
夏の中山ロードフェスティバル 平成27年08月02日

周回数 f_タイム 【Ｕ１０】順位 ｾﾞｯｹﾝ T.T
山本 大翔431 4'05.5471

愛媛県自転車連盟　ジュニアク 古川 聖461 4'10.1462
菱川 玲451 4'29.0623
八村 勇聖411 4'29.0934

高知　はしのむ 橋本 サラ421 5'17.4635
ペアラレーシング 吉野 珠季441 5'36.2926

伊藤 峻一401 5'36.9687

周回数 f_タイム 【Ｕ１３】順位 ｾﾞｯｹﾝ T.T
山本 蒼良612 7'23.6151

パルドラミーコ 浜田 大輔672 7'26.9781
高松市サイクルスポーツ少年団 香西 玲良552 7'44.1732

山形 琉晟582 7'36.3813
高知　はしのむ 橋本 ソラ592 8'25.5053

桑原 周平602 7'36.6924
愛媛県自転車連盟　ジュニアク 古川 誉682 8'22.0806
ＦＲＥＥ　ＳＰＥＥＤ 築山 颯汰572 8'28.8888
ペアラレーシング 吉野 麻理亜632 9'36.2929

根石 陽菜乃692 10'00.68010

周回数 f_タイム 【中学生】順位 ｾﾞｯｹﾝ T.T
ニャンコロげ 竹内 成24 12'50.0811
パルドラミーコ 浜田 一朗64 12'51.2592
高松市サイクルスポーツ少年団 香西 高良14 13'21.2113

樋笠 銀児44 13'38.2104
大平 竜太郎54 14'23.4295

周回数 f_タイム 【Ｕ３０】順位 ｾﾞｯｹﾝ T.T
井上 慎太郎738 23'04.7891

サイファ　アスリート クラブ 藤田 裕紀778 23'17.4012
川口 貴大848 23'51.0463

チーム西大寺 堀川 滉太708 24'42.8404
岸本 勇気728 24'11.9324

コベルコ建機ＴＣ 佐々木 均788 25'15.6145
Ｈ、Ｉ、Ａ　Ｒａｃｉｎｇ 足立 将太798 25'49.2326
Ｈ、Ｉ、Ａ　Ｒａｃｉｎｇ 平井 瑠偉808 26'22.3347

浅香 良太858 25'52.2168
ぴっとレーシングチーム 高田 晃平868 26'58.8728
サイファ　アスリート クラブ 辻川 涼兵877 23'07.8779
ｍａｓａｈｉｋｏｍｉｆｕｎｅ．Ｃｏｍ 亀岡 晋也717 24'11.68210

前川 雄介837 23'59.70112
溝原 誠752 5'38.87414

周回数 f_タイム 【Ｕ４０】順位 ｾﾞｯｹﾝ T.T
Ｔｅａｍ Ｄａｃｈｓ-Ｈｕｎｄ 森井 浩明12510 29'32.6161
ＦＲＥＥ　ＳＰＥＥＤ 築山 元樹12310 30'12.0252
Ｔｅａｍ　Ｗａｖｅ 根本 明典12710 30'41.2203

中川 喜夫12610 31'52.4334
ＮＡＳＵ　ＦＡＮ　ＣＬＵＢ 山城 徳朗12910 30'54.4544
ＭＭ．Ｃｏｍ 永安 浩介12410 31'31.3045

濱本 直秀13010 32'01.1965
カヤマレーシング 森江 康貴1289 32'10.2656
ＷＩＬＤ　Ｐｉｇｓ 松浦 正己1226 17'33.5039

鮫島 博士1215 18'55.57510

周回数 f_タイム 【Ｕ５０】順位 ｾﾞｯｹﾝ T.T
大杉走輪　シアヌーク 水田 昌宏18010 29'52.7891
ＰＣＧ　Ｊａｐａｎ 酒井 義輝18510 29'53.6842
チームダックスフンド 小原 好人17910 29'53.6873
チームダックス 藤井 伸昌18810 29'55.2834
ＮＡＳＵ　ＦＡＮ　ＣＵＬＢ 大西 純一17510 29'57.3975
チームダックスフンド 中村 典生18110 30'05.0586
Ｐｕｎｋ　Ｂｒｏｓ 北村 輝夫18410 30'10.3057
ＴＲＡＰ 前田 義範17710 32'34.4598
ｂｉｃｉｎｏｋｏ．Ｃｏｍ 小林 達也17310 32'36.5239
チーム　クロモリ 高崎 英樹17410 32'38.0079
カヤマレーシング 池上 敏雄18610 33'24.93810
ＢＵＣＹＯ　ｃｏｆｆｅｅ．ＣＬＴ 佐々木 恒輔18310 32'52.64411
倉敷運輸自転車部 藤原 俊広1878 31'56.69211
カヤマレーシング 瀬尾 明繁1729 32'06.41013

山本 大助1829 34'19.03714
ペアラレーシング 吉野 勝雄1788 30'11.91515
ＳＯＺＡＮ　ＴＥＡＣＨＥＲＳ 武田 成弘1768 32'45.20717

宮脇 隆1705 16'28.02218



夏の中山ロードフェスティバル 平成27年08月02日

周回数 f_タイム 【Ｕ６０】順位 ｾﾞｯｹﾝ T.T
赤澤 和徳20710 31'37.4931

ＦＯＲＥＳＴ 山岡 幹司20410 31'52.0352
ＨＩＤＥＯ　ＭＡＸ　ＨＥＡＲＴ 山田 修二20510 31'37.5622
ＴＲＡＰ 永井 博之20610 32'51.2673
ＯＮＥ／ＷＤ 宮村 優20110 32'54.0574
桜町2丁目ｗｉｔｈ東山崎町 香西 庸寿20210 35'04.0805
ＳＯＺＡＮ　ＴＥＡＣＨＥＲＳ 重藤 和彦2034 18'13.3257

周回数 f_タイム 【Ｏ６０】順位 ｾﾞｯｹﾝ T.T
西宮 自転車工房 プスプス 益田 幸治2305 19'14.5031
境港朝練 門脇 重仁2315 19'45.4982

周回数 f_タイム 【ウーマン】順位 ｾﾞｯｹﾝ T.T
小林 綾子2505 20'24.8511



夏の中山ロードフェスティバル 平成27年08月02日

周回数 f_タイム ＯＣＫ杯クラスＡ順位 ｾﾞｯｹﾝ

井上 慎太郎737 20'10.6511
Ｔｅａｍ Ｄａｃｈｓ-Ｈｕｎｄ 森井 浩明1257 20'15.6662
チームダックス 藤井 伸昌1887 20'17.5383
ＰＣＧ　Ｊａｐａｎ 酒井 義輝1857 20'18.6264

赤澤 和徳2077 20'18.7865
Ｔｅａｍ　Ｗａｖｅ 根本 明典1277 20'23.8136
チームダックスフンド 小原 好人1797 20'23.8517
ＮＡＳＵ　ＦＡＮ　ＣＵＬＢ 大西 純一1757 20'29.6958
ＦＲＥＥ　ＳＰＥＥＤ 築山 元樹1237 21'08.2909

川口 貴大847 21'17.68910
大杉走輪　シアヌーク 水田 昌宏1807 21'25.41811
サイファ　アスリート クラブ 藤田 裕紀777 21'52.12112

周回数 f_タイム ＯＣＫ杯クラスＢ順位 ｾﾞｯｹﾝ

チームダックスフンド 中村 典生1815 14'38.5171
中川 喜夫1265 14'41.4772

Ｐｕｎｋ　Ｂｒｏｓ 北村 輝夫1845 14'45.4703
ＴＲＡＰ 前田 義範1775 14'50.7514
ＦＯＲＥＳＴ 山岡 幹司2045 14'50.8995
コベルコ建機ＴＣ 佐々木 均785 14'51.8796
チーム西大寺 堀川 滉太705 15'01.9857
Ｈ、Ｉ、Ａ　Ｒａｃｉｎｇ 足立 将太795 15'27.5218
チーム　クロモリ 高崎 英樹1745 15'56.8329
Ｈ、Ｉ、Ａ　Ｒａｃｉｎｇ 平井 瑠偉805 16'27.25110
ＴＲＡＰ 永井 博之2061 3'04.02911

周回数 f_タイム ＯＣＫ杯クラスＣ順位 ｾﾞｯｹﾝ

ＯＮＥ／ＷＤ 宮村 優2014 12'26.2281
ｍａｓａｈｉｋｏｍｉｆｕｎｅ．Ｃｏｍ 亀岡 晋也714 12'26.3532

濱本 直秀1304 12'26.6653
パルドラミーコ 浜田 一朗64 12'28.0864
ニャンコロげ 竹内 成24 12'29.5335
カヤマレーシング 池上 敏雄1864 12'43.3486
サイファ　アスリート クラブ 辻川 涼兵874 12'57.7467
桜町2丁目ｗｉｔｈ東山崎町 香西 庸寿2024 13'16.3168
カヤマレーシング 森江 康貴1284 13'16.5169

樋笠 銀児44 13'55.26010
ぴっとレーシングチーム 高田 晃平864 13'58.92211
倉敷運輸自転車部 藤原 俊広1874 14'34.19812
高松市サイクルスポーツ少年団 香西 高良14 14'34.51213
パルドラミーコ 浜田 大輔674 16'34.50114
高松市サイクルスポーツ少年団 香西 玲良553 12'47.82115
高知　はしのむ 橋本 ソラ593 13'24.89816


