
☆タイム☆ クラス 氏名 所属 年齢 都道府県ｾﾞｯｹﾝ

［奥吉備ステージ］ 平成24年11月11日

-1-スタート時刻

4:19:24 メディオフォンド 藤原 達之 目指せ！皆生 28 岡山県18:04:17

5:16:22 メディオフォンド 藤岡 君夫 Ｔｅａｍ ＦＵＪＩＷＡＲＡ 43 岡山県58:07:29

5:29:22 メディオフォンド 堀井 隆浩 39 山口県109:09:12

5:17:13 メディオフォンド 水内 隆朗 51 鳥取県118:04:27

3:36:13 メディオフォンド 坂上 統 ウオズミサイクル 41 兵庫県208:12:26

4:17:35 メディオフォンド 山田 弘樹 ウオズミサイクル 40 兵庫県228:12:31

3:27:39 メディオフォンド 長谷川 貴寛 ウオズミサイクル 29 兵庫県238:12:29

4:57:38 メディオフォンド 近松 雅之 56 岡山県268:35:23

4:58:56 メディオフォンド 菊地 哲也 41 岡山県278:05:57

5:44:57 メディオフォンド 安東 安基 53 兵庫県308:05:54

4:54:42 メディオフォンド 藤江 辰徳 パンク アンド ローゼズ 27 岡山県318:05:48

DNF メディオフォンド 谷本 皓大 パンク アンド ローゼズ 31 岡山県328:05:51

6:32:21 メディオフォンド 小西 崇寛 パンク アンド ローゼズ 39 岡山県338:05:50

3:51:05 メディオフォンド 斉藤 恭二 ウオズミサイクル 37 兵庫県368:12:28

4:55:20 メディオフォンド 小出 脩司 30 岡山県438:17:48

4:29:19 メディオフォンド 岸 勝彦 43 岡山県458:23:48

5:01:04 メディオフォンド 谷口 直樹 59 鳥取県478:10:05

6:04:28 メディオフォンド 羽原 秀典 ＴＥＡＭ ＯＥＣ 48 岡山県558:07:19

5:41:52 メディオフォンド 國本 喜和 チーム ぐるぐる 47 兵庫県628:25:55

3:47:47 メディオフォンド 都田 茂行 チーム 膳 50 鳥取県638:07:13

5:07:50 メディオフォンド 石井 健夫 47 岡山県718:35:19

3:29:21 メディオフォンド 宮脇 郁也 ＳＳＦ 3254 38 香川県818:38:10

3:59:03 メディオフォンド 葛原 孝志 38 岡山県838:21:05

3:46:20 メディオフォンド 光谷 薫 Ｃ．Ｌｉｎｋ米子 どい歯科ＴＣ 42 鳥取県908:46:32

4:18:32 メディオフォンド 長川 邦夫 Ｃ．Ｌｉｎｋ米子 どい歯科ＴＣ 50 鳥取県918:46:30

3:40:35 メディオフォンド 村上 忠士 Ｃ．Ｌｉｎｋ米子 41 鳥取県928:46:34

4:05:46 メディオフォンド 谷本 祐二 チーム膳 39 鳥取県938:07:14

3:38:12 メディオフォンド 建部 昌弘 パンク ＆ ローゼズ 41 岡山県948:05:45

3:38:16 メディオフォンド 兼元 隆志 パンク ＆ ローゼズ 39 岡山県958:05:44

DNF メディオフォンド 木村 一志 54 鳥取県968:46:36

5:12:15 メディオフォンド 田中 孝幸 ＴＥＡＭ ＣＯＤ 36 兵庫県1068:09:21

5:12:21 メディオフォンド 中村 和暁 ＴＥＡＭ ＣＯＤ 40 兵庫県1078:09:18

5:17:46 メディオフォンド 長田 裕治 ＴＥＡＭ ＣＯＤ 28 兵庫県1088:09:23

5:12:18 メディオフォンド 松坂 佳彦 ＴＥＡＭ ＣＯＤ 30 兵庫県1098:09:20

4:22:54 メディオフォンド 髙田 臣一 ＦＲＥＥ ＳＰＥＥＤ 51 岡山県1118:44:00

4:10:26 メディオフォンド 小山田 光治 中山桜台ＨＣ 60 兵庫県1168:09:44

DNF メディオフォンド 秋山 正博 61 岡山県1179:09:47

5:07:10 メディオフォンド 金光 孝幸 とれぱんだ 37 岡山県1218:05:55

DNF メディオフォンド 中村 敦 チーム ＩＬ ＰＩＲＡＴＡ 47 島根県1228:44:02

3:38:27 メディオフォンド 大友 幹夫 チーム 登るんじゃ－ 50 岡山県1238:15:03

3:48:34 メディオフォンド 井上 勝斗志 ＡＬＴ Ｒａｃｉｎｇ 42 岡山県1278:35:24

4:41:01 メディオフォンド 田村 雄助 29 岡山県1288:21:00

4:14:12 メディオフォンド 薮田 美津男 サイクルクラブ大森 63 岡山県1388:09:41

4:48:57 メディオフォンド 吉本 満 53 岡山県1408:38:04

4:48:57 メディオフォンド 元宗 宏仁 35 岡山県1418:38:07

4:48:59 メディオフォンド 吉田 恵二 56 岡山県1428:38:08

4:17:32 メディオフォンド 東田 貢司 チーム ぐるぐる 42 兵庫県1498:25:58

5:10:42 メディオフォンド 原 正弘 56 兵庫県1508:43:56

3:46:54 メディオフォンド 津田 晃伸 なんだ坂こんな坂 44 岡山県1518:15:01

DNF メディオフォンド 田中 博 41 大阪府1558:43:57

4:36:56 メディオフォンド 小松 雅彦 チームメタミント 40 大阪府1578:21:02

4:42:36 メディオフォンド 佐藤 哲治 千代一工業 重機部 51 岡山県1588:15:05

3:41:13 メディオフォンド 長尾 純一 35 島根県1608:04:10

4:08:16 メディオフォンド 鈴木 徹 六甲アイランドサイクリングクラ 54 大阪府1709:09:13

3:30:45 メディオフォンド 最本 康久 ＲＴ ＫＡＺＥ 37 広島県1798:04:13

3:45:44 メディオフォンド 和智 正明 リョービサイクリング部 45 広島県1809:09:14

4:59:06 メディオフォンド 出川 貴一 チームＩＬ ＰＩＲＡＴＡ 30 島根県1838:44:04

5:01:56 メディオフォンド 岡本 武留 16 岡山県2028:07:16

6:09:43 メディオフォンド 森 高志 35 岡山県2038:15:07

4:24:18 メディオフォンド 清原 充浩 36 広島県2088:23:41

4:35:13 メディオフォンド 定家 一正 ニコニコキッチン 55 岡山県2098:17:45



☆タイム☆ クラス 氏名 所属 年齢 都道府県ｾﾞｯｹﾝ

［奥吉備ステージ］ 平成24年11月11日

-2-スタート時刻

4:41:39 メディオフォンド 妹尾 浩志 西日本ちゃりんこ本舗 47 岡山県2108:04:25

3:48:57 メディオフォンド 大内 誠 ＧＲＥＥＮ ＧＲＯＯＶＥ 48 岡山県2118:07:25

3:24:49 メディオフォンド 井上 健一 サイクルセンター岡山 32 岡山県2188:04:34

6:01:48 メディオフォンド 栗尾 数成 サイクルセンター岡山 31 岡山県2198:04:30

4:15:07 メディオフォンド 前田 直彦 ＦＲＥＥＳＰＥＥＤ 46 岡山県2218:32:47

4:59:45 メディオフォンド 藤岡 強 岡山ダイハツ二輪クラブ 52 岡山県2228:04:19

4:37:03 メディオフォンド 杉野 高宏 岡山ダイハツ二輪クラブ 49 岡山県2238:17:47

DNF メディオフォンド 桐井 茂宏 山岳探検隊 39 岡山県2268:15:03

5:15:51 メディオフォンド 浦田 卓治 40 岡山県2308:38:01

4:56:47 メディオフォンド 河藤 慎二 Ｄａｒｋｓｉｄｅ☆ジャイアン 39 岡山県2318:07:21

3:49:08 メディオフォンド 岡森 孝大 でんじゃらす・ふらいと 34 鳥取県2338:07:23

3:35:04 メディオフォンド 恒次 智 ＦＲＥＥＳＰＥＥＤ 35 岡山県2398:43:55

4:24:47 メディオフォンド 田中 真知子 38 岡山県2508:43:58

4:22:01 メディオフォンド 田門 広樹 レッツイシイサイクル 50 岡山県2518:21:04

4:41:39 メディオフォンド 藤井 耕二 西日本ちゃりんこ本舗 35 岡山県2548:04:23

3:46:42 メディオフォンド 奥坂 晃弘 ＦＲＥＥＳＰＥＥＤ 49 岡山県2558:48:59

3:49:01 メディオフォンド 山谷 修一 グリーングルーヴ 47 岡山県2568:07:27

3:41:16 メディオフォンド 杭田 翔太 チームダックスフンド 25 岡山県2598:28:55

3:24:58 メディオフォンド 片田 政光 42 岡山県2608:05:59

4:23:08 メディオフォンド 蔦谷 健多 やっほー！！！！ 26 岡山県2698:43:59

4:30:58 メディオフォンド 長谷川 泰輔 堀田石油 28 鳥取県2718:46:33


