
春中山６時間耐久 平成24年05月06日

周回数 タイム 【Ｕ３０】総合 順位 ｾﾞｯｹﾝ

チームサイクルプラス 大町 健斗399 6:3'11.89915 1

ＤＳＣ 濱田 乃輔183 6:1'49.51248 2

梅澤 和男474 6:1'19.82962 3

石坂 直樹572 6:0'44.67964 4

ぼらＣＣ 谷口 ダイゴ663 6:2'37.70774 5

岡山市立操明小学校 堀川 滉太258 6:2'23.08580 6

周回数 タイム 【Ｕ４０】総合 順位 ｾﾞｯｹﾝ

ＤＡＣＨＳ 藤井 伸昌31105 6:1'54.4677 1

三股 正彦2798 6:2'57.71117 2

ＤＳＣ 中村 修一1197 6:0'59.40918 3

サイクルセンター岡山 井上 健一1393 6:1'08.13426 4

ぼらＣＣ 谷口 敦史2090 6:2'37.64730 5

ｂａｃｃａｎｏ 高橋 亘平2389 6:1'00.29433 6

ぼらＣ．Ｃ 丸山 孝二2588 6:0'19.22434 7

サイクルクラブ大森 宮本 学拓2488 6:3'22.48235 8

ぼらＣ．Ｃ 福与 健一郎2683 6:2'36.74749 9

biciclleta 藤沢 佐藤 健2183 6:3'34.04151 10

hcc 廣瀬 智史1280 6:0'32.92155 11

チームサイクルプラス神野 勝 神野 勝1680 6:1'37.23656 12

レッツ イシイサイクル 伊藤 精1769 6:2'40.09068 13

サイクルセンター岡山 栗尾 数成1469 6:4'39.03969 14

渡辺商店 渡辺 伸和1068 6:2'38.58770 15

カヤマレーシング 森江 康貴1967 6:2'23.93671 16

柏野 晴行1566 6:2'59.05072 17

チームＣＢ 稲垣 吉隆2961 6:4'17.00078 18

Ｍ'ｓ Ｐｏｗｅｒ 福岡 恒夫2259 6:1'06.34579 19

チームＣＢ 藤井 建行2856 3:17'20.55281 20

周回数 タイム 【Ｕ５０】総合 順位 ｾﾞｯｹﾝ

カヤマレーシング 永瀬 泉4692 6:1'50.06127 1

三股 弘明4991 6:1'43.56728 2

竹谷 博昭4585 6:3'18.11140 3

グローリー本社工場 藤田 雅人4484 6:2'18.44942 4

片田 政光4783 6:1'14.77047 5

右川 博幹4381 6:1'23.33253 6

鷲羽レーシング 北嶋 千里4277 6:1'54.35058 7

初井 宇記4862 6:4'24.98977 8

清水 亨祐5027 6:1'38.62984 9

周回数 タイム 【Ｕ６０】総合 順位 ｾﾞｯｹﾝ

ＦＵＫＡＤＡ まじりんぐ 寺田 賢三6395 6:3'46.24223 1

ＴＥＡＭ Ｎａｔｕｒａｌ 鶴川 和人6587 6:1'28.46737 2

Ｐｕｎｋ Ｂｒｏｓ 総社支部 高田 彰俊6683 6:2'42.17650 3

千代一工業 佐藤 哲治6470 6:0'25.31266 4

大森 俊明6064 6:3'56.11073 5

レッツイシイサイクル 矢吹 勇雄6763 6:4'03.61175 6

水内 隆朗6162 6:1'28.64776 7

今井 秀樹6247 6:4'17.12782 8

周回数 タイム 【Ｏ６０】総合 順位 ｾﾞｯｹﾝ

Ｔｅａｍ 西大寺 山本 省造7191 6:2'38.69629 1

アイテックＲＣ 小山田 光治7287 6:3'59.70938 2

サイクルクラブ大森 あやこパパ 小川 貞由6885 6:5'02.75241 3

ＦＵＫＡＤＡまじりんぐ 望月 正明7083 6:0'23.34144 4

チームＷａｖｅ 鈴木 幸一郎7343 3:6'49.00183 5

周回数 タイム 【ウーマン】総合 順位 ｾﾞｯｹﾝ

ぼらＣ．Ｃ 梶谷 真理子2005 2:0'07.85285 1



春中山６時間耐久 平成24年05月06日

周回数 タイム 【２人組】総合 順位 ｾﾞｯｹﾝ

チームＷＡＶＥ ブラック＆ホワイ 藤原 龍治 赤澤 和徳98115 6:2'47.9422 1

Ｔｅａｍ Ｗａｖｅ Ｍクラブ 平野 隆樹 根本 明典100108 6:3'17.0003 2

ソルベンツ 山下 和義 梶谷 明直92106 6:1'20.0006 3

ＦＡＩＲ ＰＬＥＡＳＥ 小川 博文 小川 健太朗93102 6:1'05.39512 4

Ｔｅａｍ 亭主関白 東 孝次 山本 禎尚97100 6:2'24.65013 5

国中整自第12号 景山 勉 片岡 稔9997 6:3'52.79119 6

ＭＣＰＣ三菱自動車水島自動車 冨久 健太郎 前田 祐輔9594 6:2'40.86224 7

パミチョグロ 冨岡 宏圭 八幡 守9194 6:2'55.95225 8

ロッキー魂 ｗｉｔｈ 西ちゃり 大浦 啓輔 内田 昇太9484 6:3'13.13043 9

酎ねん魂 山田 竜彦 坂口 卓也9070 6:3'21.27667 10

周回数 タイム 【３人組】総合 順位 ｾﾞｯｹﾝ

Ｔｅａｍ ＴＡＫＡＭＡＲＵ 岡野 匡哲 原井 康孝 大沢 竜也110105 6:2'25.3878 1

チームＷａｖｅ ちょいＭ 森分 英樹 松本 寿夫 松繁 秀昭113104 6:2'56.8299 2

チームＷａｖｅ ちょいワル 竹内 一裕 福武 泰三 原田 龍一117104 6:3'30.67210 3

とれぱんだ 金光 孝幸 鮓本 隆宏 平井 智也114103 6:1'56.01511 4

西日本ちゃりんこ本舗 荻原 宏俊 妹尾 浩志 藤井 耕二111100 6:2'41.75214 5

岡山ダイハツ２ＲＩＮ ＣＬＵＢ 藤岡 強 美甘 忠広 赤松 由浩11896 6:2'46.39221 6

Ｉ．Ｃ．Ｃ．Ｔ 泉 博也 的場 政彦 三村 英広11690 6:3'21.86131 7

ＲＡＮＰＡＧＥ 橋本 洋明 原田 拓久 坂本 欣也11582 6:2'05.26152 8

山名建築 福田 智之 山名 隆 安田 卓史11277 6:2'42.99259 9

周回数 タイム 【４人組】総合 順位 ｾﾞｯｹﾝ

チームケンズ・ＳＫＴ 48(ﾌｫｰﾃｨ 渋谷 憲司 小笹 康博 喜多村 泰寛 川口 貴大123115 6:1'24.9951 1

チーム・ケンズ・北西サンダー 北村 隆行 三木 尚樹 西嶋 孝典 田辺 浩二122107 6:0'10.4014 2

週末ライダーさん 小林 克行 浅原 真一 徳永 稔 松尾 和浩12183 6:0'33.41245 3

カヤマレーシング 香山 泰伯 頓宮 輝國 宗包 弘幸 松繁 一輝12077 6:1'27.39557 4

周回数 タイム 【ＭＩＸ】総合 順位 ｾﾞｯｹﾝ

Ｔｅａｍ Ｗｉｌｌｓ 西崎 浩一 栗正 順一 宍戸 建 山名 一美136106 6:0'43.5105 1

如月 田中 栄二 田中 あけみ 都筑 良宜 大谷 雄人13298 6:0'17.91016 2

カーボローデイング Ｅｎｅｒｇｙ 西岡 健 西岡 佐恵子 大西 博司 槙尾 健二13096 6:1'56.92920 3

Ｔｅａｍ Ｗａｖｅ ｍｉｘ 4 山際 貴之 山際 陽子 森分 裕子 草薙 千尋13495 6:1'23.08422 4

チーム・ケンズ・ＡＳＥ(あせ) 松本 栄治 松本 千姫 廣畑 昭範13588 6:3'38.89236 5

サイファ ＡＣ 2組 波多野 清英 波多野 碧 藤田 裕紀 辻川 圭13386 6:1'17.16639 6

カーボローデイング Ｐｏｗｅｒ 久保 崇 竹内 雅子 島田 りょうせ 福岡 弘記13183 6:0'49.93746 7

周回数 タイム 【ファミリー】総合 順位 ｾﾞｯｹﾝ

ショップみよし 三好 淳夫 三好 啓介 本池 宏次 堤 裕明14489 6:0'51.26732 1

サイファ ＡＣ 1組 高橋 賢次 前田 直紀 仁科 嘉裕 辻川 涼平14581 6:2'56.01954 2

チーム コ・コ・コ・ミ 小寺 輝道 小寺 里沙 小寺 妃華莉 宮岡 清容14277 6:4'21.86060 3

難波ファミリー 難波 泰弘 難波 真由美 難波 知恵美14075 6:1'08.49261 4

ＦＩＮＥｓｓｅ 今城 英夫 今城 幸代 今城 崇文 今城 優翔14673 6:2'54.93463 5

チーム木村家 木村 高博 木村 リエ 木村 優斗14371 6:3'15.14665 6


