖縄246 森尾 晃吉 長谷川 晋也119 2:01:06.91

11 -4Laps 31.56Team DTK170 林 茂伸 廣瀬 靖真120 2:01:18.26

11 -4Laps 31.54SOCIUS228 伊藤 利将 山口 雄大121 2:01:23.04

11 -4Laps 31.52チームアクオード Ｄ157 安川 秀範 早川 祐二122 2:01:27.28

11 -4Laps 31.50Rock'n'roadies164 堂前 雅史 三嶋 智彦123 2:01:31.94

11 -4Laps 31.48バルバクラブエチゼン235 桑嶋 直宏 山田 慎也124 2:01:35.38

11 -4Laps 31.46Team アウグーリオ　Odd'S272 山本 英寿 近藤 規之125 2:01:40.64

11 -4Laps 31.46ＦＦBrothers281 川口 歩 川口 充俊126 2:01:41.06

11 -4Laps 31.43ジテ痛クラブ@KYH65 田中 義紀 宮崎 圭介127 2:01:47.49

11 -4Laps 31.39ショータイム320 櫻井 翔太 橋本 英敬128 2:01:56.35

11 -4Laps 31.35チームアクオード Ｅ158 谷 紀彦 辻 豪129 2:02:05.95

11 -4Laps 31.26TEAM　ウイール　カメ282 河合 光彦 村瀬 寛泰130 2:02:28.00

11 -4Laps 31.25YMD興業　風神177 町谷 顕 山田 朋史131 2:02:29.09

11 -4Laps 31.23C.C.YOU212 鈴木 啓介 太田 翔梧132 2:02:33.44

11 -4Laps 31.22チーム柴田電器31 柴田 勝人 柴田 隼人133 2:02:36.31

11 -4Laps 31.19Love Beers33 和田 哲夫 高田 耕一134 2:02:44.43

11 -4Laps 31.17IRT39 谷野 広卓 入江 一仁135 2:02:48.55

11 -4Laps 31.12Team DTK168 長岡 太郎 松井 訓央136 2:03:00.84

11 -4Laps 31.07雑魚303 元谷 剛 乾 元気137 2:03:11.81

11 -4Laps 31.01Rock'n'roadies174 遠峰 弘 吉田 弘紀138 2:03:26.79

11 -4Laps 31.00中小企業家　同友会141 大橋 慶之 太田 宗男139 2:03:29.52

11 -4Laps 30.91なにわJAPAN229 阿賀田 隆一 平岩 直哉140 2:03:50.18

11 -4Laps 30.84bタカオカちゅー作280 作田 和紀 中野 智博141 2:04:07.52

11 -4Laps 30.82チーム斜面ライダー106 田中 克征 河合 豊142 2:04:12.62

11 -4Laps 30.80中年Aチーム295 米田 剛 鎌谷 勝彦143 2:04:17.95

11 -4Laps 30.80BeiCyclingClub79 井戸 良祐 浪花 祐之144 2:04:18.06

11 -4Laps 30.79ジテ痛クラブ199 大下 真貴夫 岡山 克145 2:04:20.36
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11 -4Laps 30.72SIMIZU RACING196 浦 孝介 若山 一輝146 2:04:35.93

11 -4Laps 30.72ＣＨＡＰＴＥＲ０８　チャプター181 長瀬 毅彦 大井 慶太147 2:04:36.19

11 -4Laps 30.69エンドウ商会25 今野 真菜 遠藤 慧148 2:04:42.98

11 -4Laps 30.67Flying Potstickers300 伊山 カミーユ 南 篤149 2:04:49.40

11 -4Laps 30.59チームM-2・E1 鎌倉 信弘 中山 綱記150 2:05:09.04

11 -4Laps 30.57さやきち216 今井 士勇斗 伊藤 清夏151 2:05:14.16

11 -4Laps 30.55西尾張シニア81 由谷 貴浩 服部 和俊152 2:05:18.18

11 -4Laps 30.55コマツ　チームA227 白井 健太郎 伊庭 悠平153 2:05:19.18

11 -4Laps 30.53Motor Vier327 後藤 康文 河野 隆之154 2:05:23.26

11 -4Laps 30.48チームぽて＆ｃｏ　Rｅｖ１９44 大藪 浩昭 渡辺 晃基155 2:05:36.01

11 -4Laps 30.42中部チームチェブロB124 長瀬 悦也 高柳 樹156 2:05:50.32

11 -4Laps 30.42マッテテ沖縄243 岩鼻 敏明 宮崎 剛157 2:05:50.67

11 -4Laps 30.41バルバクラブエチゼン318 木名瀬 良紀 工藤 真人158 2:05:51.83

11 -4Laps 30.38CLOVER C291 山田 一男 中田 教之159 2:06:01.39

11 -4Laps 30.37チームGNシンコム240 中川 裕夫 末澤 暢英160 2:06:03.54

11 -4Laps 30.30ダブルインナー97 大橋 佳太 土井 宜通161 2:06:21.02

11 -4Laps 30.26まるけい307 郷 宗充 吉武 雅之162 2:06:31.25

11 -4Laps 30.25RVW２15 片山 長和 松田 清孝163 2:06:31.58

11 -4Laps 30.23Team DTK172 宮田 匠 菊本 正広164 2:06:36.87

11 -4Laps 30.22R01301 佐藤 裕康 森 寛理165 2:06:39.96

11 -4Laps 30.21Motor Sechs326 伊藤 慎一郎 加藤 貴行166 2:06:41.72

11 -4Laps 30.14Roadrunner440 236 松澤 隆 田邊 百合子167 2:06:59.74

11 -4Laps 30.14Nitto CC タクアンドトシ126 三浦 卓 白澤 俊政168 2:06:59.87

11 -4Laps 30.14ＯＺＡＫＩ208 尾崎 茂範 尾崎 茂169 2:07:00.57

11 -4Laps 30.13ビターエンダー105 広瀬 雅旨 原田 俊秀170 2:07:03.07

11 -4Laps 30.11シズテックＤ278 川村 孝広 斎藤 善幸171 2:07:07.10

11 -4Laps 30.11Motor Drei323 浅井 譲 長谷 健司172 2:07:08.48

11 -4Laps 30.10C.C.YOU R/A211 石川 良 石川 敦子173 2:07:10.17

11 -4Laps 30.04ラストライダーJAPAN161 米津 佑亮 中村 大祐174 2:07:26.36

11 -4Laps 29.93中部チームチェブロE121 古田 優香 山内 俊弘175 2:07:55.04

11 -4Laps 29.91ガセテグラJAPAN218 中野 裕也 石原 充紀176 2:07:58.78

11 -4Laps 29.88中部チームチェブロA118 尾関 亮 岩島 昌文177 2:08:05.90

11 -4Laps 29.83でぶちん59 谷口 まり 谷口 洋司178 2:08:18.83

11 -4Laps 29.83Team Bonds 322 長倉 和也 兵藤 晋太朗179 2:08:20.15

11 -4Laps 29.78Mizuho Osaka E111 土田 祐樹 山下 耕180 2:08:32.33

11 -4Laps 29.78イトウサイクリング109 藤村 雅弘 西尾 友希181 2:08:32.90

11 -4Laps 29.74ECO通STATION136 今居 英和 道田 博代182 2:08:41.91

11 -4Laps 29.74ぅあんぅあん237 小松 健次 福本 卓司183 2:08:42.27

11 -4Laps 29.64島田保育園142 浦上 智弘 寺田 博一184 2:09:09.18

11 -4Laps 29.55みっきん254 三木 貴史 三木 美枝185 2:09:31.36

11 -4Laps 29.52ﾊﾞﾙﾊﾞｶﾅｻﾞﾜ　会社の同僚309 杉本 栄一 臼村 幸家186 2:09:41.28

11 -4Laps 29.48bフクイ ガブリエルタイセイ264 秀里 泰生 斎藤 ガブリエ187 2:09:50.63

11 -4Laps 29.47チームE252 岡崎 哲大 福住 鋼一郎188 2:09:53.60

11 -4Laps 29.45bicycle step57 小原 弘 山本 和男189 2:09:58.96

11 -4Laps 29.34Motor Funf325 深山 慶 晶貴 孝之190 2:10:28.40

11 -4Laps 29.25TEAM＠LYNX110 友田 輝 友田 大揮191 2:10:52.90

11 -4Laps 29.24エネゲートチームC86 森田 慎吾 向井 幸彦192 2:10:54.07

11 -4Laps 29.22マジマブラザース103 馬島 浩嘉 馬島 典希193 2:10:59.68

11 -4Laps 29.21ふぁくとりーふれんず！197 川楠 良輔 里 圭太194 2:11:02.21
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との差周回

平均
時速チーム名 メンバー タイム
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11 -4Laps 29.00中小企業家　同友会２138 寺田 暁彦 小西 宏忠195 2:12:01.07

11 -4Laps 28.97チーム80186 松本 孝太 宮軒 翔196 2:12:08.12

11 -4Laps 28.96OCA フレッシュ261 南 和基 伊能 尚吾197 2:12:09.99

11 -4Laps 28.96NittoCC BK23 金田 充宏 朴 東燮198 2:12:10.10

11 -4Laps 28.96Team DTK175 森 幸司 牟田 康浩199 2:12:11.66

11 -4Laps 28.93ＳＫ自転車倶楽部84 黒田 通啓 小林 一公200 2:12:18.82

11 -4Laps 28.84HM2T 正規軍38 濱本 静夫 木前 幸三201 2:12:43.36

11 -4Laps 28.63ＳＭＢＣ堺　Ｂチーム82 小野田 耕一郎 島田 康弘202 2:13:41.36

11 -4Laps 28.63チーム安藤258 安藤 翔太郎 高橋 渉203 2:13:41.85

11 -4Laps 28.63☆ＦＫＭ☆レースはこれだけ☆113 川部 篤司 石崎 伸204 2:13:43.73

11 -4Laps 28.57LIXILレーシング178 村瀬 寛晃 村瀬 えり205 2:13:59.12

11 -4Laps 28.51なんでもいい296 兒島 立樹 北岡 卓也206 2:14:16.54

11 -4Laps 28.46OKUCHANCHI3 奥村 俊宏 奥村 悠生207 2:14:31.50

10 -5Laps 33.89汗293 加藤 ヒデ 中澤 リョウタ208 1:42:41.22

10 -5Laps 32.89こじお332 亀山 光二 早川 諒209 1:45:48.37

10 -5Laps 30.82サニーサイド チームおざ中130 秀 孝一 平野 吉照210 1:52:54.68

10 -5Laps 28.98未来工業γ45 信田 貴康 吉田 健太郎211 2:00:03.74

10 -5Laps 28.94日本車輌自転車部I73 小林 由征 熊谷 吉規212 2:00:14.39

10 -5Laps 28.94team悪あがき70 寺崎 未紗 平川 正久213 2:00:15.24

10 -5Laps 28.85エネゲートチームA85 宮原 良一 赤田 雅214 2:00:37.61

10 -5Laps 28.84チームヤマシゲ４176 山田 宝 八木 幹雄215 2:00:40.61

10 -5Laps 28.80シモカドレーシング313 小笠原 諒 寺本 宇洸216 2:00:50.36

10 -5Laps 28.79チームアクオード Ｍ152 吉岡 徳利 松本 篤217 2:00:53.17

10 -5Laps 28.75尾二中年自転車部125 吉田 達史 小林 英史218 2:01:03.01

10 -5Laps 28.75ヤマ アラシ74 堀田 俊則 堀田 彩葉219 2:01:03.43

10 -5Laps 28.70CATTURA148 漣 航平 亀位 耕平220 2:01:14.19

10 -5Laps 28.65未来工業β16 中村 敦 加藤 佳志221 2:01:26.72

10 -5Laps 28.64S-ride cycling team209 内藤 孝夫 宇野 正悟222 2:01:31.39

10 -5Laps 28.62尾二中年自転車部100 小川 勝司 岩崎 孝行223 2:01:36.42

10 -5Laps 28.55中年Bチーム297 米田 学 綿引 健一224 2:01:54.48

10 -5Laps 28.52ICC289 石原 世織 稲垣 晃司225 2:02:00.20

10 -5Laps 28.36TEAM＠LYNX114 神﨑 太郎 友田 和志226 2:02:41.21

10 -5Laps 28.36中部チームチェブロD123 苅谷 重晴 古田 治美227 2:02:41.21

10 -5Laps 28.26OCC Grasshopper's188 舘 哲也 和田 錬228 2:03:09.77

10 -5Laps 28.23RVW１51 廣岡 豊 足立 智輝229 2:03:16.18

10 -5Laps 28.21チームYIT同窓会319 桑水 憲太 天野 克哉230 2:03:22.23

10 -5Laps 28.19CATTURA139 上田 真弥 茂木 孝裕231 2:03:27.41

10 -5Laps 28.15Team DTK171 岡 由紀男 庄司 航基232 2:03:37.33

10 -5Laps 28.13中菱サイクリング部NH140 長谷川 顕 中池 遼233 2:03:43.98

10 -5Laps 28.06TEAM＠LYNX122 鳥山 智好 井谷 文哉234 2:04:00.79

10 -5Laps 27.93AVVENTURA288 浅田 怜 大島 健太郎235 2:04:36.72

10 -5Laps 27.91跳猫跋狐260 鈴木 凌 和田 愛美236 2:04:41.28

10 -5Laps 27.90スワコレーシング「あむ家」77 福田 和博 福田 杏夢237 2:04:42.78

10 -5Laps 27.78team悪あがき72 寺崎 裕亮 平川 国明238 2:05:14.85

10 -5Laps 27.76チ－ムM-2・F29 松田 英樹 松田 美紀子239 2:05:20.97

10 -5Laps 27.76チーム80184 廣橋 伸哉 田岡 秀規240 2:05:21.98

10 -5Laps 27.76KRS1270 近藤 末男 長屋 創太郎241 2:05:22.74

10 -5Laps 27.63アミノ兵庫335 佐藤 義之 伊東 純子242 2:05:58.27

10 -5Laps 27.63ジェミ8 濱口 智子 藤田 均243 2:05:58.36
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10 -5Laps 27.62T-CON69 村井 孝幸 本山 勲244 2:06:00.55

10 -5Laps 27.41チームまめた259 松本 拓巳 松本 貢治245 2:06:56.89

10 -5Laps 27.29中小企業家】同友会５144 片山 幸博 蔭山 大輔246 2:07:31.52

10 -5Laps 27.00team BONDS３号75 鬢櫛 渉 薮崎 友香理247 2:08:52.22

10 -5Laps 27.00バナナ大学工学部195 宇野 彰伸 則長 美穂248 2:08:53.60

10 -5Laps 26.91ﾊﾞﾙﾊﾞｶﾅｻﾞﾜ 浅野家337 浅野 毅 浅野 駿249 2:09:18.61

10 -5Laps 26.86OMR-YMN276 大村 紘平 山名 慎哉250 2:09:32.19

10 -5Laps 26.80シズテックＣ274 山口 弘貴 村山 公一251 2:09:50.22

10 -5Laps 26.80OneKame029 矢形 宗彦 宮明 稚晴252 2:09:51.33

10 -5Laps 26.77CATTURA135 堀内 望 馬橋 美由季253 2:10:00.27

10 -5Laps 26.75Nitto CC 亀中127 中根 昌義 亀井 照代254 2:10:04.84

10 -5Laps 26.68エネゲートチームB88 清田 昌彦 篠﨑 浩一255 2:10:27.42

10 -5Laps 26.66おやじクラブ22 山本 直良 谷 敏治256 2:10:32.36

10 -5Laps 26.51ターミネーターＲＴ63 谷本 敏彦 谷本 望257 2:11:15.86

10 -5Laps 26.50Team DTK173 林 正剛 藤井 優也258 2:11:19.98

10 -5Laps 26.37HM2T 2軍53 濱本 綸太朗 菱田 洋平259 2:11:57.92

10 -5Laps 26.36中小企業家　３137 岡田 研二 山田 竜一260 2:12:00.60

10 -5Laps 26.32チーム米倉255 米倉 拓弥 上田 史織261 2:12:13.86

10 -5Laps 26.21ビターエンダー104 鎌田 照夫 安藤 健262 2:12:44.94

10 -5Laps 26.15佐渡島99 二宮 孝 源島 章263 2:13:05.17

10 -5Laps 26.14かくざとう1187 伏屋 知彦 伏屋 慶祐264 2:13:09.04

10 -5Laps 26.08ちゃりんこ同好会＃１89 青木 誠 西山 翔太郎265 2:13:24.94

10 -5Laps 26.01umibuta1279 山田 芳江 鈴木 賢治266 2:13:48.90

10 -5Laps 25.93melcoと島津284 冨田 眞巳 作田 明267 2:14:11.13

9 -6Laps 30.07エンドウ商会36 今野 裕貴 渡部 雅彦268 1:44:08.91

9 -6Laps 28.34R02302 渡邉 英樹 田中 豪269 1:50:30.81

9 -6Laps 26.07バルバクラブハクサン 鈴鹿初参331 近藤 圭太 西村 和義270 2:00:09.52

9 -6Laps 26.04さくらんぼJAPAN ver.2166 森井 康貴 久保田 怜271 2:00:16.88

9 -6Laps 25.90Team SQC299 森田 義典 芹澤 寿規272 2:00:56.69

9 -6Laps 25.76愛知工業大学自転車同好会1180 青木 健人 羽生 魁273 2:01:34.90

9 -6Laps 25.70ヤマダサイクル317 中野 恵太 近堂 匠274 2:01:50.90

9 -6Laps 25.60バルバカナザワ 田畑家247 田畑 雅弘 田畑 千代子275 2:02:19.38

9 -6Laps 25.47KRS2271 森 健司 縄稚 泰三276 2:02:58.30

9 -6Laps 25.42ひのまつ314 松永 恭暁 日野岳 要277 2:03:12.44

9 -6Laps 25.21チームマルマツ239 松浦 秀樹 中辻 昴278 2:04:14.93

9 -6Laps 25.11バナナ大学文学部192 伊藤 高志 大沼 孝志279 2:04:42.46

9 -6Laps 25.00ロードに負けない306 北村 隆司 大西 幸司280 2:05:17.61

9 -6Laps 24.72中小企業家　同友会４147 鈴村 道陽 島田 裕士281 2:06:42.98

9 -6Laps 24.66nakota & moca D221 成田 吉宣 松本 秀浩282 2:06:59.52

9 -6Laps 24.64カエルアンコウ190 加藤 康輔 加藤 栄里283 2:07:05.76

9 -6Laps 24.64umibuta3275 福井 寿典 永田 春樹284 2:07:07.90

9 -6Laps 24.61CATTURA134 奥川 寛 奥野 雅樹285 2:07:16.88

9 -6Laps 24.59Team DTK191 相原 毅 松岡 成史286 2:07:21.27

9 -6Laps 24.48SMBC堺＿Cチーム92 後藤 祐哉 山門 均287 2:07:55.65

9 -6Laps 24.37登り坂ワープし隊267 平野 喬之 増田 将大288 2:08:30.48

9 -6Laps 24.31チームホクサン146 肥田 卓也 大崎 宏樹289 2:08:49.77

9 -6Laps 24.04チームMM248 松原 瑞成 宮崎 一輝290 2:10:16.46

9 -6Laps 23.70500mile21 西 良典 早田 佳孝291 2:12:09.06

9 -6Laps 23.70Mr.Kレーシング42 加藤 進 加藤 晃成292 2:12:09.12
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9 -6Laps 23.59ヤマダサイクル193 延山 勝泰 萩山 明希293 2:12:47.05

9 -6Laps 23.35こやじ輪業60 丹治 純子 長谷川 泰史294 2:14:09.17

9 -6Laps 23.18マジで2人？56 岩元 美由紀 永本 千景295 2:15:05.87

9 -6Laps 23.06アローラ☆ナッシーず321 奥村 悠 滝 俊也296 2:15:50.87

9 -6Laps 22.90梅宮チャリンコ隊238 宮澤 英明 梅田 英孝297 2:16:45.43

8 -7Laps 31.85Ｔｅａｍ Ｍａｒｕ Ｖｅｒｏ41 小川 忠 柴田 國幸298 1:27:23.88

8 -7Laps 26.10TSC自転車部（自称）336 新井田 学 舘 幸二郎299 1:46:39.15

8 -7Laps 23.02umibuta2273 田口 有香 長沼 博正300 2:00:55.00

8 -7Laps 22.8280まで元気で楽しんで走ろう287 東川 嘉邦 桒名 正一301 2:02:01.06

8 -7Laps 22.81Beat/Copen153 池戸 宏 池戸 慧302 2:02:04.48

8 -7Laps 21.11デトロイト・メタル・サイクル312 平野 慎一 稲岡 智子303 2:11:51.76

7 -8Laps 30.25日本車両自転車部58 高木 章吉 金子 学304 1:20:32.11

7 -8Laps 28.88MNKG183 上野 奈美 加納 孝雄305 1:24:21.42

7 -8Laps 21.86デトロイト・メタル・サイクル311 佐合 紀和 佐合 雄一306 1:51:26.21

7 -8Laps 20.08Wild D Racing145 喜多 智大 岩田 健志307 2:01:20.17

7 -8Laps 19.65FRそのに234 塩江 愛 小林 佑太郎308 2:03:57.77

7 -8Laps 19.57トーテック４６８129 松永 文明 北嶋 智弥309 2:04:27.87

6 -9Laps 35.45SRU2 湯田 隆行 市川 浩康310 58:54.23

6 -9Laps 34.32Team-DADDY128 柘植 洋一 市岡 幹雄311 1:00:50.02

6 -9Laps 29.12Colors Cycling Team268 内海 悦幸 内海 浩生312 1:11:42.68

6 -9Laps 22.90nm7 Racing315 永富 健大 湊 伊寿実313 1:31:11.59

5 -10Laps 28.81（安！！LPガス屋さんとお坊さん215 佐竹 駿昭 秋成 皓道314 1:00:24.05

5 -10Laps 25.51エンドウ商会14 山田 博之 古林 恵太315 1:08:12.63

4 -11Laps 28.00LIXIL Racing265 村瀬 賢祐 村瀬 芳男316 49:42.79

4 -11Laps 27.81出前迅速GT253 大友 アキラ 東 里久317 50:03.29

4 -11Laps 26.05Team HCR241 日比 亨 日比 克318 53:26.73

4 -11Laps 24.31エンドウ商会43 石川 直樹 石川 泉319 57:15.71

2 -13Laps 22.14エンドウ商会19 高橋 義雄 横川 知礼320 31:26.53

Comment
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