
秋の中山キッズ.ロードレース 平成25年11月04日

周回数 f_タイム順位 ｾﾞｯｹﾝ

ＮＡＳＵ ＦＡＮ ＣＬＵＢ 松井 颯大32 6'53.7031
チーム太田川 竹中 勇登12 7'32.5842

西川 奏22 7'32.8693
渡辺 真央42 8'39.2744

周回数 f_タイム順位 ｾﾞｯｹﾝ

パルドラミーコ 浜田 一朗175 6'47.5261

周回数 f_タイム順位 ｾﾞｯｹﾝ

ナカニシファミリー 中西 美央315 7'34.6101
ＫＳＣ 小林 栞菜324 7'18.2522

周回数 f_タイム順位 ｾﾞｯｹﾝ

淵本 恵也514 5'22.8911
ブラックビーンズ 小林 青空474 5'51.2302

原田 莉子464 6'03.3603
レッドブルー 竹内 大貴504 6'53.5794
レッドブルー 竹内 洸貴493 5'27.1205
チームダックス・田中 田中 琴音523 5'37.5216
チーム太田川 中村 賢心483 5'38.8237

周回数 f_タイム順位 ｾﾞｯｹﾝ

パルドラミーコ 浜田 大輔634 5'36.2011
Ｔｅａｍ Ｒｏｍｐｓ 松浦 隼人644 5'37.8582

石川 魁人574 6'28.1033
末廣 尚613 5'32.2744
末廣 信623 5'41.2945

チームやまもとファミリー 山本 ひな593 6'23.0896

周回数 f_タイム順位 ｾﾞｯｹﾝ

山形 琉晟672 2'51.8071
在本 開智692 3'06.6512
藤本 智仁762 3'09.2393

レッドブルー 竹内 紗希682 3'30.1504
手銭 利玖702 3'41.1965

ＫＳＣ 小林 稀麗662 4'53.3316

周回数 f_タイム順位 ｾﾞｯｹﾝ

田井 和寿772 3'34.6871
ダックスフンド 宰田 晴基782 4'06.3822

周回数 f_タイム順位 ｾﾞｯｹﾝ

ＫＳＣ 鍬野 ほの花861 1'541
チームアンクル 西下 智紀871 2'052

在本 理倖881 3'043

周回数 f_タイム順位 ｾﾞｯｹﾝ

ＴＥＡＭ ＭＡＯ 三宅 真央1011 0:02:321
原田 連1041 0:01:482
綿谷 航汰1051 0:02:203
石川 蓮1061 0:02:234

ＡＭＩＧＯ 倉敷 三宅 千智1071 0:02:475
ＫＳＣ 鍬野 太耀1081 0:02:416
ＫＳＣ 菱川 太壱1101 0:01:497
ＫＳＣ 菱川 珠寿1111 0:02:418

山形 珀人1121 0:02:369
チームやまもとファミリー 山本 はな1131 0:03:3310
ダックスフンド 宰田 裕基1141 0:03:3211
チームダックス・田中 田中 楓月1151 0:02:1512
チームダックス・田中 田中 遼介981 0:02:4513
奥の池キッズ 高井 鉄生991 0:01:4914

難波江 拓歩1001 0:01:5115



秋の中山耐久レース 平成25年11月04日

周回数 タイム １時間耐久総合 順位 ｾﾞｯｹﾝ 【Ｕ３０】

チームケンズ Ａ 川口 貴大12121 1:2'31.1592 1

チーム岡山 イケメンＲＣ 岸本 勇気12720 1:0'18.9366 2

中村 潤12520 1:1'40.6109 3

チーム土田 岩井 宏彰12420 1:2'01.33410 4

ＴＢＣ 樋原 祐司12219 1:0'36.58417 5

チームダックスフンド 溝原 誠11819 1:0'36.76918 6

大江戸捜査網 高田 晃平12319 1:0'52.33519 7

石川 祐也11718 1:1'04.01133 8

チーム西大寺 Ｒｏｍｐｓ 堀川 滉太11618 1:3'34.43142 9

ＮＡＳＵ ＦＡＮ ＣＬＵＢ 松井 颯太12617 1:1'32.33146 10

サイファ アスリート クラブ 藤田 裕紀12017 1:2'12.65948 11

サイファ アスリート クラブ 辻川 涼兵11916 1:3'10.73462 12

周回数 タイム １時間耐久総合 順位 ｾﾞｯｹﾝ 【Ｕ４０】

ダックスフンド 藤井 伸昌17720 1:0'36.2587 1

田井 清之17119 1:0'30.09916 2

阪神内燃工業自転車部 高井 一平18019 1:0'57.47020 3

チーム西大寺Ｂ 山本組 山本 晃司16819 1:0'59.73821 4

クラブ シルベスト 松山 秀輝17319 1:1'32.11522 5

難波江 要18119 1:2'12.51925 6

チームケンズ Ｇ 三木 尚樹17019 1:3'21.28830 7

チームＷＡＶＥ 原田 龍一18218 1:2'00.01036 8

チームケンズ Ｅ 平井 邦晶16918 1:2'13.96537 9

谷 勝真16617 1:0'22.38943 10

ＴＢＣ 尾谷 智行17217 1:0'38.51144 11

カヤマレーシング 森江 康貴17817 1:2'13.01549 12

チームＷａｖｅ 石井 敏文17417 1:2'26.69050 13

カヤマレーシング 楠井 健17917 1:3'09.71653 14

チームＷａｖｅ マッチー軍団 松本 寿夫18316 1:0'23.53455 15

大村 浩之17516 1:1'40.52861 16

ＮＡＳＵ ＦＡＮ ＣＬＵＢ 山城 徳朗1677 0:21'22.39370 17

周回数 タイム １時間耐久総合 順位 ｾﾞｯｹﾝ 【Ｕ５０】

ｔａｃｕｒｉｎｏ．Net 船岡 洋21421 1:2'28.6891 1

チームＷＡＶＥ 藤原 龍治23221 1:2'31.2643 2

チームダックスフンド 小原 好人22621 1:2'31.5714 3

Ｓｏｎｉｃ Ｒａｃｉｎｇ 小野 良太23521 1:3'06.0395 4

チームケンズ Ｉ 西嶋 孝典22220 1:2'02.22011 5

ＳＩＬＢＥＳＴ 小林診療所 倉田 賢一23120 1:2'28.49912 6

ゼイ田 貴要22720 1:2'42.13413 7

チーム Ｗａｖｅ「赤い三角定規」 赤澤 和徳22919 1:0'26.09015 8

チームケンズ Ｅ 北村 隆行21919 1:1'41.13323 9

チームウェーブ(朝マックパラダイ 白石 貴明23319 1:2'12.29924 10

チームケンズ Ａ 小笹 康博21519 1:2'36.30927 11

チームケンズ Ｄ 喜多村 泰寛21819 1:2'45.85328 12

大江戸捜査網 北脇 知己22519 1:2'56.29529 13

Ｐｕｎｋ Ｂｒｏｓ． 北村 輝夫23418 1:0'21.76931 14

チームケンズ Ｃ 真田 祐治21718 1:1'40.90335 15

ＡＭＩＧＯ 倉敷 三宅 孝明21217 1:2'58.04052 16

チームアンクル 西下 純治22817 1:3'27.76354 17

チームケンズ Ｆ 中田 哲男22016 1:0'58.88456 18

山本 大助22316 1:1'05.18657 19

大江戸捜査網 宰田 敬一22416 1:1'17.08659 20

チーム Ｗａｖｅ「赤い三角定規」 松繁 秀昭23015 1:1'04.83663 21

チームケンズ Ｈ 松本 栄治22115 1:3'32.36966 22

パインヒルズ ９０ 西 昭夫2117 0:20'34.81369 23

チームケンズ Ｃ 縄稚 慶典2163 0:10'00.16071 24



秋の中山耐久レース 平成25年11月04日

周回数 タイム １時間耐久総合 順位 ｾﾞｯｹﾝ 【Ｏ５０】

エスペランス・スタージュ我逢人 山田 修二24520 1:1'39.1148 1

三菱電機 Ｚｅｒｏ 金屋 元三25319 1:0'18.99814 2

チームＷａｖｅ マッチー軍団 森分 英樹25619 1:2'33.74426 3

焼鳥 山鳥レーシング 脇坂 佳成24918 1:0'33.89932 4

六甲アイランドサイクリングクラブ 鈴木 徹24418 1:1'33.84634 5

チーム西大寺 師範代 山本 章造24718 1:2'27.74838 6

500ｍｉｌｅ 君家 世嗣24318 1:2'49.69439 7

チーム Ｋ．Ｃ．Ｃ 黒田 昇示24618 1:3'17.12840 8

チームウェーブ(朝マックパラダイ 赤木 敏文25518 1:3'17.54141 9

岡山ダイハツ二輪クラブ 杉野 高宏25117 1:1'32.26945 10

村田 秀樹25417 1:1'56.81847 11

Ｐｕｎｋ Ｂｒｏｓ． 高田 彰俊25717 1:2'55.93951 12

山本 伸介25216 1:1'17.75060 13

岡山ダイハツ二輪クラブ 藤岡 強25015 1:3'16.14964 14

レッドブルー 竹内 豊彦24811 1:2'56.95668 15

周回数 タイム １時間耐久総合 順位 ｾﾞｯｹﾝ 【ウーマン】

カヤマレーシング 根岸 恵美28316 1:1'07.68658 1

チームケンズ Ｈ 松本 仙姫28215 1:3'31.51365 2

植村 真里28411 1:0'26.33067 3



秋の中山耐久レース 平成25年11月04日

周回数 タイム ３時間耐久総合 順位 ｾﾞｯｹﾝ 【２人組】

チーム西大寺 カヤマ 堀田 貴洋 中村 誠30156 3:3'13.7161 1

チーム土田 岩井 宏彰 片岡 利幸30656 3:3'17.4372 2

チーム西大寺Ｂ 山本組 山本 晃司 山本 章造29751 3:0'40.4317 3

ＳＣＳＣ－Ｂ 阿部 晴幾 平田 圭伸30048 3:2'05.89114 4

Ｐｕｎｋ Ｂｒｏｓ． 高田 彰俊 北村 輝夫30547 3:4'12.06818 5

鷲羽レーシング 山本 章男 北嶋 千里29646 3:1'24.49022 6

チームＷａｖｅ 石井 敏文 鈴木 幸一郎30344 3:2'21.92529 7

岡山ダイハツ二輪クラブ 藤岡 強 杉野 高宏30244 3:2'58.18630 8

ＳＣＳＣ－Ｃ 岡本 朋昭 矢野 修二29943 3:2'04.34331 9

カヤマレーシング 森江 康貴 楠井 健30442 3:4'13.07234 10

Ｇｒｕｐｐｅｔｔｏの補欠(笑) 轟木 敏之 延兼 光29838 3:0'46.84139 11

周回数 タイム ３時間耐久総合 順位 ｾﾞｯｹﾝ 【３人組】

チームケンズ Ａ 渋谷 憲司 川口 貴大 小笹 康博32155 3:2'34.2303 1

チームウェーブ(朝マックパラダイ 藤原 龍治 赤木 敏文 白石 貴明32753 3:1'46.2255 2

チーム Ｋ．Ｃ．Ｃ 黒田 昇示 福田 貴之 池辺 貞郎32053 3:3'44.0166 3

ＳＣＳＣ－Ａ 岩本 恵治 神宅 清司 中川 恭一32450 3:2'19.6919 4

大江戸捜査網 宰田 敬一 北脇 知己 高田 晃平32549 3:3'54.52512 5

西日本ちゃりんこ本舗 藤井 耕二 藤井 陽介 妹尾 浩志32647 3:1'01.82715 6

ＴＢＣ 樋原 祐司 尾谷 智行 吉川 悦弘32247 3:4'13.14619 7

ちゅう吉 頼政 弥弘 瀬良 一輝 森久 明幸32346 3:2'01.59525 8

ロードアンドスカイ Ｂ 黒飛 温孝 井上 伸一郎 藤原 弘之31945 3:1'10.54226 9

チーム越後屋（Ｂ） 村田 重雄 大西 慶一郎 前川 徹31843 3:3'56.59232 10

泣き虫ペダル 山崎 貴彦 河本 尚樹 八杉 洋介32941 3:0'51.39635 11

チーム栗山ログ 漆坂 圭輔 末廣 聡之 山本 靖宏32841 3:1'42.28036 12

チーム越後屋（Ａ） 梅谷 光則 松本 和也 木村 真也31740 3:4'04.75038 13

周回数 タイム ３時間耐久総合 順位 ｾﾞｯｹﾝ 【ＭＩＸ】

３人のおじさん 大・中・小 ゼイ田 貴要 藤井 伸昌 宇野 寛子34854 3:3'29.7734 1

サムライとヒカピーと一緒 山城 徳朗 金本 優 日笠 輝彦34049 3:1'22.22010 2

チームケンズ Ｃ 縄稚 慶典 真田 祐治 市川 恵34248 3:1'48.83113 3

チームケンズ Ｂ 桑田 明信 藤村 ちはる 藤村 大吾34147 3:2'36.88716 4

チームＷａｖｅ マッチー軍団 森分 英樹 森分 裕子 松本 寿夫35047 3:3'41.07317 5

チームケンズ Ｅ 北村 隆行 平井 邦晶 松下 恵美34446 3:0'59.88320 6

チームケンズ Ｄ 市川 容行 喜多村 泰寛 井上 博代34346 3:1'28.40223 7

チーム Ｗａｖｅ「赤い三角定規」 赤澤 和徳 松繁 秀昭 草薙 千尋34946 3:1'47.26524 8

チームケンズ Ｇ 三木 尚樹 藤井 みどり34645 3:2'22.94127 9

チームケンズ Ｆ 田原 喜三 田原 綾香 中田 哲男34543 3:4'14.88833 10

チームケンズ Ｈ 松本 栄治 松本 仙姫34741 3:3'44.05037 11

ロードアンドスカイ Ａ 半田 敬二 渡辺 康二 本慶 七恵33938 3:1'22.99340 12

周回数 タイム ３時間耐久総合 順位 ｾﾞｯｹﾝ 【ファミリー】

ナカニシファミリー 中西 一太郎 中西 美央36351 3:4'14.0138 1

三菱電機 Ｚｅｒｏ 金屋 元三 金屋 純一郎 金屋 慶太郎36646 3:1'21.61521 2

チーム太田川 竹中 誠 竹中 凱基 竹中 勇登36444 3:1'08.57028 3

ブラックビーンズ 小林 保雅 小林 青空36237 3:3'59.75041 4

レッドブルー 竹内 智範 竹内 大貴 竹内 洸貴36526 3:4'12.11542 5

Ｓｏｎｉｃ Ｒａｃｉｎｇ 小野 良太 小野 琴美36749 3:2'26.98711 OP
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