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順位 No.
ﾄｯﾌﾟ
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時速チーム名 メンバー タイム

第36回シマノ鈴鹿ロードレース大会

15  41.26bフクイ 勢681 南部 隆一 小川 勇樹 前田 悦宏1 2:06:31.33

14 -1Lap 39.36SIMIZU　RACING A617 寺西 剛 井口 幹夫 古田 弘幸2 2:03:47.70

14 -1Lap 39.24エコサイクル550 塩谷 隆行 曽根 謙一 勝元 貴良3 2:04:09.71

14 -1Lap 39.12シャープ自転車部OK^2518 木村 治 小久保 正彦 大石 隆俊4 2:04:31.75

14 -1Lap 38.80ちーむかみはぎ653 川辺 貴広 森 隆 工藤 千尋5 2:05:34.39

14 -1Lap 38.51Team Gruppetto A636 桑島 大志 松田 広則 印南 裕二6 2:06:31.63

14 -1Lap 38.49TEAM  wil523 福田 翔太 森山 達朗 百津 幹太7 2:06:33.79

14 -1Lap 38.44バルバクラブトヤマファイヤー725 山田 笑之 稲垣 翔平 石黒 要8 2:06:45.22

14 -1Lap 38.16バルバクラブトヤマC722 永森 瞬 青山 洋樹 東 直樹9 2:07:41.13

14 -1Lap 37.67チーム69ニッキーレーシング525 北内 一成 滝川 智博 山本 裕介10 2:09:19.47

14 -1Lap 37.44wil 二軍513 形部 直登 木村 雅弥 辻本 雅俊11 2:10:07.59

13 -2Laps 37.62アウグーリオ　２664 小渡 透 谷口 尚己 小渡 哲12 2:00:15.84

13 -2Laps 37.44Rinrin Cycling Team573 杉田 達郎 一木 誠 寺田 昌和13 2:00:49.96

13 -2Laps 37.19ストラーダライダーズ 大安吉日533 中脇 武洋 奥村 健一 大崎 雅信14 2:01:38.82

13 -2Laps 36.79KYB　Racing　3人577 能田 光 鈴木 亮太 松尾 彰久15 2:02:58.39

13 -2Laps 36.53bタカオカチームあさの709 朝野 涼 中野 雅博 栗林 宏治16 2:03:49.87

13 -2Laps 36.41和田塾594 上地 慎吾 横田 勝之 望月 信吾17 2:04:14.94

13 -2Laps 36.07金魚男withダブル2:50629 江頭 昭男 江頭 亜矢子 弥富 貴宏18 2:05:24.95

13 -2Laps 35.77s-dash728 久保田 翔太郎 小出 智貴 上北 崇弘19 2:06:28.88

13 -2Laps 35.72愛媛大学医学部ちゃりさー528 北村 翼 今西 開志 藤本 拓人20 2:06:38.08

13 -2Laps 35.60bフクイ ライバルは 勢671 石川 司 小畑 健太郎 吉田 和也21 2:07:05.11

13 -2Laps 35.55PGBT635 白神 健介 柳沢 直久 板垣 素22 2:07:14.56

13 -2Laps 35.52G.S.バンビーノ508 呉山 友崇 近久 孝司 川阪 健太郎23 2:07:22.93

13 -2Laps 35.32bフクイ 未成年。682 大日方 海斗 宮崎 歩夢 和氣 秀龍24 2:08:05.08

13 -2Laps 35.31DRONE597 末廣 晃一 末廣 裕子 河合 一徳25 2:08:07.86

13 -2Laps 35.18MFR@RSC580 亀山 幸宏 西田 知弘 小木曽 賢26 2:08:35.48

13 -2Laps 35.17WINGZERO A704 尾崎 寛範 蓑島 貴則 岩本 薫27 2:08:37.77

13 -2Laps 35.17チーム身から出たサビＢ623 実重 誠吾 小林 衛 足川 栄一28 2:08:37.94

13 -2Laps 35.17Racing Falcon507 江良 伸明 江良 陽子 酒井 洋明29 2:08:38.14

13 -2Laps 34.99チームバーニア596 大城 忠大 山口 利彰 橋本 靖史30 2:09:17.51

13 -2Laps 34.91チームオートアンドハウス631 松本 達哉 松本 誠 松本 亮太31 2:09:34.58

13 -2Laps 34.44超カルレーシング マニア563 林 耕一 小木曽 光久 千田 達也32 2:11:20.84

12 -3Laps 34.79Colpide vent707 清水 桂 天満 栄太 吉岡 高徳33 2:00:02.06

12 -3Laps 34.76ＷｉＬＬ540 山 英則 渡部 哲也 田中 義博34 2:00:09.31

12 -3Laps 34.75チームがぶりんちょ555 山本 貴幸 大江 佳史 古山 雄一35 2:00:10.89

12 -3Laps 34.74チーム まほまほ638 前 和洋 吉村 宗大 濵口 真帆36 2:00:11.53

12 -3Laps 34.68sky high1659 毛利 奨 田中 敬也 山中 智樹37 2:00:25.68

12 -3Laps 34.61R.W.C.C-team-B581 富士崎 展行 中西 崇夫 柴田 大生38 2:00:39.09

12 -3Laps 34.59Colpide vent708 赤松 直也 山中 將郁 平島 昇汰39 2:00:44.61

12 -3Laps 34.46チームひょっこり！！554 渡部 大介 山本 信也 和田 成仁40 2:01:10.62

12 -3Laps 34.41熊本大学サイクリングクラブ522 吉田 知史 種子田 陸斗 畝原 尚太郎41 2:01:20.56

12 -3Laps 34.26bフクイ ころころ678 北川 昭治 室井 勉 南東 勝美42 2:01:54.21

12 -3Laps 34.25ビターエンダー561 川東 豪 山岡 幹司 乃万 明彦43 2:01:55.35

12 -3Laps 34.12ストラーダライダーズ 二人三脚535 山本 朋貴 原田 尚樹 苗村 智樹44 2:02:23.96

12 -3Laps 34.10Wonder Wall579 辻阪 誠一 田中 裕也 横原 慎一45 2:02:28.15

12 -3Laps 34.03NCFD-ITM572 伊藤 和信 所 俊文 松本 航平46 2:02:43.01

12 -3Laps 33.99OCA パワフル677 山城 健一 鈴木 基大 今泉 直二47 2:02:51.61

12 -3Laps 33.88team YOSEATSUME731 岩島 健人 高島 幸佑 林 稜梧48 2:03:15.65

12 -3Laps 33.78Team Gruppetto B633 松本 和仁 広田 学 伊東 恵雄49 2:03:36.93

Page: 1 / 5 Matrix.inc printed at 2019/08/31 18:33:01



【 2時間エンデュランス 3人チーム 】

2019/08/31 (Sat)

Distance :   1周（5.8ｋｍ）×R

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

第36回シマノ鈴鹿ロードレース大会

12 -3Laps 33.77チームやっほー547 三代 克彦 藤井 雅仁 萩島 大治朗50 2:03:39.71

12 -3Laps 33.74通勤途中622 衣川 一行 酒井 寛明 五百蔵 雅之51 2:03:47.16

12 -3Laps 33.69川島自転車班A567 出口 孝 木造 友治 柴田 知和52 2:03:57.88

12 -3Laps 33.64POMPIER688 中村 大樹 大島 良郷 南出 良平53 2:04:07.49

12 -3Laps 33.57Panasonic　開発519 横山 真作 原田 正太郎 水谷 隆太54 2:04:24.42

12 -3Laps 33.51bフクイ ブランクは超大きい(^_^703 坂口 健一 西出 仁保 野路 久典55 2:04:37.90

12 -3Laps 33.41La Tartaruga β574 中谷 友祐 西本 尚弘 柄澤 朋宏56 2:05:00.57

12 -3Laps 33.38bフクイ 速いおっちゃん672 瀬戸 紀夫 松川 洋治 長谷川 誠57 2:05:06.24

12 -3Laps 33.37Cycle Team SCM593 福 隼人 大喜 魁 波多野 匠58 2:05:08.86

12 -3Laps 33.34スワコレーシングチーム566 山崎 直樹 山崎 陽太 山崎 雄太59 2:05:15.57

12 -3Laps 33.33OPENPRO RACING541 上田 哲也 坂庭 稔和 影平 隼一60 2:05:16.93

12 -3Laps 33.31大阪工業大学628 蒔田 瑞貴 永瀬 進之介 三浦 諒己61 2:05:22.66

12 -3Laps 33.30ビターエンダー562 岡多 慎也 岡林 一夫 田村 健司62 2:05:25.22

12 -3Laps 33.10TEAM SIMIZU D702 遠藤 洋 有村 成功 三屋 新63 2:06:09.22

12 -3Laps 33.09スワトルズ607 山本 一浩 沢西 芳円 岩瀬 博重64 2:06:12.59

12 -3Laps 33.06bタカオカポテンシャルは無限大718 稲積 宏亮 大崎 拓海 伊藤 莉紗65 2:06:19.27

12 -3Laps 33.01TEAM SIMIZU B616 牛田 成俊 山本 達也 飯海 剛生66 2:06:31.42

12 -3Laps 32.87Panasonic　経理506 高井 真也 帯田 直樹 藤原 敏治67 2:07:02.21

12 -3Laps 32.80バルバクラブハクサン 力を合わ733 太田 力 紺谷 晃史 割出 雄士郎68 2:07:19.11

12 -3Laps 32.79Colpide vent706 若生 卓也 宮谷 英穂 松本 雄也69 2:07:21.52

12 -3Laps 32.79チームアクオード Ｆ587 平田 佳之 渋谷 晃也 内村 晋也70 2:07:22.26

12 -3Laps 32.75ストラーダライダーズ 一念発起524 濱田 健司 奥 義詞 下川 賢祐71 2:07:31.08

12 -3Laps 32.74チーム身から出たサビＡ626 柴田 隼也 萱野 雄一 清水 和子72 2:07:33.42

12 -3Laps 32.71バルバクラブエチゼン606 橋爪 一祥 尾崎 誠一郎 中野 雄大73 2:07:39.37

12 -3Laps 32.70Team sunrISE727 出口 貴大 高田 正俊 竹中 悠人74 2:07:41.80

12 -3Laps 32.70Panasonic　CS526 福田 基雄 中達 滋之 東本 晃典75 2:07:42.65

12 -3Laps 32.69チームカミハギ神戸家651 神戸 篤志 神戸 優希 伊井 孝之76 2:07:45.72

12 -3Laps 32.48エキップリオン721 上田 晃史 児嶋 博徳 箕形 優太77 2:08:34.32

12 -3Laps 32.45SPT自転車同好会　チーム1516 松田 光平 木村 裕章 岡崎 未希78 2:08:41.24

12 -3Laps 32.35子亀レーシング736 高橋 侑也 小林 勇太 小野寺 進悟79 2:09:06.05

12 -3Laps 32.26OLD CHERRIES619 杉浦 芳樹 前田 浩義 二宮 茂光80 2:09:27.06

12 -3Laps 32.25彦猿レーシング701 小野 邦明 大西 均 田中 和幸81 2:09:29.55

12 -3Laps 32.20bフクイ カレッジシチューデント684 岡田 拓真 高橋 海成 池田 彰宏82 2:09:42.10

12 -3Laps 32.18おっしーうっしーほっしー542 細田 将史 小塩 昭彦 宇城 正博83 2:09:45.01

12 -3Laps 32.17sky high2662 竹内 雄輝 岡部 龍之介 寺田 楓84 2:09:48.01

12 -3Laps 32.01ひぐちんと愉快な仲間たち536 堀田 雄基 児玉 拓也 水谷 友哉85 2:10:27.58

12 -3Laps 32.00TEAM SIMIZU C614 山本 達也 村田 大輔 濱村 宏幸86 2:10:29.68

12 -3Laps 31.80SPT自転車同好会　石山清520 石原 巧 山口 均 清水 幸一87 2:11:19.55

11 -4Laps 32.97BICYCLE STEP575 佐藤 教行 楠本 和也 山岡 康史88 1:56:05.62

11 -4Laps 31.84TEAM SMU538 上野 弘志 三室 芳保 白山 高一89 2:00:12.69

11 -4Laps 31.77SHINKANSEN571 三木 利則 西岡 克英 石野 聡90 2:00:29.74

11 -4Laps 31.72bフクイ 奥越668 武内 健太 為永 大輔 南 宏樹91 2:00:41.40

11 -4Laps 31.65主食はパンです。546 西林 孝紘 溝口 倫子 溝口 誠二92 2:00:56.13

11 -4Laps 31.63bフクイ 大の仲良し670 寺本 史生 副島 洋昭 牧野 雅弘93 2:01:00.81

11 -4Laps 31.59シャープ自転車部 NKN552 中川 富弘 中島 伸二 勝谷 昌史94 2:01:09.83

11 -4Laps 31.56チーム フカヤ726 田中 啓一 伊藤 慎也 野一色 健95 2:01:16.66

11 -4Laps 31.53bフクイ 筋肉馬鹿679 渡辺 諒 森澤 岳 片山 滉太96 2:01:23.57

11 -4Laps 31.36sky high3655 小西 加奈子 岡本 大生 小野 健斗97 2:02:04.86

11 -4Laps 31.36カエルどうした？539 馬場 勝久 永本 照喜 岩元 暢孝98 2:02:04.90
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11 -4Laps 31.35WINGZERO B705 松尾 和明 寄高 正敏 奥村 隼人99 2:02:05.99

11 -4Laps 31.30CHARIBOON TEAM ALFA652 井上 玲 出雲 裕之 藤井 貴明100 2:02:17.18

11 -4Laps 31.26鈴猫サイクリング連合715 伊藤 造 田中 久喜 大野 高典101 2:02:28.52

11 -4Laps 31.24Mizuho Osaka B565 村永 佑哉 田中 竜二郎 添田 一徳102 2:02:32.86

11 -4Laps 31.19ぐっさんハピバ！624 青木 敏郎 山口 大輔 今村 直樹103 2:02:42.96

11 -4Laps 31.16Panasonic　設計510 森椙 哲也 下西 良一 小松 光則104 2:02:50.64

11 -4Laps 31.16Panasonic　POS527 小泉 要治 西森 皓耶 貴田 拓海105 2:02:50.66

11 -4Laps 31.14bフクイ SKIがお上手です。683 米田 研司 三好 雅宏 村中 勇紀106 2:02:55.97

11 -4Laps 31.13チームアクオード Ｈ588 松本 直樹 湯浅 真一 西橋 雅人107 2:02:56.92

11 -4Laps 31.11bタカオカ男前686 上田 崇史 貫和 龍太 越田 翔一108 2:03:02.74

11 -4Laps 31.10CHARIBOON TEAM BRAVO650 豊田 海 米倉 踏青 米倉 奏109 2:03:04.31

11 -4Laps 31.10G.S.バンビーノ B534 山本 勇 岡 政徳 野崎 敬史110 2:03:05.50

11 -4Laps 31.05OPCTサイクリングOBチーム625 平野 耕作 中村 新太郎 田中 将崇111 2:03:16.88

11 -4Laps 31.05武蔵非公認自転車部732 中田 優作 石川 潔 曽和 修一112 2:03:17.23

11 -4Laps 31.05FORTUNEBIKE639 錦織 大祐 月原 博幸 錦織 幸枝113 2:03:18.20

11 -4Laps 31.02LANTERNE・ROUGE585 熊澤 克幸 竹田 浩二 直塚 真太郎114 2:03:24.91

11 -4Laps 31.01G.S.バンビーノ N&P504 有元 雅一 高岸 佑宇 北脇 嘉朗115 2:03:26.18

11 -4Laps 30.93ひょっこりチームB586 飯田 豊 飯田 佳代子 西牟田 将之116 2:03:45.39

11 -4Laps 30.88MSPC racing568 米倉 広幸 石黒 幹二 堀川 洋平117 2:03:59.01

11 -4Laps 30.79Kalacraft517 中村 勇哉 筒井 達也 山村 一喜118 2:04:19.76

11 -4Laps 30.72丸中自転車部712 鈴木 亮市 猪飼 哲臣 後藤 威彦119 2:04:36.85

11 -4Laps 30.71バルバクラブエチゼン609 知見 和広 稲津 弘晃 前 貴文120 2:04:38.64

11 -4Laps 30.67OCC大乱闘ﾖｯｼｰﾀﾞﾌﾞﾗｻﾞｰｽﾞ598 赤本 拓也 梅田 智仁 吉田 健人121 2:04:48.68

11 -4Laps 30.66イケイケデンジャーズ723 森 祐樹 土屋 大輝 落合 悠122 2:04:51.81

11 -4Laps 30.64ShirahamaBC521 岩城 浩 鈴木 芳典 孫入 正行123 2:04:57.04

11 -4Laps 30.60OCC Stronger's604 寺島 正洋 大塚 守 名知 貴明124 2:05:04.66

11 -4Laps 30.54チームアクオード N613 遊佐 晃佳 道川 雅樹 副島 美由紀125 2:05:19.53

11 -4Laps 30.46melco UNO716 山吉 省二 下中 淳史 秦 一実稚126 2:05:41.42

11 -4Laps 30.45Mizuho Osaka A564 小野 隆裕 石垣 翔平 平山 智行127 2:05:41.78

11 -4Laps 30.42Team RYOMA　A637 赤尾 博章 長嶋 茂 井川 文孝128 2:05:49.61

11 -4Laps 30.39メビウスB505 伊藤 貴之 相澤 武史 田中 洋充129 2:05:57.41

11 -4Laps 30.34OCA トリオ676 長谷川 雅也 大仲 健司 川原 幸夫130 2:06:10.76

11 -4Laps 30.32G.S.バンビーノ C512 浦谷 昂志 奥田 裕介 塩田 裕啓131 2:06:15.50

11 -4Laps 30.29ﾊﾞﾙﾊﾞｶﾅｻﾞﾜ YDK！646 福井 達夫 高畑 裕 西田 克史132 2:06:21.71

11 -4Laps 30.29老ーでぃ557 藤原 一史 阪口 竜一 田頭 紘治133 2:06:23.06

11 -4Laps 30.24INATETSUサイクリングクラブ700 稲垣 法信 伊藤 泰雅 渡辺 基二134 2:06:34.05

11 -4Laps 30.24バルバクラブトヤマB724 髙坂 秀明 川嵜 昭雄 鈴村 隆135 2:06:34.59

11 -4Laps 30.13JKCC-B610 又井 秀人 村上 嘉康 大岩 忍136 2:07:03.41

11 -4Laps 30.09望月ＲＳ３692 早川 義孝 髙尾 契太 長岡 拓郎137 2:07:14.17

11 -4Laps 30.06OneKame01515 伊賀 上格 高野 渉 藤原 晃志138 2:07:20.82

11 -4Laps 30.00斜面ライダー涼ちゃんず611 林 佳克 川崎 伸二 斉藤 涼子139 2:07:36.42

11 -4Laps 29.94チームアクオード Ｉ584 水谷 博一 上場 昭一 仲田 浩二140 2:07:50.82

11 -4Laps 29.92クランクゴリラ615 中村 信哉 戸塚 竜一 西之坊 拓弥141 2:07:56.15

11 -4Laps 29.89まるしょう656 横井 悟 横井 祐賀子 宮地 秀和142 2:08:04.44

11 -4Laps 29.87メビウスA509 内田 洋介 柄川 冬輝 三好 龍也143 2:08:10.57

11 -4Laps 29.82G-FOX583 堀田 義光 三田村 亮裕 土手下 義信144 2:08:21.37

11 -4Laps 29.78丸八工機サイクリング軍団714 河村 彰人 伊藤 龍之介 阪野 淳治145 2:08:31.28

11 -4Laps 29.78チームダックスフンド710 高杉 真一郎 石井 孝樹 石井 志樹146 2:08:33.59

11 -4Laps 29.74てるよしまさ711 前川 輝吉 星野 佳史 田中 政彦147 2:08:43.68
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11 -4Laps 29.68青山ペダル734 南橋 寿男 増田 大介 三木 裕矢148 2:08:57.90

11 -4Laps 29.68SPT自転車同好会 シバザイル537 芝 守 濱田 隆雄 大原 壮史149 2:08:58.92

11 -4Laps 29.64ガンガーラレーシング558 水谷 健司 勝村 史彦 西岡 章孝150 2:09:08.82

11 -4Laps 29.61OCC Director's601 棚橋 誠 山崎 裕幸 井上 久雄151 2:09:15.89

11 -4Laps 29.59かとう&ゆーや687 宇都 梢 加藤 勇哉 島崎 裕希152 2:09:22.23

11 -4Laps 29.57T-AWANNTYU595 沖 守生 沖 直也 中田 裕也153 2:09:26.56

11 -4Laps 29.48消えた青春643 山本 達彦 滝野 雅之 吉岡 侑太郎154 2:09:51.99

11 -4Laps 29.46bフクイ なかよしこよし685 内山 晴二 奥山 政寛 小林 洋一155 2:09:56.64

11 -4Laps 29.42フラムルージュ658 坂崎 雅道 外山 哲也 横山 健一156 2:10:08.00

11 -4Laps 29.36OCC Safｅty Ride599 安達 功 田中 泰行 朴 相昱157 2:10:24.00

11 -4Laps 29.32フジートウ605 伊藤 和孝 藤井 祐丞 藤井 貫地158 2:10:33.02

11 -4Laps 29.22チームダーヤマン644 山田 雅剛 中辻 裕治 小野 浩児159 2:10:59.35

11 -4Laps 29.20Team CTI514 上杉 基法 淺羽 信介 遠藤 拓磨160 2:11:06.36

11 -4Laps 29.06SUZUKI家632 鈴木 敬一 鈴木 弥一 佐藤 智也161 2:11:43.32

11 -4Laps 28.94OCC 猫に小判602 井関 晃 中西 浩史 星加 恭平162 2:12:15.10

11 -4Laps 28.69オオニシ・ヒートマジック　γチ719 稲垣 康亘 稲垣 温大 田村 真悠163 2:13:26.76

11 -4Laps 28.56sky high5657 谷岡 維織 増岡 雄一郎 高田 香奈164 2:14:01.64

11 -4Laps 28.37TEAM　LEGEND　A503 平岡 一仁 田所 伸久 東谷 直哉165 2:14:54.50

10 -5Laps 29.78のぞみ560 伊藤 富美浩 佐藤 順 岩瀬 邦一166 1:56:50.50

10 -5Laps 28.85Team CTI532 山谷 誠吾 冨田 将也 柳楽 和広167 2:00:36.76

10 -5Laps 28.76中菱サイクリング部642 室井 優一 林 健生 浅野 弘之168 2:01:00.73

10 -5Laps 28.74TEAM　LEGEND　B502 中村 勉 竹上 和眞 下村 りょう169 2:01:03.89

10 -5Laps 28.74FORTUNEBIKE713 真隅 剛 秋山 修 山際 康則170 2:01:05.40

10 -5Laps 28.70チーム猫背543 佐藤 季之 渥美 元康 川村 洋平171 2:01:14.51

10 -5Laps 28.67弾丸小僧B612 八牟禮 健 豊留 州二 芳倉 陽172 2:01:22.44

10 -5Laps 28.65オオニシ・ヒートマジック　βチ720 三輪 圭太郎 田村 真海 寺口 友也173 2:01:28.36

10 -5Laps 28.64TWO　HUNDRED１548 田部 和明 田部 美保子 小川 将人174 2:01:31.34

10 -5Laps 28.63チームB661 中井 大貴 中嶋 剛 内田 貴行175 2:01:32.23

10 -5Laps 28.62team ZERO582 江田 直樹 浅妻 尚文 川原 兼輔176 2:01:34.90

10 -5Laps 28.61チームVAX511 加藤 正重 鳥巣 泰弘 鈴木 亮177 2:01:37.29

10 -5Laps 28.52チームブンブン丸531 北野 重樹 北野 章 北野 龍次178 2:02:00.03

10 -5Laps 28.52チームアクオード Ａ590 髙山 淳一 宮崎 英司 小橋 駿輝179 2:02:02.03

10 -5Laps 28.38bフクイ ライバルは70才！！669 高橋 滋和 水間 義光 彦坂 雅雄180 2:02:36.52

10 -5Laps 28.37bフクイ 70才！！666 岩佐 恒二 森 了 堀江 令一181 2:02:38.70

10 -5Laps 28.34Team RYOMA　B640 高橋 光博 池田 裕一 石上 琢磨182 2:02:47.62

10 -5Laps 28.33OCC レジデン's 2018600 植木 健倫 福島 智之 堀部 正太郎183 2:02:50.16

10 -5Laps 28.30ﾊﾞﾙﾊﾞｶﾅｻﾞﾜ　コニタンの進撃648 小西 美希 町 百合 谷 茂樹184 2:02:56.80

10 -5Laps 28.29川島自転車班 B569 苅谷 知弥 松井 富雄 東 保雄185 2:02:59.86

10 -5Laps 28.15紀北防衛軍735 中西 一郎 細野 義輝 山本 友貴186 2:03:37.96

10 -5Laps 28.13オオニシ・ヒートマジック　αチ717 大西 敬紀 西川 一二三 田村 真善187 2:03:42.17

10 -5Laps 28.02sky high4654 園田 一馬 黒木 翔英 戸ノ本 健人188 2:04:11.10

10 -5Laps 28.00ＳＰＴ自転車同好会のんびり希望529 太田 知男 藪下 富生 有田 公治189 2:04:17.11

10 -5Laps 27.82ツールドクレプスキュール647 岩佐 彰 榎本 一紀 内堀 善有190 2:05:05.84

10 -5Laps 27.79Teamアウグーリオ　アルファ667 足立 紋 佐藤 高広 佐藤 史奈191 2:05:12.95

10 -5Laps 27.50関西チンパン連合自転車部553 小林 奈美子 小林 誠司 畠田 喜丈192 2:06:32.58

10 -5Laps 27.46登りはつらいよしんどいよ501 宮本 貴彦 笹川 雅志 板津 英司193 2:06:42.93

10 -5Laps 27.35メイモクＲＣ699 松井 雄紀 大澤 重成 梶田 嘉明194 2:07:15.66

10 -5Laps 27.33FORTUNEBIKE641 渡邉 直樹 水持 直樹 石川 恵一195 2:07:19.76

10 -5Laps 27.28ビギナーズラック559 石附 一郎 下田屋 聡 夫馬 義弘196 2:07:34.26
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10 -5Laps 27.09bフクイ 初めましてコンニチハ①680 袖川 丈幸 笹岡 大悟 森 将光197 2:08:27.01

10 -5Laps 26.78チームアクオード Ｂ589 木村 朋宏 三宮 勇希 福岡 磨依198 2:09:57.65

10 -5Laps 26.71チームぉかピス570 岡田 直也 勝田 祥甫美 常本 昌志199 2:10:18.35

10 -5Laps 26.67愛知工業大学自転車同好会592 藤田 冬也 岡田 倫明 酒井 青輝200 2:10:28.36

10 -5Laps 26.62bフクイ 初めましてコンニチワ②673 山形 拓也 藤井 寛昭 齊藤 成良201 2:10:42.85

10 -5Laps 26.61チームTKR530 中村 壽光 中村 敬子 中村 龍仁202 2:10:47.95

10 -5Laps 26.52日本車輌自転車部B549 藤井 大貴 山本 京椰 田中 裕章203 2:11:12.50

10 -5Laps 26.43東海プラント627 前田 将孝 亀村 佳且 百瀬 透204 2:11:38.75

10 -5Laps 26.29OCC Fun Ride603 森本 泰雄 棚橋 亮介 和知 直人205 2:12:23.25

10 -5Laps 26.23チームしゃらくさい729 伊東 克浩 水野 敏彰 内田 共美206 2:12:41.51

10 -5Laps 26.22CATTURA578 野﨑 歩 長原 彩 横山 洋祐207 2:12:44.70

10 -5Laps 26.05OCA  リーダー675 大島 忠義 大矢 康博 名畑 崇208 2:13:35.52

10 -5Laps 25.86アマチュア無線バイクサークル608 佐藤 文彦 中嶋 優士 向川原 健209 2:14:33.81

10 -5Laps 25.83bタカオカダンディ697 野原 謙二 石川 勝美 松井 洋介210 2:14:43.08

10 -5Laps 25.80シズテックＢ693 堀部 資宏 河合 正和 小塚 満211 2:14:51.95

9 -6Laps 25.97bタカオカ破天荒645 梅基 真也 山田 晴太 玉村 晃祐212 2:00:36.79

9 -6Laps 25.79さんがね698 岡本 格 稲留 慶太 中島 崇213 2:01:26.21

9 -6Laps 25.68TWO　HUNDRED３545 水口 秀一 森 優治 菅原 貴美214 2:01:57.42

9 -6Laps 25.68TWO　HUNDRED２551 古倉 一正 栗原 准司 橋本 直也215 2:01:57.58

9 -6Laps 25.63ちゃりんこ同好会＃２556 伊藤 義幸 村木 潤之 井上 裕司216 2:02:12.86

9 -6Laps 25.48望月ＲＳ690 菅沼 崇 薩川 陽祐 和田 真人217 2:02:55.59

9 -6Laps 24.75nakota & moca B621 帰山 いづみ 小畑 直子 塚田 真史218 2:06:32.70

9 -6Laps 24.64nakota & moca A618 塩谷 裕美 河津 庸子 平 海渡219 2:07:06.32

9 -6Laps 24.52チームオリーブＦＲＴ674 丸岡 照美 岡 誠 山口 賢220 2:07:45.15

9 -6Laps 24.39望月ＲＳ２691 田中 真己子 長澤 藍 髙木 玲奈221 2:08:24.20

9 -6Laps 24.06フラムルージュ663 水口 裕介 藤井 速人 三品 吉弘222 2:10:08.96

9 -6Laps 24.00ﾊﾞﾙﾊﾞｶﾅｻﾞﾜ ペースメーカー募集649 高野 礼美 佐藤 丈寛 長木 絵利香223 2:10:31.41

9 -6Laps 23.99チームF660 行定 健一郎 米村 雄二 宍戸 康太224 2:10:33.77

9 -6Laps 23.90シズテックＡ694 堀部 哲夫 堀部 貴佳 市原 大輝225 2:11:02.31

9 -6Laps 23.38TEAM　ウイール　ネコ695 河合 妙子 坂井 奈緒子 安田 妙子226 2:13:57.69

8 -7Laps 21.53bタカオカ二枚目696 佐藤 清 長井 英太郎 酒井 孝祐227 2:09:18.09

8 -7Laps 21.50team O689 大塚 文彦 村田 宇立 侯 怡安228 2:09:28.07

8 -7Laps 21.31トーテック４６８576 市山 角真 鶴巻 拓也 冨田 悠229 2:10:39.10

7 -8Laps 19.65FRそのいち634 吉田 憲司 田河 章宏 長谷 裕介230 2:03:59.35

7 -8Laps 19.17nakota & moca C620 正田 勝之 本多 左久勝 菅谷 知子231 2:07:05.98

5 -10Laps 15.88ニシゴロウと愉快な遡上たち730 尾崎 哲也 亀井 秀外 西村 健一232 1:49:35.22
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