
真夏の中山ロードフェスティバル 平成26年08月03日

周回数 f_タイム 【Ｕ１０】順位 ｾﾞｯｹﾝ T.T
パルドラミーコ 浜田 大輔81 3'57.2101
ペアラレーシング 吉野 麻理亜11 5'09.6652

小岩 虎ノ介41 5'15.6283
ペアラレーシング 吉野 珠季21 6'17.5904
チーム　ホソタニ 細谷 拓臣31 8'42.1495

周回数 f_タイム 【Ｕ１３】順位 ｾﾞｯｹﾝ T.T
パルドラミーコ 浜田 一朗162 7'20.8341
高松市サイクルスポーツ少年団 香西 高良102 7'42.2892
ハイペース 中津 竜之介132 7'56.0593
高松市サイクルスポーツ少年団 香西 玲良112 8'20.6264

金田 健太郎172 8'56.1375
チーム　ホソタニ 細谷 和也121 8'21.3926

周回数 f_タイム 【Ｕ３０】順位 ｾﾞｯｹﾝ T.T
難波 大輔448 26'10.4201 2'57.312

ＨｉＡ Ｒａｃｉｎｇ 足立 将太318 26'52.8452 3'02.375
チーム　リーゾ 林原 優308 27'01.3953 3'03.055
チームダックスフンド 溝原 誠288 27'07.1404 2'59.824

銅山 隆太438 27'17.8455 3'14.064
岡山大学自転車競技部 瀬尾 優典468 27'18.8306 3'13.616
カヤマレーシングと性獣戦隊ｐｕ 高田 晃平368 28'07.4217 3'02.908
岡山大学自転車競技部 重森 圭介328 28'10.6008 3'03.220

尾上 真広428 28'26.0519 3'59.096
岡山大学自転車競技部 高木 翼348 28'26.85610 3'18.065
岡山大学自転車競技部 中島 啓貴358 28'26.90411
岡山大学自転車競技部 和田 晃一338 28'40.26612 3'08.375
Ｎ．Ｋ．Ｋサイクリング 片岡 紀人218 28'41.50413 3'03.232
岡山大学自転車競技部 小野 真一458 28'49.58914 3'14.296

島田 克司298 29'01.71915
肉球茶飯 福留 信吾208 29'05.43916 3'10.137
サイファ　アスリート クラブ 辻川 涼兵388 29'05.63017
Ｎ．Ｋ．Ｋサイクリング 橘高 有孝227 26'27.11618 3'12.075
岡山大学自転車競技部 椿 伊吹477 26'44.06519 3'10.687
ＹＣＳＣ 竹安 則継417 27'26.98320
ＴＥＡＭジテツウ 中川 健太237 28'23.86921 4'13.470
岡山大学自転車競技部 岩崎 正義377 29'11.31322
ＴＥＡＭジテツウ 堤 清宣247 30'25.26423 4'15.553
岡山商科大学付属高等学校 青陰 昂平266 29'52.86124
岡山商科大学付属高等学校 上月 健274 19'14.25425

周回数 f_タイム 【Ｕ４０】順位 ｾﾞｯｹﾝ T.T
チーム　ダックスフンド 森井 浩明5810 32'19.3111 2'51.030
Ｌｉｆｅ　Ｒｉｄｅ 横山 直人5110 33'02.6032
チーム　リーゾ 畑 将史5910 33'18.5913
Ｔｅａｍ　Ｇｌａｓｓｋｎｅｅ 伊藤 聖二6010 34'37.0334

田中 政徳6110 35'05.0605
チーム　シナノ 岡嶋 隆弘569 32'28.2286 3'21.144
カヤマレーシング 森江 康貴639 33'29.9897
チーム　シナノ 信濃 勇介549 33'38.5968 3'19.987
チーム　シナノ 中村谷 威之579 33'38.6199 3'39.331
姫路山岳会 皆口 享介659 33'42.39510
お幸せ 超 自転車部 佐藤 敬一539 34'35.48511
ＴＥＡＭジテツウ 小橋 正夫509 35'32.18412 5'12.125
チーム　シナノ 村川 高潔552 6'55.196DNF 3'19.274

周回数 f_タイム 【Ｕ５０】順位 ｾﾞｯｹﾝ T.T
チームダックスフンド 小原 好人8110 31'27.6401 3'00.586
ＮＳＡＵ　ＦＡＮ　ＣＵＬＢ 大西 純一9410 32'06.8252
岡山ダイハツ二輪クラブだ～ 杉野 和宏9510 32'18.9113
パインヒルズ’９０ 西村 剛9810 32'56.7054
カヤマレーシング 永瀬 泉9010 33'12.5565
カヤマレーシングと性獣戦隊ｐｕ 北村 輝夫8910 33'37.9376 3'02.364

高橋 由二9710 34'14.9517
光谷 薫8510 34'16.0958 3'03.149

チームクロモリ 高崎 英樹8710 34'18.9309
肉球茶飯 石川 博光7110 34'27.08010 3'09.819
カヤマレーシング 瀬尾 明繁929 31'37.47611 3'03.527

徳村 秀樹809 31'46.86112
川端どさんこ自転車部 岩永 太郎869 32'47.92813

小林 達也939 32'51.62614
チーム　シナノ 細谷 竜也749 33'04.61315 3'17.532
ハイペース 中津 竜二839 33'57.27516

真下 忠久849 34'39.52017
ＴＥＡＭ　ＳＨＩＮＳＥＩ 久保田 年皇969 34'45.88118



真夏の中山ロードフェスティバル 平成26年08月03日

ＣＴいちもくさん 樋口 貢709 34'56.27319
ペアラレーシング 吉野 勝雄739 34'58.91620
チーム　シナノ 二川 博之788 35'43.14521 4'24.431
チーム　シナノ 下谷 譲777 25'27.90622 3'25.834
チーム　シナノ 横井 和夫767 34'22.58723
チーム　シナノ 福井 佳昭753 11'01.35124 4'26.368
肉球茶飯 大塚 和弘721 3'16.78125 3'10.773

周回数 f_タイム 【Ｕ６０】順位 ｾﾞｯｹﾝ T.T
Esperance Stage我逢人 山田 修二1098 27'05.9681
チームＷａｖｅ　乙島軍団 森分 英樹1068 27'06.4382
ＦＯＲＥＳＴ 山岡 幹司1148 27'18.0953
ＯＮＥ/ＷＤ 宮村 優1048 27'35.6284
Ｎ．Ｋ．Ｋサイクリング 延岡 敏喜1028 27'46.5125 3'05.683
グローリー本社工場 藤田 雅人1118 29'52.0956

藤田 淳1018 30'15.1007
三ツ橋 公一1138 30'34.1178
神頭 英行1057 28'02.7969

岡山ダイハツ二輪クラブ 藤岡 強1127 29'45.49510
津下 勝年1086 28'33.74311

周回数 f_タイム 【Ｏ６０】順位 ｾﾞｯｹﾝ T.T
Ｐｏｕｓｓｅ　Ｐｏｕｓｓｅ 益田 幸治1206 24'22.5181

周回数 f_タイム 【ウーマン】順位 ｾﾞｯｹﾝ T.T
チーム　リーゾ 畑 昭音146 26'48.9711
チーム　シナノ 岡 敦子1326 28'46.3672 4'26.538

谷本 好子1305 26'13.6663
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周回数 f_タイム ＯＣＫ杯クラスＡ順位 ｾﾞｯｹﾝ

チームダックスフンド 小原 好人818 25'08.1831
Ｌｉｆｅ　Ｒｉｄｅ 横山 直人518 25'08.2302
チーム　ダックスフンド 森井 浩明588 25'09.4573
Ｔｅａｍ　Ｇｌａｓｓｋｎｅｅ 伊藤 聖二608 25'18.4384

難波 大輔448 25'26.0605
岡山ダイハツ二輪クラブだ～ 杉野 和宏958 25'33.3706
チーム　リーゾ 林原 優308 25'37.2407
チーム　リーゾ 畑 将史598 26'02.9478
ＨｉＡ Ｒａｃｉｎｇ 足立 将太318 26'09.6889
チームＷａｖｅ　乙島軍団 森分 英樹1068 26'57.00010
パインヒルズ’９０ 西村 剛988 26'57.23111
カヤマレーシングと性獣戦隊ｐｕ 高田 晃平368 27'09.27112
カヤマレーシングと性獣戦隊ｐｕ 北村 輝夫898 27'16.26213
ＦＯＲＥＳＴ 山岡 幹司1148 27'30.84114
岡山大学自転車競技部 瀬尾 優典468 27'32.97715

銅山 隆太438 27'33.48516
ＯＮＥ/ＷＤ 宮村 優1048 27'35.18117

田中 政徳618 27'38.81218
光谷 薫858 27'43.14719
尾上 真広428 27'43.50020

肉球茶飯 石川 博光718 27'53.53721
岡山大学自転車競技部 高木 翼348 28'18.17322
カヤマレーシング 永瀬 泉908 28'19.22623
チームクロモリ 高崎 英樹878 28'35.74224
ＮＳＡＵ　ＦＡＮ　ＣＵＬＢ 大西 純一948 29'21.27725
Ｎ．Ｋ．Ｋサイクリング 延岡 敏喜1027 26'22.65226

周回数 f_タイム ＯＣＫ杯クラスＢ順位 ｾﾞｯｹﾝ

ＮＡＳＵ　ＦＡＮ　ＣＬＵＢ 山城 徳朗666 19'02.0061
カヤマレーシング 瀬尾 明繁926 20'29.6302
岡山大学自転車競技部 中島 啓貴356 20'30.0103
肉球茶飯 大塚 和弘726 20'34.7244
カヤマレーシング 森江 康貴636 21'16.0955
岡山大学自転車競技部 椿 伊吹476 21'18.6536
肉球茶飯 福留 信吾206 21'18.9407

小林 達也936 21'20.7638
島田 克司296 21'21.8139

Ｎ．Ｋ．Ｋサイクリング 片岡 紀人216 21'28.26910
岡山大学自転車競技部 和田 晃一336 21'31.41511
川端どさんこ自転車部 岩永 太郎866 21'32.13112
グローリー本社工場 藤田 雅人1116 21'32.25913
岡山大学自転車競技部 小野 真一456 21'42.32514
お幸せ 超 自転車部 佐藤 敬一536 21'57.12415
ＹＣＳＣ 竹安 則継416 21'57.18916

藤田 淳1016 22'05.78117
Ｎ．Ｋ．Ｋサイクリング 橘高 有孝226 22'29.32318

真下 忠久845 19'02.20819
ＴＥＡＭ　ＳＨＩＮＳＥＩ 久保田 年皇965 19'12.25420
ペアラレーシング 吉野 勝雄735 19'13.20521
ハイペース 中津 竜二835 19'15.38922

三ツ橋 公一1135 19'18.89923
チーム　リーゾ 畑 昭音145 19'53.25124
ハイペース 中津 竜之介135 19'53.67125
Ｐｏｕｓｓｅ　Ｐｏｕｓｓｅ 益田 幸治1205 20'14.33126
岡山大学自転車競技部 岩崎 正義375 20'15.85627

神頭 英行1055 20'24.64628
岡山ダイハツ二輪クラブ 藤岡 強1125 20'40.13529
パルドラミーコ 浜田 一朗165 21'10.87930
岡山商科大学付属高等学校 青陰 昂平265 22'12.29331
パルドラミーコ 浜田 大輔85 22'14.58632
岡山商科大学付属高等学校 上月 健274 19'19.63433

津下 勝年1081 4'11.93134
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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

チームダックスフンド8'51.440 501 19414411 1 溝原 誠, 森井 浩明, 小原 好人

Ｈ．Ｉ．Ａ　Ｒａｃｉｎｇ9'08.579 462 17613022 2 林原 優, 足立 将太, 光谷 薫

カヤマレーシングと性獣戦隊ｐｕｎｋｂｒｏ9'08.799 423 15010833 3 高田 晃平, 北村 輝夫, 瀬尾 明繁

島根大学サイクリング部　ＯＢ10'10.472 189 14412644 9 尾上 真広, 銅山 隆太, 難波 大輔

岡山大学自転車競技部9'29.660 345 1309655 5 重森 圭介, 和田 晃一, 高木 翼

チーム　シナノ　Ａ10'00.405 228 12410277 8 信濃 勇介, 村川 高潔, 岡嶋 隆弘

Ｎ．Ｋ．Ｋサイクリング9'20.990 384 1228466 4 片岡 紀人, 橘高 有孝, 延岡 敏喜

岡山大学自転車競技部Ｂチーム9'38.599 267 1047888 7 小野 真一, 瀬尾 優典, 椿 伊吹

チーム　シナノ　Ｃ1001001010 二川 博之, 岡 敦子, 山中 しおり

肉球茶飯9'30.729 306 845499 6 福留 信吾, 石川 博光, 大塚 和弘

チーム　シナノ　Ｂ10'22.697 1410 78641111 10 中村谷 威之, 細谷 竜也, 下谷 譲

チームＷａｖｅ　乙島軍団73731212 福武 泰三, 森分 英樹, 赤澤 和徳

カヤマレーシング65651313 難波 泰朗, 永瀬 泉, 堀田 貴洋

ＴＥＡＭジテツウ13'41.148 1011 54441414 11 中川 健太, 堤 清宣, 小橋 正夫


