
第４回中山ロードフェスティバル 平成28年05月08日

周回数 f_タイム 【未就学】順位 ｾﾞｯｹﾝ

岩田 怜夕31 0:01:471
ＯＣＦ 宇埜 遼太郎11 0:01:492
なかよし保育園くま組 本井 孜弥21 0:02:193

周回数 f_タイム 【小学１年生】順位 ｾﾞｯｹﾝ

岩田 侑樹132 3'06.9751
チームダックスフンド 田中 遼介122 3'40.6412

畠中 湊人112 4'44.7673

周回数 f_タイム 【小学２年生】順位 ｾﾞｯｹﾝ

Ｌｉｎｘ　Ｃｙｃｌｅ 武西 憲進172 2'49.5501
山形 珀人162 3'30.5442
武田 桃典181 3'21.3693

周回数 f_タイム 【小学３年生】順位 ｾﾞｯｹﾝ

高松市サイクルスポーツ少年団 幸野 愛永264 6'13.6891
安藤 優作254 6'35.2392

チームダックスフンド 田中 楓月244 6'40.5693
うっきー☆ 植月 咲良314 6'59.7554
Ｔｅａｍ　ＵＰ！ＵＰ！ 大倉 慶太214 7'00.5695

中村 匠之介233 5'33.1386
二若 勲海223 5'45.9217

周回数 f_タイム 【小学４年生】順位 ｾﾞｯｹﾝ

ＯＣＦ 松山 海司334 5'27.1961
喜多山 将伍354 5'38.2942

Ｔｈｅ Ｗｏｎｄｅｒｉｎｇ Ｗｈｅｅｌｅｒｓ 藤本 当真324 5'52.4713
若林 宗太郎344 6'40.5984

周回数 f_タイム 【小学５年生】順位 ｾﾞｯｹﾝ

山形 琉晟422 7'44.2161 ＯＣＫ杯クラスＣ
ＦＲＥＥ　ＳＰＥＥＤ 築山 颯汰442 7'48.5342 ＯＣＫ杯クラスＣ

山本 大翔142 7'50.0603 ＯＣＫ杯クラスＣ
うっきー☆ 植月 悠登432 8'19.1574 ＯＣＫ杯クラスＣ
高松市サイクルスポーツ少年団 熊田 拓登452 9'52.1295 ＯＣＫ杯クラスＣ

周回数 f_タイム 【小学６年生】順位 ｾﾞｯｹﾝ

高松市サイクルスポーツ少年団 香西 玲良512 7'01.6511 ＯＣＫ杯クラスＣ
山本 蒼良152 7'02.1242 ＯＣＫ杯クラスＣ

パルドラミーコ 浜田 大輔542 7'07.3163 ＯＣＫ杯クラスＣ
チームナギ 松原 凪飛532 7'08.4154 ＯＣＫ杯クラスＣ
愛媛県自転車競技連盟　ＪＣ 竹内 奨吾522 7'24.6145 ＯＣＫ杯クラスＣ

周回数 f_タイム 【中学生】順位 ｾﾞｯｹﾝ

高松市サイクルスポーツ少年団 竹内 成594 12'40.0691 ＯＣＫ杯クラスＣ
髙田 玲634 12'40.5942 ＯＣＫ杯クラスＣ

パルドラミーコ 浜田 一朗644 12'44.4833 ＯＣＫ杯クラスＣ
吉備の中山さいくりんぐ倶楽部 藤森 康太614 12'58.3104 ＯＣＫ杯クラスＣ
高松市サイクルスポーツ少年団 香西 高良584 13'08.2155 ＯＣＫ杯クラスＣ

桑原 周平654 14'19.4286 ＯＣＫ杯クラスＣ
吉備の中山さいくりんぐ倶楽部Y 河本 裕規604 14'49.7597 ＯＣＫ杯クラスＣ

葛原 隼624 14'50.6868 ＯＣＫ杯クラスＣ

周回数 f_タイム 【ウーマン】順位 ｾﾞｯｹﾝ

チームダックスフンド 浜崎 梓554 14'53.2651 ＯＣＫ杯クラスＣ
小林 綾子734 15'45.9712 ＯＣＫ杯クラスＣ

Ｔｈｅ Ｗｏｎｄｅｒｉｎｇ Ｗｈｅｅｌｅｒｓ 二若 那月723 15'55.3983 ＯＣＫ杯クラスＣ

周回数 f_タイム 【Ｏ５０】順位 ｾﾞｯｹﾝ

ＯＮＥ／ＷＤ 宮村 優837 22'31.3561 ＯＣＫ杯クラスＡ
ＦＯＲＥＳＴ 山岡 幹司857 22'31.8952 ＯＣＫ杯クラスＡ
高松市サイクルスポーツ中年団 幸野 利彦897 23'14.6323 ＯＣＫ杯クラスＢ
サイファ　アスリートクラブ 波多野 清英887 23'40.3724 ＯＣＫ杯クラスＢ
桜町２丁目ｗｉｔｈ東山崎町 香西 庸寿847 24'45.1495 ＯＣＫ杯クラスＢ
Ｔｅａｍ　ＵＰ！ＵＰ！ 大倉 賢典866 22'49.4176 ＯＣＫ杯クラスＢ

難波 徹夫874 14'55.1817 ＯＣＫ杯クラスＣ

周回数 f_タイム 【Ｕ５０】順位 ｾﾞｯｹﾝ

内田 隆志1278 24'26.6001 ＯＣＫ杯クラスＡ
Ｌｉｆｅ　Ｒｉｄｅ 前村 悟1348 24'57.1872 ＯＣＫ杯クラスＡ
チームＷａｖｅ 草地 紀明1238 24'57.9683 ＯＣＫ杯クラスＡ
カヤマレーシング 永瀬 泉1228 25'07.3494 ＯＣＫ杯クラスＡ
チームナギ 松原 一雄1308 25'10.8695 ＯＣＫ杯クラスＡ

鎌田 剛1128 25'13.2136 ＯＣＫ杯クラスＡ
小林 達也1318 25'44.3627 ＯＣＫ杯クラスＢ

Ｔｅａｍ　ＵＰ！ＵＰ！ 竹内 ヤスシ1198 25'45.5878 ＯＣＫ杯クラスＢ
カヤマレーシング 瀬尾 明繁1158 26'00.1299 ＯＣＫ杯クラスＢ
チーム　クロモリ 高崎 英樹1248 26'01.52010 ＯＣＫ杯クラスＢ
Ｂ　ダッシュ 赤木 伸行1188 26'03.01411 ＯＣＫ杯クラスＢ
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ＴＥＡＭ　４１０Ｇ 熊田 智成1268 26'06.91712 ＯＣＫ杯クラスＢ
ｔｅａｍ　きたきつね 森元 啓介1218 27'30.63913 ＯＣＫ杯クラスＢ
ホルモン・ビアーズ 合木 周二1137 24'48.50814 ＯＣＫ杯クラスＢ
カヤマレーシング 森江 康貴1297 24'50.34715 ＯＣＫ杯クラスＣ
ダックスフンド 宰田 敬一1167 24'54.27716 ＯＣＫ杯クラスＣ
児島ＡＣ 山本 隆幸1327 24'54.92717 ＯＣＫ杯クラスＣ

長尾 健一1207 24'56.57018 ＯＣＫ杯クラスＣ
Ｔｈｅ Ｗｏｎｄｅｒｉｎｇ Ｗｈｅｅｌｅｒｓ 二若 忠廣1147 25'02.55519 ＯＣＫ杯クラスＣ
ＴＥＡＭ　ＮＡＴＵＲＡＬ 吉永 寛1257 26'24.58820 ＯＣＫ杯クラスＣ

安藤 悟1287 27'51.59421 ＯＣＫ杯クラスＣ

周回数 f_タイム 【Ｕ３５】順位 ｾﾞｯｹﾝ

カヤマレーシング 片岡 利幸1748 24'15.3261 ＯＣＫ杯クラスＡ
Ｔｅａｍ　Ｗｉｌｌｓ 細川 貴弘1728 24'38.2282 ＯＣＫ杯クラスＡ
高松市サイクルスポーツ少年団 竹内 成1628 25'59.5913 ＯＣＫ杯クラスＡ
ちゅう吉 頼政 弥弘1718 26'33.7534 ＯＣＫ杯クラスＢ
元道民勢 青木 義男1687 24'17.3815 ＯＣＫ杯クラスＢ
Ｋａｚａｍｉｄｏｒｉ 松本 将吾1657 24'20.3846 ＯＣＫ杯クラスＢ
チームクロモリ 蜂谷 拓郎1677 24'26.8197 ＯＣＫ杯クラスＢ
ｔｅａｍ　きたきつね 森元 鈴也1697 25'52.4888 ＯＣＫ杯クラスＣ
ＯＶＥＲ　ＲＩＤＥ 赤澤 聡彦1667 26'32.7039 ＯＣＫ杯クラスＣ

中川 宏伸1637 28'04.44910 ＯＣＫ杯クラスＣ
尾崎 光正1706 25'00.01911 ＯＣＫ杯クラスＣ
佐藤 史康1646 27'38.42812 ＯＣＫ杯クラスＣ

周回数 f_タイム 【エリート】順位 ｾﾞｯｹﾝ

チーム岡山 川崎 卓治22030 89'23.0631 ＯＣＫ杯クラスＡ
岡山大学自転車競技部 萬谷 和志21930 89'23.3282 ＯＣＫ杯クラスＡ
チーム ダックスフンド 小原 好人23330 89'23.6973 ＯＣＫ杯クラスＡ
鷲羽レーシング 白川 幸希21330 89'23.8764 ＯＣＫ杯クラスＡ
ＴＥＡＭ　ＤＡＣＨＳ-ＨＵＮＤ 森井 浩明22730 89'30.6565 ＯＣＫ杯クラスＡ
ＦＲＥＥ　ＳＰＥＥＤ 築山 元樹21230 89'31.0316 ＯＣＫ杯クラスＡ
豊和（株）ち～むＮＯＺＡＫＩ 高橋 泰夫23830 89'31.3657 ＯＣＫ杯クラスＡ
エキップユーレンシング 武智 光22530 89'47.0028 ＯＣＫ杯クラスＡ
チーム岡山 藤井 伸昌23030 91'13.6139 ＯＣＫ杯クラスＡ
ＢＵＣＹＯ　ｃｏｆｆｅｅ．ＣＬＴ 佐々木 恒輔22930 92'06.64510 ＯＣＫ杯クラスＡ
チームＷａｖｅ 赤澤 和徳23930 92'09.18311 ＯＣＫ杯クラスＡ
ＷＩＬＤ　ＰＩＧｓ 松浦 正己21430 92'37.88712 ＯＣＫ杯クラスＡ
ＴＫＯ　ｃｃ 厨子 隆仁21629 90'30.69713 ＯＣＫ杯クラスＡ
グリーングルーブ 小笠原 淳21529 91'40.87814 ＯＣＫ杯クラスＡ
コルサヴィータ 石崎 睦典22429 91'54.92715 ＯＣＫ杯クラスＡ
チーム岡山 堀田 貴洋23729 92'08.35616 ＯＣＫ杯クラスＡ

難波 大輔21829 92'09.53517 ＯＣＫ杯クラスＡ
コルサヴィータ 西川 隆顕22129 92'28.08318 ＯＣＫ杯クラスＡ
masahikomifune.com　cyclｉｎｇ　ｔ 冨久 健太郎23629 92'55.81019 ＯＣＫ杯クラスＡ
サイファ　アスリートクラブ 藤田 裕紀22228 89'49.08120 ＯＣＫ杯クラスＡ
チーム ダックスフンド 中村 典生23227 89'42.62721 ＯＣＫ杯クラスＡ
サイファ　アスリートクラブ 辻川 涼兵22327 89'49.97022 ＯＣＫ杯クラスＡ
ＴＫＯcc 尾原 正豊22627 90'49.50323 ＯＣＫ杯クラスＡ
ＦＲＥＥ　ＳＰＥＥＤ 山根 功23127 91'16.26624 ＯＣＫ杯クラスＡ
チームダックスフンド 山本 洋一21727 93'37.78725 ＯＣＫ杯クラスＡ
ぴっとレーシング 高田 晃平22826 89'39.24126 ＯＣＫ杯クラスＡ

宮口 直之2355 17'43.04127 ＯＣＫ杯クラスＡ
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周回数 f_タイム ＯＣＫ杯クラスＡ順位 ｾﾞｯｹﾝ

岡山大学自転車競技部 萬谷 和志2197 20'16.4211
鷲羽レーシング 白川 幸希2137 20'16.9162
豊和（株）ち～むＮＯＺＡＫＩ 高橋 泰夫2387 20'16.9363
チーム ダックスフンド 小原 好人2337 20'17.1254
ＴＥＡＭ　ＤＡＣＨＳ-ＨＵＮＤ 森井 浩明2277 20'17.5715
カヤマレーシング 片岡 利幸1747 20'27.5386
ＦＲＥＥ　ＳＰＥＥＤ 築山 元樹2127 20'28.1147

内田 隆志1277 20'40.2388
Ｔｅａｍ　Ｗｉｌｌｓ 細川 貴弘1727 21'20.8569
チームＷａｖｅ 草地 紀明1237 21'24.52810
ＯＮＥ／ＷＤ 宮村 優837 21'39.00111
コルサヴィータ 石崎 睦典2247 21'40.63512
Ｌｉｆｅ　Ｒｉｄｅ 前村 悟1347 21'45.82813
高松市サイクルスポーツ少年団 竹内 成1627 22'05.62914

鎌田 剛1127 22'05.96415
チームナギ 松原 一雄1307 22'07.88416
ＦＯＲＥＳＴ 山岡 幹司857 22'36.11317
コルサヴィータ 西川 隆顕2217 22'38.89418
サイファ　アスリートクラブ 藤田 裕紀2227 22'49.66019
カヤマレーシング 永瀬 泉1227 23'10.52820
masahikomifune.com　cyclｉｎｇ　ｔ 冨久 健太郎2366 20'57.51021

周回数 f_タイム ＯＣＫ杯クラスＢ順位 ｾﾞｯｹﾝ

Ｔｅａｍ　ＵＰ！ＵＰ！ 竹内 ヤスシ1195 15'39.4191
小林 達也1315 15'42.2412

カヤマレーシング 瀬尾 明繁1155 15'43.0323
ｔｅａｍ　きたきつね 森元 啓介1215 15'43.7204
Ｂ　ダッシュ 赤木 伸行1185 15'45.6975
ちゅう吉 頼政 弥弘1715 15'46.5706
元道民勢 青木 義男1685 15'57.1577
ＴＥＡＭ　４１０Ｇ 熊田 智成1265 15'58.4698
Ｋａｚａｍｉｄｏｒｉ 松本 将吾1655 15'58.8029
桜町２丁目ｗｉｔｈ東山崎町 香西 庸寿845 16'05.99010
チーム　クロモリ 高崎 英樹1245 16'06.00211
サイファ　アスリートクラブ 波多野 清英885 16'07.94112
チームクロモリ 蜂谷 拓郎1675 17'20.59013
Ｔｅａｍ　ＵＰ！ＵＰ！ 大倉 賢典865 18'58.69514

周回数 f_タイム ＯＣＫ杯クラスＣ順位 ｾﾞｯｹﾝ

ＯＶＥＲ　ＲＩＤＥ 赤澤 聡彦1664 12'28.8891
髙田 玲634 12'45.0972

吉備の中山さいくりんぐ倶楽部 藤森 康太614 12'45.4433
パルドラミーコ 浜田 一朗644 12'46.8684
高松市サイクルスポーツ少年団 香西 高良584 12'46.8785
カヤマレーシング 森江 康貴1294 13'29.8556
ｔｅａｍ　きたきつね 森元 鈴也1694 13'31.3427
ダックスフンド 宰田 敬一1164 14'13.1348

山本 蒼良154 14'13.6129
ＴＥＡＭ　ＮＡＴＵＲＡＬ 吉永 寛1254 14'13.97510
パルドラミーコ 浜田 大輔544 14'16.45011
児島ＡＣ 山本 隆幸1324 14'47.26212
吉備の中山さいくりんぐ倶楽部Y 河本 裕規604 15'09.51713
チームナギ 松原 凪飛534 15'18.66714
高松市サイクルスポーツ少年団 香西 玲良514 15'21.87415
ＦＲＥＥ　ＳＰＥＥＤ 築山 颯汰444 15'54.10516

山本 大翔144 16'55.41217
高松市サイクルスポーツ少年団 熊田 拓登453 14'24.01218


