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シニア普及

順位　 周回数     タイム                  No.

シニア

150 益田　幸治 : ﾏｽﾀﾞ ｺｳｼﾞ1 10 17'38.235 （西宮）自転車工房 プスプ

ス

兵庫県M

156 向井　宗一 : ﾑｶｲ ｿｳｲﾁ2 10 17'42.351 MMCてんとうむし 岡山県M

159 中田　桂一郎 : ﾅｶﾀﾞ　ｹｲｲﾁﾛｳ3 10 17'51.449 岡山県M

160 山本　茂 : ﾔﾏﾓﾄ　ｼｹﾞﾙ4 10 18'12.075 OCK計時係 岡山県M

153 辻本　勝 : ﾂｼﾞﾓﾄ ﾏｻﾙ5 10 18'14.655 カヤマレーシング 岡山県M

157 小林　俊彦 : ｺﾊﾞﾔｼ ﾄｼﾋｺ6 10 18'30.999 カヤマレーシング 岡山県M

152 香山　泰伯 : ｶﾔﾏ ﾋﾛﾐﾁ7 10 18'43.274 カヤマレーシング 岡山県M

151 石井　寛 : ｲｼｲ ｶﾝ8 10 18'43.895 カヤマレーシング 岡山県M

155 藤原　健 : ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀｹｼ9 10 18'44.605 岡山県M

154 三宅　正人 : ﾐﾔｹ ﾏｻﾄDNS 岡山県M

158 刈谷　建男 : ｶﾘﾔ ﾀﾂｵDNS KCTC 高知県M
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ウーマン

順位　 周回数     タイム                  No.

ウ-マン

122 中原　彩花 : ﾅｶﾊﾗ　ｱﾔｶ1 14 18'50.225 Sanuki Ero Climb 香川県F

123 中村　希実 : ﾅｶﾑﾗ ﾉｿﾞﾐ2 14 19'02.224 島根県F

121 込山　杏奈 : ｺﾐﾔﾏ　ｱﾝﾅDNS Cycle Size 香川県F

バラエティ

順位　 周回数     タイム                  No.

バラエティ-

133 藤原　敬史 : ﾌｼﾞﾜﾗ　ﾀｶｼ1 15 18'38.783 岡山県M

132 谷口　啓一 : ﾀﾆｸﾞﾁ ｹｲｲﾁ2 15 18'54.802 おきゃーま 岡山県M

131 水内　隆朗 : ﾐｽﾞｳﾁ　ﾀｶｱｷ3 14 19'16.159 鳥取県M

134 竹本　章人 : ﾀｹﾓﾄ　ｱｷﾋﾄ4 13 19'57.170 SAISHOU 岡山県M
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順位　 周回数     タイム                  No.

15 宮崎　顕二郎 : ﾐﾔｻﾞｷ　ｹﾝｼﾞﾛｳ1 16 20'43.979 香川県M

72 宰田　敬一 : ｻｲﾀﾞ ｹｲｲﾁ2 16 20'44.119 ダックスフント 岡山県M

93 西　卓巳 : ﾆｼ　ﾀｸﾐ3 16 20'44.672 FRC 岡山県M

65 豊岡　利行 : ﾄﾖｵｶ　ﾄｼﾕｷ4 16 20'44.743 サイファアスリートクラブ 岡山県M

6 安藤　裕之 : ｱﾝﾄﾞｳ ﾋﾛﾕｷ5 16 20'46.963 river wind 岡山県M

24 森江　康貴 : ﾓﾘｴ　 ﾔｽﾀｶ6 16 20'47.034 カヤマレーシング 岡山県M

108 東山　俊雄 : ﾋｶﾞｼﾔﾏ　ﾄｼｵ7 16 20'48.767 西日本ちゃりんこ本舗 岡山県M

19 白川　真人 : ｼﾗｶﾜ　ﾏｻﾄ8 16 21'18.807 鷲羽レーシング 岡山県M

57 波多野　清英 : ﾊﾀﾉ ｷﾖﾋﾃﾞ9 16 21'19.259 サイファアスリートクラブ 岡山県M

30 福岡　清治 : ﾌｸｵｶ ｾｲｼﾞ10 16 21'28.335 カヤマレーシング 岡山県M

62 吉永　寛 : ﾖｼﾅｶﾞ ﾕﾀｶ11 16 21'28.497 TEAM NATURAL 岡山県M

46 辻川　圭 : ﾂｼﾞｶﾜ ｹｲ12 16 21'41.973 サイファアスリートクラブ 岡山県M

74 山野辺　遼 : ﾔﾏﾉﾍﾞ　ﾊﾙDNF 4 6'36.990 TEAM SUBJECT 岡山県M

2 三谷　均 : ﾐﾀﾆ ﾋﾄｼDNS Team　Paradiso 岡山県M

7 手島　光章 : ﾃｼﾏ　ﾐﾂｱｷDNS 高知県M

9 塩路　世洋 : ｼｵｼﾞ ﾄｼﾋﾛDNS 愛媛県M

10 松岡　陽平 : ﾏﾂｵｶ　ﾖｳﾍｲDNS 広島県M

31 朝比奈　司 : ｱｻﾋﾅ　ﾂｶｻDNS team TCB 大阪府M

32 藤山　功充 : ﾌｼﾞﾔﾏ　ﾉﾘﾐﾂDNS team TCB 奈良県M

33 阪本　裕磨 : ｻｶﾓﾄ ﾕｳﾏDNS team TCB 大阪府M

37 田中　道永 : ﾀﾅｶ ﾐﾁｴｲDNS Team 西大寺 岡山県M

38 瀬尾　明繁 : ｾｵ　ｱｷｼｹﾞDNS カヤマレーシング 岡山県M

49 岡本　真治 : ｵｶﾓﾄ ｼﾝｼﾞDNS サイファアスリートクラブ 岡山県M

52 大寺　純 : ｵｵﾃﾗ　ｼﾞｭﾝDNS River wind 岡山県M

67 柳橋　寛人 : ﾔﾅｷﾞﾊﾞｼ ﾋﾛﾄDNS 広島県M

80 徳増　一樹 : ﾄｸﾏｽ ｶｽﾞｷDNS Bar OMOROMOON

Cycling Team

岡山県M

84 菅原　一生 : ｽｶﾞﾊﾗ ｲｯｾｲDNS Team WiLLs 岡山県M

86 藤原　賢太 : ﾌｼﾞﾜﾗ　ｹﾝﾀDNS cycle size 愛媛県M

96 小川　泰弘 : ｵｶﾞﾜ ﾔｽﾋﾛDNS 香川県M

113 柴山　和樹 : ｼﾊﾞﾔﾏ　ｶｽﾞｷDNS 徳島県M
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順位　 周回数     タイム                  No.

14 田口　智也 : ﾀｸﾞﾁ　ﾄﾓﾔ1 16 18'48.927 SECOND WIND 岡山県M

100 赤澤　聡彦 : ｱｶｻﾞﾜ　ﾄｼﾋｺ2 16 18'49.017 水虫ペダル 岡山県M

51 堀　英雄 : ﾎﾘ　ﾋﾃﾞｵ3 16 18'54.805 サイファAC 岡山県M

27 今川　優一 : ｲﾏｶﾞﾜ　ﾕｳｲﾁ4 16 18'55.096 ちゅう吉 カサハラゼミ 岡山県M

68 吉田　誠 : ﾖｼﾀﾞ　ﾏｺﾄ5 16 18'55.348 チームＰＲＩＤＥ 愛媛県M

75 木村　祐也 : ｷﾑﾗ　ﾕｳﾔ6 16 18'55.760 レッキングクルー 広島県M

48 松田　昇太郎 : ﾏﾂﾀﾞ　ｼｮｳﾀﾛｳ7 16 18'57.390 SECOND WIND 岡山県M

88 藤森　健太 : ﾌｼﾞﾓﾘ　ｹﾝﾀ8 16 19'20.810 サイファアスリートクラブ 岡山県M

61 田鍋　純 : ﾀﾅﾍﾞ　ｼﾞｭﾝDNF 12 14'44.280 岡山県M

97 中村　健次 : ﾅｶﾑﾗ　ｹﾝｼﾞDNF 12 14'44.577 島根県M

50 荻原　宏俊 : ｵｷﾞﾊﾗ　ﾋﾛﾄｼDNF 12 14'46.560 西日本ちゃりんこ本舗 岡山県M

79 今田　健 : ｲﾏﾀﾞ　ｹﾝDNF 12 14'46.595 鳥取県M

85 小林　優太 : ｺﾊﾞﾔｼ　ﾕｳﾀDNF 12 14'46.762 兵庫県M

3 福江　昌重 : ﾌｸｴ　ﾏｻｼｹﾞDNF 11 13'39.626 カヤマレーシング 岡山県M

36 妹尾　浩志 : ｾﾉｵ　ﾋﾛｼDNF 11 13'40.212 西日本ちゃりんこ本舗 岡山県M

25 横藤田　蒼 : ﾖｺﾌｼﾞﾀ ｱｵｲDNF 5 6'23.432 福山市立駅家南中学校 広島県M

101 大森　嵩仁 : ｵｵﾓﾘ　ﾀｶﾋﾄDNF 5 6'24.073 広島県M

107 今西　一聡 : ｲﾏﾆｼ　ｶｽﾞﾄｼDNF 5 6'26.056 ＲＳ神戸 兵庫県M

70 中西　寛太郎 : ﾅｶﾆｼ　ｶﾝﾀﾛｳDNF 3 4'02.725 岡山県M

94 佐藤　俊明 : ｻﾄｳ ﾄｼｱｷDNF 3 4'03.021 FRC 岡山県M

35 阿蘓　正登 : ｱｿ　ﾏｻﾄDNF 3 4'03.540 大阪府M

1 日笠　英明 : ﾋｶｻ　ﾋﾃﾞｱｷDNS soleil de l'est 兵庫県M

8 山城　良 : ﾔﾏｼﾛ　ﾘｮｳDNS 愛媛県M

12 越智　信 : ｵﾁ ﾏｺﾄDNS 今治造船自転車部 愛媛県M

13 長谷部　大悟 : ﾊｾﾍﾞ ﾀﾞｲｺﾞDNS 今治造船自転車部 愛媛県M

40 山本　貴之 : ﾔﾏﾓﾄ　ﾀｶﾕｷDNS Project K@2 P塾 滋賀県M

45 西岡　航生 : ﾆｼｵｶ ｺｳｷDNS GULLS 広島県M

56 中本　歴 : ﾅｶﾓﾄ　ﾚｷDNS おれきさん 兵庫県M
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順位　 周回数     タイム                  No.

91 小坂　睦哉 : ｺｻｶ　ﾄｷﾔ1 20 22'54.528 FORUM 岡山県M

5 寺尾　優太 : ﾃﾗｵ　ﾕｳﾀ2 20 23'17.610 SECOND WIND 岡山県M

59 曽根　蒼太 : ｿﾈ　ｿｳﾀ3 20 23'18.136 SECOND WIND 岡山県M

95 片田　政光 : ｶﾀﾀﾞ　ﾏｻﾐﾂ4 20 23'21.683 岡山県M

58 野崎　真優 : ﾉｻﾞｷ　ﾏﾋﾛ5 20 23'22.168 広島県M

42 小野　高滉 : ｵﾉ　ﾀｶｱｷ6 20 23'25.471 岡山県立大学 岡山県M

53 梶田　教正 : ｶｼﾞﾀ ﾉﾘﾏｻ7 20 23'27.568 Team WiLLs 岡山県M

20 浅野　純 : ｱｻﾉ　ｼﾞｭﾝ8 20 23'28.651 YCSC 広島県M

104 額田　憲祐 : ﾇｶﾀﾞ　ｹﾝｽｹ9 20 23'28.745 岡山県M

47 尾崎　光正 : ｵｻﾞｷ　ﾐﾂﾏｻ10 20 23'29.123 GREEN GROOVE 岡山県M

64 香西　庸寿 : ｺｳｻﾞｲ ﾔｽﾋｻ11 20 23'41.238 桜町2丁目with東山崎町 香川県M

69 楮原　裕二 : ｺｳｿﾞﾊﾗ　ﾕｳｼﾞDNF 17 20'07.066 山口県M

29 森　洋行 : ﾓﾘ　ﾋﾛﾕｷDNF 7 8'09.656 兵庫県M

43 村上　敏憲 : ﾑﾗｶﾐ　ﾄｼﾉﾘDNF 5 6'09.221 広島県M

102 岸本　博子 : ｷｼﾓﾄ　ﾋﾛｺDNF 3 3'49.806 チーム ダックス 広島県F

106 二川　浩司 : ﾌﾀｶﾞﾜ ｺｳｼﾞDNF 3 3'53.078 讃岐やいの會 香川県M

63 谷岡　泰宏 : ﾀﾆｵｶ　ﾔｽﾋﾛDNF 3 3'53.495 広島県M

111 三浦　強 : ﾐｳﾗ　ﾂﾖｼDNF 2 2'45.821 岡山県M

11 大本　純也 : ｵｵﾓﾄ ｼﾞｭﾝﾔDNS 今治造船自転車部 愛媛県M

17 堀内　満 : ﾎﾘｳﾁ　ﾐﾂﾙDNS sanuki ero climb 香川県M

28 大内　忍 : ｵｵｳﾁ　ｼﾉﾌﾞDNS ぎみしぇる 兵庫県M

44 西岡　靖記 : ﾆｼｵｶ ﾔｽｷDNS Team Kermis Cross 広島県M

60 山城　徳朗 : ﾔﾏｼﾛ ﾉﾘｱｷDNS NASU FAN CLUB 岡山県M

66 山本　蒼良 : ﾔﾏﾓﾄ　ｿﾗDNS 岡山県M

76 前村　悟 : ﾏｴﾑﾗ　ｻﾄﾙDNS LifeRide 兵庫県M

81 河藤　慎二 : ｶﾜﾄｳ ｼﾝｼﾞDNS チーム・グランプッチ 岡山県M

89 寺川　智寛 : ﾃﾗｶﾞﾜ　ﾁﾋﾛDNS 愛媛県自転車競技連盟

ジュニアクラブ

愛媛県M

103 三谷　長永 : ﾐﾀﾆ　ﾀｹﾋｻDNS 広島県M
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順位　 周回数     タイム                  No.

92 麻生　裕也 : ｱｿｳ　ﾋﾛﾔ1 25 28'04.228 エキップティラン 広島県M

99 高野　裕樹 : ﾀｶﾉ　ﾕｳｷ2 25 28'04.371 エキップティラン 広島県M

41 科野　大蔵 : ｼﾅﾉ ﾀﾞｲｿﾞｳ3 25 28'13.190 サンテミリオン 大阪府M

114 福島　寛史 :4 25 28'43.838 :Gruppetto 岡山県M

26 松村　有倫 : ﾏﾂﾑﾗ　ﾄﾓﾐﾁDNF 18 20'21.453 Gimme Shelter 兵庫県M

16 佐藤　匠 : ｻﾄｳ　ﾀｸﾐDNF 18 20'21.486 広島県M

109 森元　啓介 : ﾓﾘﾓﾄ　ｹｲｽｹDNF 17 19'41.168 Team きたきつね 大阪府M

112 山崎　秀忠 : ﾔﾏｻｷ　ﾋﾃﾞﾀﾀﾞDNF 17 19'45.771 GREEN GROOVE 岡山県M

34 川本　卓哉 : ｶﾜﾓﾄ　ﾀｸﾔDNF 17 19'45.867 岡山県M

73 深田　良介 : ﾌｶﾀ　ﾘｮｳｽｹDNF 17 19'46.028 H.I.A racing 鳥取県M

71 磯崎　祥吾 : ｲｿｻﾞｷ ｼｮｳｺﾞDNF 17 19'46.246 ISO CYCLING 京都府M

90 高山　雅史 : ﾀｶﾔﾏ　ﾏｻﾌﾐDNF 17 19'46.340 サイファアスリートクラブ 岡山県M

23 村上　淳 : ﾑﾗｶﾐ　ｼﾞｭﾝDNF 11 12'43.837 ダックス 岡山県M

39 三木　颯一郎 : ﾐｷ　ｿｳｲﾁﾛｳDNF 9 10'33.151 PLUS GARDENS 徳島県M

4 西村　圭二郎 : ﾆｼﾑﾗ　ｹｲｼﾞﾛｳDNF 9 10'33.927 ライドステーション神戸 兵庫県M

87 子川　孝一郎 : ｺｶﾞﾜ　ｺｳｲﾁﾛｳDNF 9 10'34.191 sanuki ero climb 香川県M

110 神笠　紘平 : ｶﾐｶﾞｻ　ｺｳﾍｲDNF 9 10'35.492 ユニヴェール 広島県M

82 済川　健太郎 : ｽﾐｶﾜ ｹﾝﾀﾛｳDNF 9 10'36.147 愛媛県M

105 中山　清之 : ﾅｶﾔﾏ　ｷﾖｼDNF 9 10'36.450 GREEN GROOVE 岡山県M

22 中野　宏二郎 : ﾅｶﾉ ｺｳｼﾞﾛｳDNF 9 10'38.200 ISO CYCLING 兵庫県M

54 宮尾　雅裕 : ﾐﾔｵ ﾏｻﾋﾛDNF 5 6'04.488 Team WiLLs 岡山県M

18 八塚　槙也 : ﾔﾂﾂﾞｶ　ｼﾝﾔDNF 5 6'09.138 らくりんサイクル 愛媛県M

21 伊澤　芳明 : ｲｻﾞﾜ　ﾖｼｱｷDNS Life Ride 兵庫県M

55 込山　卓郎 : ｺﾐﾔﾏ　ﾀｸﾛｳDNS 香川県M

77 築山　元樹 : ﾂｷﾔﾏ　ｹﾞﾝｷDNS チーム・グランプッチ 岡山県M

78 築山　颯汰 : ﾂｷﾔﾏ ﾊﾔﾀDNS FREE SPEED 岡山県M

83 大野　雅之 : ｵｵﾉ　ﾏｻﾕｷDNS 日本食研サイクリングクラブ 愛媛県M

98 小林　慎也 : ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾝﾔDNS 第一宇宙速度 兵庫県M


