
秋の中山キッズ.ロードレース 平成26年11月16日

周回数 f_タイム順位 ｾﾞｯｹﾝ

西川 奏52 7'20.2901
保津川トライアスロン倶楽部 佐々木 工海82 7'22.1032
保津川トライアスロン倶楽部 仲尾 瞭平92 7'22.8403

川元 拓摩42 7'22.9794
保津川トライアスロン倶楽部 高田 玄72 7'23.1555
高松市サイクルスポーツ少年団 香西 高良22 7'23.3596
吉備の中山さいくりんぐ倶楽部 藤森 康太12 7'42.1287

高田 玲102 8'11.4498
高松市サイクルスポーツ少年団 香西 玲良32 8'33.7499

松本 峻62 8'37.70810

周回数 f_タイム順位 ｾﾞｯｹﾝ

吉備の中山さいくりんぐ倶楽部 足羽 宏太155 6'51.6431
瀬戸内中年ちゃりんこ団 矢倉 拓実165 7'07.1202
吉備の中山さいくりんぐ倶楽部 山本 裕規175 7'22.9983

月本 香菜子195 7'47.2114
福川 侑185 7'58.9255
森脇 蓮205 8'09.1906

周回数 f_タイム順位 ｾﾞｯｹﾝ

野村 夏希285 8'23.0861
保津川トライアスロン倶楽部 高田 慶274 7'30.9062

根石 陽菜乃264 7'44.6253
イーブイ調査兵団 二若 真瑚294 7'44.6314

氏家 さくら254 8'18.8265

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414 5'39.5141
高田 智也403 5'43.9622

周回数 f_タイム順位 ｾﾞｯｹﾝ

山形 琉晟554 5'50.2021
川元 大輝564 5'55.8322

瀬戸内中年ちゃりんこ団 矢倉 圭恭584 5'56.1473
藤本家自転車部 藤本 智仁634 5'59.5224

在本 開智604 6'51.6725
高松サイクルスポーツ少年団 熊田 拓登573 5'46.1896
カヤマレーシング 森江 義光623 5'52.3927
Ｒ．Ｋ．Ｔ ＷＩＮＮＥＲ’Ｓ 古田 一颯593 6'24.3548
チームハート 谷川 美智子613 7'02.6169

周回数 f_タイム順位 ｾﾞｯｹﾝ

ダックスフンド 宰田 晴基692 3'38.0871
チームハート 重成 瑞紀682 4'07.1702
はい，景山です 景山 つくし662 4'38.4923

福島 美玖672 5'02.9234

周回数 f_タイム順位 ｾﾞｯｹﾝ

山本 汰駈人832 3'25.3051
難波江 拓歩872 3'53.8502

イーブイ調査兵団 二若 勲海842 3'55.4423
チームナカニシ 中西 玲央822 3'57.1774
三菱電機姫路ＺＥＲＯ Ｋｉｄｓ 有山 怜恩812 4'16.1865

田口 敢太852 4'19.5116
綿谷 航汰882 4'38.9787

ウオサイコマジロウ 駒田 悠真802 4'46.3628
チームハート 谷川 茉美子862 5'19.6959

周回数 f_タイム順位 ｾﾞｯｹﾝ

Ｔｅａｍ Ｔｗｉｎｓ 池田 勝寛971 0:01:591
山形 珀人951 0:02:002

Ｔｅａｍ Ｔｗｉｎｓ 池田 彰寛961 0:02:043
保津川トライアスロン倶楽部 高田 真音1011 0:02:044
ダックスフンド 宰田 裕基1031 0:02:165
がんばれ優ちゃんズ 渋谷 優太朗1081 0:02:236

三宅 真央1051 0:02:267
瀬戸内中年ちゃりんこ団 矢倉 佳治1021 0:02:268

福島 大矢991 0:02:329
西日本ちゃりんこ本舗 藤井 楓1071 0:02:4210
チームハート 重成 千晴1001 0:02:4611
ＡＭＩＧＯ 倉敷 三宅 千智981 0:03:0312
Ｒ．Ｋ．Ｔ ＷＩＮＮＥＲ’Ｓ 古田 楓矢1041 0:03:4913
チームアンクル 西下 智紀1101 0:04:4714



秋の中山耐久レース 平成26年11月16日

周回数 タイム 1H総合 順位 ｾﾞｯｹﾝ 【Ｕ３０】

Ｔｅａｍ Ｇｒｅｅｎ Ｒｏａｄ 中治 綱太1420 1:0'10.5821 1

福谷運輸倶楽部Ｂ 高橋 史仁920 1:1'11.4014 2

チーム西大寺 トワイライトトリオ 堀川 滉太620 1:2'22.0937 3

井上 慎太郎320 1:2'42.4069 4

川口 貴大2020 1:3'13.26510 5

チーム西大寺 カヤマ 岩井 宏彰2519 1:0'19.99512 6

チームダックスフンド 溝原 誠2119 1:0'42.50314 7

広島在住 カモメｓ 高市 宏樹2217 1:0'08.14335 8

エイチビイアイ ランニングクラブ 前田 大輔1117 1:0'59.38237 9

広島在住 カモメｓ 山下 将史2417 1:2'14.40841 10

ａＬｕＭｉＮuＭ 岡本 庄平1217 1:2'43.48843 11

サイファ アスリート クラブ その 辻川 涼兵517 1:3'07.85744 12

今井 宏行216 1:0'14.80348 13

広島在住 カモメｓ 稲鍵 拓人2316 1:1'44.76054 14

吉備の中山さいくりんぐ倶楽部 藤森 健太116 1:3'50.07857 15

パルドラミーコ 浜田 一朗1615 1:0'15.21859 16

福谷運輸倶楽部Ａ 福谷 祥吾815 1:0'17.08260 17

松本 拓也1515 1:2'04.91063 18

エイチビィアイランニングクラブ 猪塚 清孝715 1:2'38.68864 19

福谷運輸倶楽部Ｂ 渡 倫貴1014 1:0'37.21269 20

ａＬｕＭｉＮuＭ 細谷 直紀1314 1:2'44.36670 21

森上 ひかる1914 1:4'18.95571 22

原 健晴413 1:1'30.91072 23

Ｌｅ Ｐｏｉｓｓｏｎ Ｒｏｕｇｅ 中原 颯太1813 1:4'05.52673 24

周回数 タイム 1H総合 順位 ｾﾞｯｹﾝ 【Ｕ４０】

Ｔｅａｍ Ｇｒｅｅｎ Ｒｏａｄ 兼松 大和4320 1:0'31.3502 1

チーム西大寺 トワイライトトリオ 追鳥 貴亨3720 1:2'06.6726 2

柏原 賢宏4420 1:2'41.1518 3

難波江 要4619 1:0'48.68015 4

ＫＣＴ 大西 武史3819 1:0'55.02716 5

チーム西大寺 トワイライトトリオ 山本 晃司3619 1:1'50.01318 6

Ｔｅａｍ Ｇｌａｓｓｋｎｅｅ 伊藤 聖二4219 1:2'10.47221 7

チームハート 重成 憲爾3518 1:3'04.55731 8

高松サイクルスポーツ少年団 熊田 智成3918 1:3'24.51733 9

チームケンズ ９０ 平井 邦晶4718 1:3'41.09334 10

松本 佳洋4117 1:2'34.33542 11

ちゃりら～ 正木 祥益4816 1:0'17.35549 12

エイチビイアイ ランニングクラブ 藤木 好行4016 1:0'56.86250 13

ＣＳＳ自転車競技部 柳生 智3116 1:1'11.60351 14

ＣＳＳ自転車競技部 久間 孝之3216 1:1'36.78253 15

カヤマレーシング 森江 康貴4516 1:1'47.30855 16

ウオサイコマジロウ 駒田 貴則3016 1:3'41.41556 17

石邨 克典3415 1:1'12.03061 18

チーム メリオ 佐藤 隼3315 1:1'52.59062 19

周回数 タイム 1H総合 順位 ｾﾞｯｹﾝ 【Ｕ５０】

岡山ダイハツ二輪クラブ Ｂ 杉野 和宏7020 1:0'46.3153 1

岩浅 道生5319 1:0'33.65813 2

エイチビィアイランニングクラブ 河原 敦5419 1:0'59.54717 3

ビバ✩ヒルクライム 山野 恵一郎6319 1:1'50.97519 4

ＫＣＴ 小林 紀明5519 1:2'09.12520 5

Ｐｕｎｋ Ｂｒｏｓ 北村 輝夫6919 1:2'42.44123 6

チーム西大寺＆ＭＭ．ＣＯＭ 冨久 健太郎7119 1:2'42.70024 7

ＫＣＴ 宮崎 守成5619 1:3'17.52125 8

片田 政光5818 1:0'12.40226 9

チームケンズ １４１ 喜多村 泰寛6718 1:0'16.83727 10



秋の中山耐久レース 平成26年11月16日

Ｌｅ Ｐｏｉｓｓｏｎ Ｒｏｕｇｅ 吉文字 雅樹6618 1:0'33.39728 11

中川 和也5118 1:0'55.13130 12

300 島原 実6218 1:3'19.33632 13

三菱電機姫路ＺＥＲＯ 有山 朋男5217 1:1'21.05238 14

小林 滋人5717 1:2'11.59140 15

チームアンクル 西下 純治6817 1:3'17.55545 16

ＡＭＩＧＯ 倉敷 三宅 孝明5017 1:3'19.98046 17

イーブイ調査兵団 二若 忠廣5916 1:1'14.76152 18

Ｌｅ Ｐｏｉｓｓｏｎ Ｒｏｕｇｅ 中原 由志貴6516 1:4'05.44658 19

長尾 剛臣6415 1:2'42.54565 20

田口 晴仁6015 1:2'49.22866 21

木下 崇6115 1:3'37.60567 22

周回数 タイム 1H総合 順位 ｾﾞｯｹﾝ 【Ｏ５０】

Esperance Stage我逢人・山口 山田 修二8620 1:2'02.9465 1

チーム 金屋 金屋 元三8220 1:3'19.21211 2

ＴＥＡＭ ＬＵＰＰＩ 藤田 浩8119 1:2'10.57122 3

ＯＮＥ/ＷＤ 宮村 優8318 1:0'40.57029 4

タイレル岡山 北嶋 千里8517 1:0'12.24636 5

山陰労災病院ＣＣ 足立 正光8717 1:1'21.65139 6

周回数 タイム 1H総合 順位 ｾﾞｯｹﾝ 【ウーマン】

興陽高校 根岸 恵美9117 1:3'54.40647 1

チームケンズ 女王 市川 恵9015 1:4'03.00568 2



秋の中山耐久レース 平成26年11月16日

周回数 タイム 3H総合 順位 ｾﾞｯｹﾝ 【２人組】

Ｔｅａｍ Ｇｒｅｅｎ Ｒｏａｄ 中治 綱太 兼松 大和11058 3:1'53.6602 1
チームアンクル 難波 徹夫 難波 大輔13552 3:1'40.98113 2
福谷運輸倶楽部Ｂ 高橋 史仁 渡 倫貴10452 3:3'04.63514 3
Ｔｅｑｍ ＷＩＬＬｓ 東工チャリ部Ｏ 福圓 康太 溝原 誠11349 3:1'43.58422 4
ＴＥＡＭ Ｎａｔｕｒａｌ Ｄ 串田 耕作 吉永 寛10649 3:2'52.12924 5
ポリスマン 伊達 雅幸 人見 友馬10548 3:1'08.15926 6

景山 慶太 福島 大治10248 3:3'53.87828 7
乳酸蓄積中 仲尾 博史 佐々木 政治10946 3:3'44.72333 8
ＣＳＳ自転車競技部 柳生 智 久間 孝之10045 3:0'34.00834 9
ＴＥＡＭ ＡＮ 武田 敦史 中井 雅大10343 3:1'21.20542 10
サイファ アスリート クラブ その 辻川 圭 高橋 賢次10143 3:3'46.33145 11
ブラックモーリーズ 伊達 稜 犬飼 陽裕10842 3:2'13.67847 12
ＫＢＴ－Ｃ岡山 本安 真也 木内 健太11242 3:3'47.95148 13
ａＬｕＭｉＮuＭ 岡本 庄平 細谷 直紀10742 3:5'08.13049 14
ＫＢＴ－Ｃ倉敷 安藤 正 山田 隆太郎11141 3:3'09.93350 15
岡山武道館・柔道部 上牧 武史 磯野 隆二11441 3:5'05.39451 16

周回数 タイム 3H総合 順位 ｾﾞｯｹﾝ 【３人組】

チーム西大寺 カヤマ 岩井 宏彰 中村 誠 片岡 利幸15058 3:1'43.2911 1
チーム西大寺 トワイライトトリオ 山本 晃司 追鳥 貴亨 堀川 滉太12456 3:1'17.2653 2
チームケンズ １４９ 小笹 康博 鈴木 達也 渋谷 憲司14356 3:2'00.6914 3
Ｔｅａｍ ＷＩＬＬｓ セクシーじゅん 寺西 茂 栗正 順一 中上 一幸13656 3:3'05.7105 4
ちゅう吉ロード部１．２．３ 頼政 弥弘 山根 康孝 小関 寛13056 3:3'17.5536 5
Ｔｅａｍ ＷＩＬＬｓ ゆるポタ部 小林 栄作 宍戸 建 岡本 直也13754 3:3'56.4348 6
チームケンズ ９０ 平井 邦晶 和泉 直剛 川口 貴大14553 3:0'41.4989 7
ＫＣＴ 小林 紀明 宮崎 守成 大西 武史12553 3:1'16.86610 8
Ｔｅａｍ Ｗｉｌｌｓ ヤング＆オール 西崎 浩一 大家 哉太 細川 貴弘13852 3:0'37.66111 9
チームケンズ １３３ 中野 圭司 田辺 浩二 中田 哲男14452 3:1'17.61612 10
ＴＥＡＭ Ｎａｔｕｒａｌ Ａ 勝田 仁 岡田 良祐 桝本 悟12951 3:0'32.14015 11
ムーンテイル 前中 一正 雑賀 紀晃 木下 章12050 3:0'52.90016 12
チームケンズ １４１ 市川 容行 縄稚 慶典 喜多村 泰寛14250 3:1'09.25517 13
ビバ✩ヒルクライム 山野 恵一郎 平井 春彦 斎藤 良智13250 3:1'48.76318 14
Ｔｅａｍ Ｎａｔｕｒａｌ Ｂ 鶴川 和人 西村 正隆 山川 敏弘12850 3:4'48.10419 15
西日本ちゃりんこ本舗 藤井 耕二 藤井 陽介 妹尾 浩志14149 3:0'50.98520 16
Ｔｅａｍ ＷＩＬＬｓ 今夜も玄兵衛 梶田 教正 小野 道春 宮尾 康明13949 3:0'52.67621 17
岡山ダイハツ二輪 クラブ Ａ 美甘 忠広 杉野 高宏 藤岡 強14749 3:2'00.93323 18
ちゅう吉ロード部壱、弐、参 井上 直樹 佐伯 知明 常國 聖也13449 3:3'55.34325 19
サイファ アスリート クラブ その 波多野 清英 藤井 哲也 斉藤 健12348 3:1'15.35627 20
広島在住 カモメｓ 高市 宏樹 稲鍵 拓人 山下 将史14847 3:2'12.53029 21
ポートライダーズ 川形 遼太 荒川 正尚 木村 佳弘14946 3:0'44.82830 22
ＴＥＡＭ Ｎａｔｕｒａｌ Ｃ 山内 浩二 栗原 秀直 丸子 新12746 3:0'46.64531 23
岡山ダイハツ二輪クラブ Ｂ 杉野 和宏 能井 圭祐 吉井 琢人14645 3:2'17.86636 24
Ｔｅａｍ ＷＩＬＬｓ Ｈ．Ｍ．Ｈ 溝延 禎 服部 康司 橋本 倫宏14045 3:2'20.09837 25
Ｔｅａｍ ＡＮ 柴山 慎吾 安東 陸 田村 篤12245 3:4'00.40938 26
チーム ヒデ 山本 廣戸 晋太郎 赤瀬 真之 山本 秀人12143 3:1'10.58441 27
チーム✩ビアンキ 西川 和孝 安藤 貴義 主井 大13139 3:4'01.07353 28
チーム✩ＯＳＫ 永福 裕一 長谷川 貴久 松田 純一13339 3:4'27.76954 29
ＲＡＣＴ 久安 伸二 村岡 佑志 藤井 良樹12637 3:3'22.83956 30

周回数 タイム 3H総合 順位 ｾﾞｯｹﾝ 【ＭＩＸ】

チームダックスフンド ３Ｋ 北脇 知己 金谷 伸二 金本 優15654 3:3'28.5687 1
福谷運輸倶楽部Ａ 福谷 祥吾 角谷 悠 津村 知花15246 3:2'06.36532 2
Ｔｅａｍ ガチャピン 馬越 寛晃 小林 正明 中山 和恵15543 3:1'47.12943 3
メタボ直行便 本江 昌文 飯尾 信一 井上 亜紀15442 3:0'12.89646 4
サイファ アスリート クラブ その 辻川 涼兵 藤井 泰子 堀 英雄15140 3:3'09.74852 5
Ｔｅｑｍ ＷＩＬＬｓ ﾏﾐｨと仲良し夫 万代 倹二 万代 一美 小野 真由美15739 3:5'09.98455 6
ＪＲ貨物 坪井 もとや 坪井 明美15335 3:5'48.19059 7

周回数 タイム 3H総合 順位 ｾﾞｯｹﾝ 【ファミリー】

保津川トライアスロン倶楽部 佐々木 工海 仲尾 瞭平 高田 玄16345 3:1'36.61435 1
高松市サイクルスポーツ少年団 香西 高良 香西 玲良 香西 令15845 3:4'00.45539 2
チーム 金屋 金屋 元三 金屋 慶太郎16044 3:2'24.31040 3
高松市サイクルスポーツ少年団 川元 範夫 川元 拓摩 川元 大輝15943 3:3'19.12644 4
高松サイクルスポーツ少年団 熊田 智成 熊田 拓登16136 3:1'05.72057 5

福川 侑 月本 香菜子 森脇 蓮16236 3:5'37.16158 6
カヤマレーシング 森江 康貴 森江 義光16434 3:2'02.03860 7


