
2013 吉備高原MTB大会 平成25年04月21日

周回数 タイム 【ＸＣ男子一般ビギナー】順位 ｾﾞｯｹﾝ

ＦＲＥＥ　ＳＰＥＥＤ永安 浩介640:26:14 岡山県 36才1 4
チームゴジャーズ島村 秀明660:29:02 岡山県 41才2 4
ダックスフンド沖田 陽一610:29:19 岡山県 29才3 4
ＴＥＡＭ　Ｎａｔｕｒａｌ串田 耕作650:29:38 岡山県 46才4 4
チームオレンジ中山 雅晶620:30:42 岡山県 45才5 4

原田 孝明600:26:39 大阪府 36才6 3
岸本 直樹630:31:06 岡山県 29才7 3

周回数 タイム 【ＸＣ男子一般ノービス】順位 ｾﾞｯｹﾝ

Ｓｏｎｉｃ－Ｒａｃｉｎｇ川口 幸之助530:34:12 兵庫県 12才1 6
マウンテン☆ボテト藤原 隆520:34:35 広島県 42才2 6

畠中　秀彰3000:36:01 岡山県 41才3 6
チームＡＶＥＬ/山の駅若林 信540:36:10 大阪府 37才4 6
Ｔｅａｍ　サザンクロス兼光 一之410:37:45 広島県 37才5 6
Ｐｕｎｋ　Ｂｒｏｓ．高田 晃平510:38:33 岡山県 24才6 6
ＨＩＺＡＫＯＺＯ宮原 英靖440:34:53 島根県 44才7 5
岡山フライングタートルズ大原 徹也500:35:15 岡山県 36才8 5
酒だけ男塾西尾 敬介470:35:35 山口県 34才9 5
ＴＥＡＭ　Ｐ－ＯＮ木村 潤一郎490:35:35 鳥取県 50才10 5
チームダックスフンド・田中家田中 義晃420:36:31 岡山県 35才11 5
ＨＩＺＡＫＯＺＯ田中 良樹460:37:34 広島県 30才12 5
Ｂｌｕｅ　３清岡 歩430:38:10 高知県 34才13 5
Ｐｕｆｆ　Ｓｐｅｅｄ　自転車部西尾 裕司400:39:18 鳥取県 43才14 5
ＴＡＧＵＣＨＩレーシング青木 善裕480:40:02 岡山県 45才15 5
Ｓｏｎｉｃ－Ｒａｃｉｎｇ小野　彩550:41:46 兵庫県 12才16 5

周回数 タイム 【中学生】順位 ｾﾞｯｹﾝ

Ｓｏｎｉｃ－Ｒａｃｉｎｇ川口 幸之助710:18:17 兵庫県 12才1 3
ＳｈｏＬｏｗ’ｓ河本 悠希700:25:44 鳥取県 13才2 3

周回数 タイム 【小学４年生】順位 ｾﾞｯｹﾝ

古里 翔900:07:04 兵庫県 9才1 1

周回数 タイム 【小学３年生】順位 ｾﾞｯｹﾝ

赤木優瑠1010:08:29 岡山県 8才1 1
Ｔｅａｍ　サザンクロス兼光 菜花1000:11:34 広島県 8才2 1

周回数 タイム 【小学２年生】順位 ｾﾞｯｹﾝ

菖蒲谷キッズ遠藤 紘介1110:02:19 岡山県 7才1 2
廣田 汰也1120:02:24 広島県 7才2 2

吉備高原手銭 利玖1130:03:06 岡山県 7才3 2
Ｃ-Ｌｉｎｋ米子　どい歯科ＴＣ光谷 友希1100:03:32 鳥取県 7才4 2

周回数 タイム 【小学１年生】順位 ｾﾞｯｹﾝ

Ｔｅａｍ　サザンクロス兼光 柚希1200:03:04 広島県 6才1 2
吉備高原佐藤 範士郎1220:03:39 岡山県 6才2 2
ダックスフンド宰田 晴基1210:05:33 岡山県 6才3 1

周回数 タイム 【未就学児】順位 ｾﾞｯｹﾝ

赤木壮羽1350:01:27 岡山県 5才1 1
原田 音輔1300:01:36 大阪府 5才2 1

チームダックスフンド・田中家田中 楓月1320:01:57 岡山県 5才3 1
ダックスフンド宰田 裕基1310:03:16 岡山県 4才4 1
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