
真夏の中山ロードフェスティバル 平成25年08月11日

周回数 f_タイム順位 ｾﾞｯｹﾝ

赤木 優瑠251 4'04.9011
高松市サイクルスポーツ少年団 香西 玲良221 4'11.1202
ナカガワＡＳ’Ｋデザイン 石谷 果菜波241 5'01.4683

吉田 樹一231 5'40.3244
高松サイクルスポーツ少年団 熊田 拓登261 5'59.6455

周回数 f_タイム順位 ｾﾞｯｹﾝ

ＮＡＳＵ ＦＡＮ ＣＬＵＢ 松井 颯大402 6'49.9071 ＯＣＫ杯クラ
ＴＥＡＭ ＵＰ！ＵＰ！ 大倉 滉生382 6'51.9912
ナカガワＡＳ’Ｋデザイン 石谷 心路392 6'52.2093

赤木 咲哉412 8'04.3414
高松市サイクルスポーツ少年団 香西 高良372 8'30.1215 ＯＣＫ杯クラ

周回数 f_タイム順位 ｾﾞｯｹﾝ

福島 雄二797 23'03.0361
ＴＥＡＭ Ｎａｔｕｒａｌ 鶴川 和人787 23'03.2142
チームＷａｖｅ 森分 英樹777 23'03.4113 ＯＣＫ杯クラ
Ｔｅａｍ 西大寺 山本 章造847 23'03.4744
ＴＥＡＭ ＬＵＰＰＩ 藤田 浩757 23'14.1695
ＯＮＥ/ＷＤ 宮村 優817 24'45.1866 ＯＣＫ杯クラ

難波 徹夫826 23'38.5307 ＯＣＫ杯クラ
岡山ダイハツ２輪クラブ 藤岡 強836 25'24.0888 ＯＣＫ杯クラ

水内 隆朗726 25'59.0549 ＯＣＫ杯クラ
二見 毅766 26'26.60310 ＯＣＫ杯クラ

周回数 f_タイム順位 ｾﾞｯｹﾝ

寅壱 ＮＯＺＡＫＩ 高橋 泰夫14110 29'14.0151 ＯＣＫ杯クラ
チームＷａｖｅ 赤澤 和徳12110 29'22.8022 ＯＣＫ杯クラ
ダックスフンド 小原 好人13210 30'30.0243 ＯＣＫ杯クラ
Ｘ－ＲＩＤＥＲ ｼｱﾇｰｸ 水田 昌宏13910 30'37.5204
チームＷＡＶＥ 福武 泰三12210 30'38.2635 ＯＣＫ杯クラ
Ｔｙｒｅｌｌ－Ｋａｇａｗａ 山田 正人14010 30'39.7746 ＯＣＫ杯クラ
Ｂダッシュ 赤木 伸行12310 30'40.0687 ＯＣＫ杯クラ
カヤマレーシング 黒住 智明13510 30'52.4158 ＯＣＫ杯クラ
チーム西大寺＆官能サドル 冨久 健太郎14310 30'53.5539 ＯＣＫ杯クラ
チームダックスフンド 中村 典生13110 31'14.75210
桜町2丁目ｗｉｔｈ東山崎町 香西 庸寿12610 32'41.67311 ＯＣＫ杯クラ

高崎 英樹1249 29'26.61012 ＯＣＫ杯クラ
中川 和也1199 30'20.56413 ＯＣＫ杯クラ
片田 政光1279 30'20.56714 ＯＣＫ杯クラ

チームウェーブ 平松 慎一郎1339 30'38.55215 ＯＣＫ杯クラ
ＴＥＡＭ Ｎａｔｕｒａｌ 串田 耕作1379 30'52.91816 ＯＣＫ杯クラ
Ｐｕｎｋ Ｂｒｏｓ． 北村 輝夫1289 31'35.48717 ＯＣＫ杯クラ
カヤマレーシング 瀬尾 明繁1429 31'45.34518 ＯＣＫ杯クラ

藤本 康生1349 32'38.28419 ＯＣＫ杯クラ
ＦＯＲＥＳＴ 山岡 幹司1389 32'48.71020 ＯＣＫ杯クラ
岡山ダイハツ２輪クラブ 杉野 高宏1369 32'53.99321 ＯＣＫ杯クラ
バルバクラブ 朝来野 靖1258 29'56.87422 ＯＣＫ杯クラ
鳥彰レーシング 村上 孝徳1208 30'35.41723 ＯＣＫ杯クラ
ダックスフンド 宰田 敬一1178 32'01.81224 ＯＣＫ杯クラ
チームチハル 緒方 千治1468 32'58.27325 ＯＣＫ杯クラ
Ｎａｔｕｒａｌ 勝田 仁1295 14'47.804DNF ＯＣＫ杯クラ
Ｂ－ａｅｇｅｉｎｇ 神村 大祐1305 14'51.778DNF ＯＣＫ杯クラ

周回数 f_タイム順位 ｾﾞｯｹﾝ

梶谷 明直17510 29'59.7881 ＯＣＫ杯クラ
Ｄａｃｈｓ Ｄｒｉｎｋｉｎｇ Ｔｅａｍ 森井 浩明17110 29'59.9082 ＯＣＫ杯クラ
ダックスフンド 藤井 伸昌17710 30'00.0463 ＯＣＫ杯クラ
ＮＡＳＵ ＦＡＮ ＣＬＵＢ 山城 徳朗17810 30'23.0934 ＯＣＫ杯クラ
ＨＲＴ 藤村 剛17010 31'01.1245 ＯＣＫ杯クラ
チームＷＡＶＥ 桐井 茂宏16810 31'01.1266 ＯＣＫ杯クラ
ＴＥＡＭ ４１０Ｇ 今井 和夫18010 32'17.8987 ＯＣＫ杯クラ
カヤマレーシング 難波 泰朗17310 32'46.5048 ＯＣＫ杯クラ
鳥彰レーシング 池田 慎太郎16710 33'16.2799 ＯＣＫ杯クラ
カヤマレーシング 荻野 泰彦17410 33'24.89910 ＯＣＫ杯クラ
ＴＥＡＭ ４１０Ｇ 熊田 智成1839 30'32.53611 ＯＣＫ杯クラ
翔輪 中村 赴史1829 31'08.94412 ＯＣＫ杯クラ
カヤマレーシング 森江 康貴1799 31'12.22613 ＯＣＫ杯クラ
カヤマレーシング 楠井 健1849 31'14.05014 ＯＣＫ杯クラ
マーズ 衣笠 健一1699 31'44.21315 ＯＣＫ杯クラ

秦野 裕史1818 30'45.37816 ＯＣＫ杯クラ

周回数 f_タイム順位 ｾﾞｯｹﾝ

川口 貴大2428 23'51.1121 ＯＣＫ杯クラ
小野工業高校 野外活動部 横田 大輝2348 24'19.8182 ＯＣＫ杯クラ
島根大学サイクリング部 銅山 隆太2488 24'20.4783 ＯＣＫ杯クラ
チーム西大寺 川崎 卓治2378 24'35.2134 ＯＣＫ杯クラ



真夏の中山ロードフェスティバル 平成25年08月11日

島根大学サイクリング部 飯田 直紀2478 24'55.2945 ＯＣＫ杯クラ
島根大学サイクリング部 福武 克則2468 25'50.0756 ＯＣＫ杯クラ
マーズ 足立 将太2308 26'10.3257 ＯＣＫ杯クラ
ｂｉｃｉｎｏｋｏ．Ｃｏｍ 松本 祐太2328 26'18.5808 ＯＣＫ杯クラ
チームダックスフンド 杭田 翔太2388 26'43.6049 ＯＣＫ杯クラ
島根大学サイクリング部ＯＢ会 中村 博人2448 26'43.86010 ＯＣＫ杯クラ
島根大学サイクリング部ＯＢ会 北原 渡2458 26'46.02911 ＯＣＫ杯クラ
島根大学サイクリング部ＯＢ会 中森 薫2438 27'07.82312 ＯＣＫ杯クラ
Ｔｅａｍ ＰＯＬＰＯ 道見 和夫2288 27'43.59713 ＯＣＫ杯クラ
Ｐｕｎｋ Ｂｒｏｓ． 高田 晃平2337 23'55.74814 ＯＣＫ杯クラ
Ｔｅａｍ ＰＯＬＰＯ 道見 優太2277 24'10.61915 ＯＣＫ杯クラ
チーム西大寺 堀川 滉太2297 24'39.94216 ＯＣＫ杯クラ
小野工業高校 野外活動部 多田 裕貴2357 25'01.37317 ＯＣＫ杯クラ
岡山大学自転車競技部 川原田 康平2407 26'22.50918 ＯＣＫ杯クラ
岡山大学自転車競技部 小野 真一2417 26'22.64819 ＯＣＫ杯クラ
小野工業高校 野外活動部 小山 和明2367 27'30.24820 ＯＣＫ杯クラ
マーズ 坂田 勝昭2316 24'00.79021 ＯＣＫ杯クラ
サイファ アスリートクラブ 藤田 裕紀2396 24'25.57922 ＯＣＫ杯クラ

周回数 f_タイム順位 ｾﾞｯｹﾝ

久山 桃代576 27'17.3881



真夏の中山ロードフェスティバル 平成25年08月11日

TTタイム ｾﾞｯｹﾝ

チームＷＡＶＥ 乙島軍団 福武 泰三1222'36.623
チームＷＡＶＥ 乙島軍団 森分 英樹772'37.635
チームＷＡＶＥ 乙島軍団 赤澤 和徳1212'38.486
ＤＡＣＨＳ ＢＵＳＨＩＤＯ 藤井 伸昌1772'40.749
ＤＡＣＨＳ ＢＵＳＨＩＤＯ 山城 徳朗1782'41.664
島根大学サイクリング部 銅山 隆太2482'42.713
島根大学サイクリング部 福武 克則2462'43.211
島根大学サイクリング部 飯田 直紀2472'44.002
カヤマレーシング-smiley- 難波 泰朗1732'46.669
島根大学サイクリング部ＯＢ会 中森 薫2432'47.556
島根大学サイクリング部ＯＢ会 北原 渡2452'47.949
カヤマレーシング-smiley- 黒住 智明1352'48.235
ＤＡＣＨＳ ＢＵＳＨＩＤＯ 杭田 翔太2382'48.239
カヤマレーシング-smiley- 荻野 泰彦1742'49.868
島根大学サイクリング部ＯＢ会 中村 博人2442'50.185
マーズ 足立 将太2302'50.365
ＢＮＰ 神村 大祐1302'52.874
ＢＮＰ 勝田 仁1292'53.344
５０代トリオ”福・金・鶴”ってめで 福島 雄二792'53.594
ＢＮＰ 北村 輝夫1282'53.626
５０代トリオ”福・金・鶴”ってめで 鶴川 和人782'53.686
小野工業高校 野外活動部 横田 大輝2342'57.075
じぇじぇ！中学１年生選抜 松本 祐太2322'59.846
じぇじぇ！中学１年生選抜 堀川 滉太2293'00.168
小野工業高校 野外活動部 小山 和明2363'00.303
じぇじぇ！中学１年生選抜 道見 優太2273'01.077
小野工業高校 野外活動部 多田 裕貴2353'03.188
５０代トリオ”福・金・鶴”ってめで 金瀬 紀彦803'05.506
マーズ 坂田 勝昭2313'11.173
マーズ 衣笠 健一1693'11.589



真夏の中山ロードフェスティバル 平成25年08月11日

周回数 f_タイム順位 ｾﾞｯｹﾝ

寅壱 ＮＯＺＡＫＩ 高橋 泰夫1418 23'07.3831
ダックスフンド 藤井 伸昌1778 23'16.4182
チームＷａｖｅ 赤澤 和徳1218 23'22.5113

川口 貴大2428 23'27.5474
ＮＡＳＵ ＦＡＮ ＣＬＵＢ 山城 徳朗1788 23'55.2205
ダックスフンド 小原 好人1328 24'02.3856
ＨＲＴ 藤村 剛1708 24'02.9057
チーム西大寺 川崎 卓治2378 24'19.0078
島根大学サイクリング部 銅山 隆太2488 24'35.0779
小野工業高校 野外活動部 横田 大輝2348 24'40.47110
島根大学サイクリング部 飯田 直紀2478 24'41.16511
Ｔｙｒｅｌｌ－Ｋａｇａｗａ 山田 正人1408 24'42.32012
チームＷＡＶＥ 桐井 茂宏1688 24'42.44513
チームＷＡＶＥ 福武 泰三1228 25'00.62114
Ｂダッシュ 赤木 伸行1238 25'00.87215

梶谷 明直1758 25'11.65516
Ｄａｃｈｓ Ｄｒｉｎｋｉｎｇ Ｔｅａｍ 森井 浩明1718 25'17.74517
カヤマレーシング 黒住 智明1358 25'57.38818
チーム西大寺＆官能サドル 冨久 健太郎1437 23'48.19219
チームＷａｖｅ 森分 英樹777 23'48.55020
ＯＮＥ/ＷＤ 宮村 優817 23'50.49121
島根大学サイクリング部 福武 克則2467 23'56.06722



真夏の中山ロードフェスティバル 平成25年08月11日

周回数 f_タイム順位 ｾﾞｯｹﾝ

マーズ 足立 将太2306 18'14.2511
カヤマレーシング 難波 泰朗1736 18'14.5732
ｂｉｃｉｎｏｋｏ．Ｃｏｍ 松本 祐太2326 18'14.6283
ＴＥＡＭ ４１０Ｇ 今井 和夫1806 18'16.0224

高崎 英樹1246 18'18.4585
Ｐｕｎｋ Ｂｒｏｓ． 北村 輝夫1286 18'18.8016
Ｐｕｎｋ Ｂｒｏｓ． 高田 晃平2336 18'20.8327
ＴＥＡＭ ４１０Ｇ 熊田 智成1836 18'56.5258
桜町2丁目ｗｉｔｈ東山崎町 香西 庸寿1266 19'12.6579

片田 政光1276 19'14.73710
カヤマレーシング 森江 康貴1796 19'26.61111
チームウェーブ 平松 慎一郎1336 19'27.34812
鳥彰レーシング 池田 慎太郎1676 19'42.23313
岡山ダイハツ２輪クラブ 杉野 高宏1366 19'43.53614
島根大学サイクリング部ＯＢ会 北原 渡2456 19'48.64315
ＦＯＲＥＳＴ 山岡 幹司1386 19'53.70816
Ｔｅａｍ ＰＯＬＰＯ 道見 和夫2286 19'54.09017
チーム西大寺 堀川 滉太2296 20'08.22818
Ｔｅａｍ ＰＯＬＰＯ 道見 優太2276 20'08.85319
ＴＥＡＭ Ｎａｔｕｒａｌ 串田 耕作1376 20'08.93320
カヤマレーシング 瀬尾 明繁1426 20'10.40321
カヤマレーシング 荻野 泰彦1746 20'11.26722
翔輪 中村 赴史1826 20'21.83823
小野工業高校 野外活動部 多田 裕貴2356 20'43.94024
ＮＡＳＵ ＦＡＮ ＣＬＵＢ 松井 颯大406 21'01.74325
岡山大学自転車競技部 川原田 康平2406 21'21.37626
ダックスフンド 宰田 敬一1176 21'28.54127

藤本 康生1346 21'28.85328
サイファ アスリートクラブ 藤田 裕紀2396 21'48.10529
バルバクラブ 朝来野 靖1256 21'53.67330
鳥彰レーシング 村上 孝徳1205 18'36.90731
小野工業高校 野外活動部 小山 和明2365 18'50.34032

難波 徹夫825 18'56.80633
チームチハル 緒方 千治1465 19'15.63334
岡山大学自転車競技部 小野 真一2415 20'27.60135
島根大学サイクリング部ＯＢ会 中森 薫2435 20'50.12536
島根大学サイクリング部ＯＢ会 中村 博人2445 20'54.31137
岡山ダイハツ２輪クラブ 藤岡 強835 21'22.15738
カヤマレーシング 楠井 健1844 13'16.55239

水内 隆朗724 18'15.19240
高松市サイクルスポーツ少年団 香西 高良374 19'24.28841
チームダックスフンド 杭田 翔太2383 9'06.08742



2013/08/11真夏の中山ロードフェスティバル

ポイントタイムトライアル

チーム対抗 -1-

タイム順位 チーム総合 順位総合 ＴＴ ロード 合計

チームＷＡＶＥ 乙島軍団7'52.744 501 18613611 1 森分 英樹, 赤澤 和徳, 福武 泰三

島根大学サイクリング部8'09.926 462 17412822 2 福武 克則, 飯田 直紀, 銅山 隆太

ＤＡＣＨＳ ＢＵＳＨＩＤＯ8'10.652 423 16612433 3 藤井 伸昌, 山城 徳朗, 杭田 翔太

５０代トリオ”福・金・鶴”ってめでたいや8'52.786 267 15012444 7 鶴川 和人, 福島 雄二, 金瀬 紀彦

カヤマレーシング-smiley-8'24.772 384 14210455 4 黒住 智明, 難波 泰朗, 荻野 泰彦

島根大学サイクリング部ＯＢ会8'25.690 345 1249066 5 中森 薫, 中村 博人, 北原 渡

小野工業高校 野外活動部9'00.566 228 1007877 8 横田 大輝, 多田 裕貴, 小山 和明

じぇじぇ！中学１年生選抜9'01.091 189 967888 9 道見 優太, 堀川 滉太, 松本 祐太

マーズ9'13.127 1410 847099 10 衣笠 健一, 足立 将太, 坂田 勝昭

ＢＮＰ8'39.844 306 50201010 6 北村 輝夫, 勝田 仁, 神村 大祐


