
秋の中山キッズ.ロードレース 平成27年11月15日

周回数 f_タイム 【小学生チャンピオン】順位 ｾﾞｯｹﾝ

チームフロッグサイクル 瀬戸口 瑛1322 7'08.7011
高松市サイクルスポーツ少年団 中村 夏稀1352 7'22.2242
パルドラミーコ 浜田 大輔1332 7'36.0333
高松市サイクルスポーツ少年団 香西 玲良1302 7'41.4544

桑原 周平1342 7'53.4895
葛原 隼1312 8'03.7856

周回数 f_タイム 【小学６年】順位 ｾﾞｯｹﾝ

室井 太一1215 6'36.0701
岡本 蒼生1245 7'24.0912
隈本 康介1225 7'57.4313
氏家 さくら1234 7'00.1554

周回数 f_タイム 【小学５年】順位 ｾﾞｯｹﾝ

ＣｏｍＰａｎｉｏ ｋｏｂｅ 川畑 有矢1105 6'35.2141
菱川 海咲1115 8'01.2942

周回数 f_タイム 【小学４年】順位 ｾﾞｯｹﾝ

高松市サイクルスポーツ少年団 川元 大輝944 5'21.8191
山形 琉晟964 5'22.6642
太田 煌星904 5'23.4333

ＦＲＥＥ ＳＰＥＥＤ 築山 颯汰924 5'24.8184
美山サイクリングクラブ 藤本 智仁974 5'47.3285

八村 勇聖934 5'53.4786
高松サイクルスポーツ少年団 熊田 拓登954 6'18.1307

下元 皓太913 5'25.7638

周回数 f_タイム 【小学３年】順位 ｾﾞｯｹﾝ

喜多山 将伍744 6'23.7771
えんどう 遠藤 歩704 6'54.1802

菱川 玲724 7'05.0533
なんとかなるさ！ 福島 美玖733 6'46.3324

周回数 f_タイム 【小学２年】順位 ｾﾞｯｹﾝ

山本 汰駈人512 3'11.8551
ナカニシファミリー 中西 玲央502 3'24.9862
カッポＵＰ 難波江 拓歩522 3'26.8083

周回数 f_タイム 【小学１年】順位 ｾﾞｯｹﾝ

煌☆ライダーズ 松山 海司332 2'49.6601
山形 珀人352 3'34.0782

えんどう 遠藤 桜312 3'47.0033
がんばれ優ちゃんズ 渋谷 優太朗362 3'51.4454

下元 彩加302 3'52.0985
ＴＥＡＭ　ＭＡＯ 三宅 真央322 4'01.7896
ふくしまさん 福島 大矢342 4'04.8257

周回数 f_タイム 【キッズＢ】順位 ｾﾞｯｹﾝ

岩田 侑樹61 0:01:351
Ｆａｓｔ　Ｋｉｄ'ｓ 玉川 彩人11 0:01:572
カッポＵＰ 難波江 斗真71 0:02:003
チームハート 重成 千晴31 0:02:044
西日本ちゃりんこ本舗 藤井 楓41 0:02:075

岩田 怜51 0:02:306
ＤＡＮＤＥＬＩＯＮ 村社 春希21 0:02:457

周回数 f_タイム 【キッズＡ】順位 ｾﾞｯｹﾝ

がんばれ俊ちゃんズ 渋谷 俊太朗211 0:01:401
なんとかなるさ！ 福島 大和201 0:02:242



秋の中山耐久レース 平成27年11月15日

周回数 タイム １時間耐久総合 順位 ｾﾞｯｹﾝ 【Ｕ３０】

Ｔｅａｍ　ＷＩＬＬs 細川 貴弘15819 1:0'40.0049 1
Ｈ.Ｉ.Ａ　Ｒａｃｉｎｇ 足立 将太16119 1:2'59.68213 2

福留　康介15619 1:3'04.86414 3
Ｈ.Ｉ.Ａ　Ｒａｃｉｎｇ 平井 瑠偉16218 1:1'06.17518 4
ち～む☆のざき 林 宏明16017 1:0'23.50024 5
肉球茶飯 片岡 紀人15517 1:1'24.83127 6
Ｔｅａｍ　ＷＩＬＬs 宍戸 建15916 1:0'35.88731 7
吉備の中山さいくりんぐ倶楽部 藤森 康太15416 1:2'29.17633 8
高松市サイクルスポーツ少年団 香西 高良15116 1:3'03.66534 9
Ｔｅａｍ　ＷＩＬＬs 國重 尚大15716 1:3'37.30636 10
ＴＡＩＳＥ 野村 価生15014 1:1'24.26941 11

山本 航平15313 1:2'24.09444 12
サイファ　アスリート クラブ 辻川 涼兵1525 0:17'05.64048 13

周回数 タイム １時間耐久総合 順位 ｾﾞｯｹﾝ 【Ｕ４０】

Ｔｅａｍ　ＧｌａｓｓＫｎｅｅ 伊藤 聖二20119 1:0'17.1313 1
ウオズミサイクル 前田 拓也19019 1:0'19.2164 2
カッポＵＰ 難波江 要20019 1:0'20.2145 3
ちゅう吉 頼政 弥弘19619 1:3'29.60015 4

船越 賢一19418 1:0'25.68517 5
チームハート 重成 憲爾19518 1:2'12.40021 6
ＴＥＡＭ　４１０Ｇ 熊田 智成19818 1:3'02.81122 7
Ｔｅａｍ　ＷＩＬＬs 宮尾 康明19916 1:3'30.48735 8

下元 純一19115 1:2'32.89037 9
三浦 清史19315 1:3'27.81039 10
藤原 和博19712 1:2'57.31147 11

周回数 タイム １時間耐久総合 順位 ｾﾞｯｹﾝ 【Ｕ５０】

ＣｏｍＰａｎｉｏ ｋｏｂｅ 川畑 康武25020 1:4'53.9461 1
片田　政光26519 1:0'27.7077 2

カヤマレーシング 黒住 智明26619 1:0'32.3958 3
Ｔｅａｍ　ＷＩＬＬs 中上 一幸26319 1:1'15.24410 4
Ｐｕｎｋ　Ｂｒｏｓ 北村 輝夫26719 1:1'57.18911 5

岩浅 道生25318 0:57'22.00416 6
鋳ｃｈｕ　ｆｒａｉｎ 長尾 剛臣25218 1:1'15.39919 7
チームフロッグサイクル 瀬戸口 健25918 1:3'20.48123 8
スクーデリア三兄弟 小野 年弘25517 1:0'33.33625 9
高松市サイクルスポーツ少年団 川元 範夫25417 1:1'14.86126 10

鎌田 剛26417 1:1'44.13728 11
それいけ！くろまる 景山 慶太26017 1:1'54.69229 12
姫路ＸＸＣＣ 松崎 剛25617 1:2'59.98630 13

永井 幸夫25116 1:1'19.42632 14
福島　大治26115 1:2'54.67238 15
山本 哲也25713 1:2'33.16645 16

周回数 タイム １時間耐久総合 順位 ｾﾞｯｹﾝ 【Ｏ５０】

ＨＩＤＥＯ　ＭＡＸ　ＨＥＡＲＴ 山田 修二31419 1:0'10.0142 1
角谷 明伸31519 1:0'20.5416 2

ＴＥＡＭ　ＬＵＰＰＩ 藤田 浩31019 1:2'57.28212 3
ＯＮＥ／ＷＤ 宮村 優31218 1:1'23.80420 4
なかにしファミリー 中西 啓一31113 1:2'41.55146 5

周回数 タイム １時間耐久総合 順位 ｾﾞｯｹﾝ 【ウーマン】

肉球茶飯 石川　孝子19215 1:4'09.83640 1
ナカニシファミリー 中西 美央35013 1:1'02.34042 2
Ｈ.Ｉ.Ａ　Ｒａｃｉｎｇ 上田 紗希35113 1:1'21.54543 3



秋の中山耐久レース 平成27年11月15日

周回数 タイム ３時間耐久総合 順位 ｾﾞｯｹﾝ 【２人組】

日曜ライド　絶対表彰台 松広 高久 高木 英行38454 3:0'18.7304 1
岡山ダイハツ二輪クラブだ～Ｚ 杉野 和宏 美甘 忠広38754 3:0'47.6305 2
Ｈ.Ｉ.Ａ　Ｒａｃｉｎｇ 足立 将太 平井 瑠偉38652 3:1'40.0976 3
Ｔｅａｍ　Ｎａｔｕｒａｌ　Ａ 鶴川 和人 岡田 良祐39251 3:0'12.1157 4
風がほしい・・・ 河野 亮介 古山 晃大38348 3:3'25.55415 5
Ｔｅａｍ　ＷＩＬＬs 國重 尚大 宍戸 建38948 3:4'02.87216 6
Ｔｅａｍ　Ｎａｔｕｒａｌ　Ｂ 吉永 寛 西村 正隆39347 3:0'55.13718 7
サイファ　アスリート　クラブ 波多野 清英 岡本 真治38147 3:2'45.68019 8
いかんでしょ・・・ 森口 翔太 番匠谷 利彦38246 3:4'03.84023 9

伊達 雅幸 人見 友馬39043 3:0'42.10427 10
サイファ　アスリート クラブ 辻川 圭 川原 一輝38040 3:3'13.90030 11
岩井商会レーシング　３軍 野上 誠38838 3:1'35.49034 12
ＰＯＣ 植木 政弘 筒井 康介39132 3:5'40.12438 13

周回数 タイム ３時間耐久総合 順位 ｾﾞｯｹﾝ 【３人組】

朝マック・チームＰａｒａｄｉｓｏ 新居 志信 藤原 龍治 根本 明典40557 3:2'26.5571 1
ＦＲＥＥ ＳＰＥＥＤ 築山 元樹 恒次 真 今井 章雄40656 3:1'59.4912 2
チームＷａｖｅ　乙島軍団 森分 英樹 赤澤 和徳 福武 泰三40255 3:0'22.5103 3
日曜ライド　俺を表彰台に上げ 細井 隆 坂本 幸信 小島 庄太郎40351 3:3'16.4669 4
Ｔｅａｍ　ＷＩＬＬs 藤川 雅史 藤田 高与昇 小林 栄作41350 3:3'26.29210 5
西日本ちゃりんこ本舗 藤井 耕二 藤井 陽介 大浦 啓輔40748 3:2'02.88412 6
西日本ちゃりんこ本舗 荻原 宏俊 妹尾 浩志 木下 政弥40848 3:3'12.88114 7
Ｔｅａｍ　ＷＩＬＬs 中上 一幸 細川 貴弘 宮尾 康明41247 3:3'06.67720 8
岡山ダイハツ二輪クラブ　三番 杉野 高宏 杉野 遥人 奥山 達也41047 3:3'25.96721 9
サイファ　アスリート クラブ 高橋 賢次 堀 英雄 辻川 涼兵40147 3:4'17.07522 10
ＴＲＣ 沖田 陽一 近藤 隆敦 池田 真仁40445 3:3'32.74426 11
岡山ダイハツ二輪倶楽部　二番 藤岡 強 安藤 武 横山 勝也41143 3:1'40.72028 12
岡山ダイハツ二輪倶楽部　四番 安原 慶佑希 吉井 琢人 能井 圭祐40939 3:1'40.49232 13
ＴＥＡＭ　炭酸水素ナトリウム 田中 正樹 長谷川 武徳 下田 大樹38539 3:3'39.40533 14
シュガーズ 佐藤 葵 山根 崇朗 神末 和哉40036 3:1'55.81636 15

周回数 タイム ３時間耐久総合 順位 ｾﾞｯｹﾝ 【ＭＩＸ】

肉球茶飯 片岡　紀人 大塚 和弘 石川 孝子45050 3:3'37.99111 1
Ｔｅａｍ　ＷＩＬＬs 小野 真由美 西崎 浩一 田鍋 純45148 3:4'03.23117 2
Ｔｅａｍ　ＷＩＬＬs 藤川 智子 溝延 禎 小野 道春45245 3:1'02.04724 3

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】

ＣｏｍＰａｎｉｏ ｋｏｂｅ 川畑 有矢 川畑 康武47051 3:0'37.4018 1
チームフロッグサイクル 瀬戸口 健 瀬戸口 瑛47648 3:2'34.89413 2
高松市サイクルスポーツ少年団 香西 玲良 香西 令47145 3:2'35.32125 3
うま～ずＢ 鈴木 毅典 鈴木 爽馬47441 3:3'04.27429 4
高松市サイクルスポーツ少年団 川元 範夫 川元 大輝47239 3:0'51.98431 5
高松サイクルスポーツ少年団 熊田 智成 熊田 拓登47837 3:0'53.49935 6
それいけ！くろまる 景山 慶太 景山 佐知 福島 大矢47732 3:3'13.03237 7
なんとかなるさ！ 福島 大治 福島 くみこ 福島 美玖47529 3:3'38.79439 8
うま～ずＡ 鈴木 洋子 鈴木 逞馬47328 3:3'03.83640 9


