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オープンＡ決勝

順位　 周回数     タイム                  No.

17 武智　光 : ﾀｹﾁ　ﾋｶﾘ1 30 35'30.745 愛媛県M

89 阿部　源 : ｱﾍﾞ ｹﾞﾝ2 30 35'31.009 チームしまなみ 愛媛県M

94 福家　拓 : ﾌｹ ﾋﾗｸ3 30 35'42.145 三馬力･Racing 香川県M

119 松浦　広明 : ﾏﾂｳﾗ　ﾋﾛｱｷ4 30 35'55.857 エキップ　ティラン 広島県M

113 山崎　秀忠 : ﾔﾏｻｷ　ﾋﾃﾞﾀﾀﾞ5 30 35'55.923 チーム岡山 岡山県M

112 横井　廉 : ﾖｺｲ　ﾚﾝ6 30 35'56.384 グランデパール播磨 兵庫県M

26 三島　晴樹 : ﾐｼﾏ　ﾊﾙｷ7 30 35'56.523 香川大学クロワジエール 香川県M

117 松村　有倫 : ﾏﾂﾑﾗ　ﾄﾓﾐﾁ8 30 35'56.534 兵庫県M

70 室田　竜成 : ﾑﾛﾀ　ﾘｭｳｾｲ9 30 35'57.002 o.c.c 岡山県M

72 目附　光 : ﾒﾂｹ　ﾋｶﾙ10 30 35'57.087 松山聖陵高校 愛媛県M

108 宮田　久生 : ﾐﾔﾀ　ﾋｻｵ11 30 35'57.147 Team UKYO Reve 広島県M

120 城下　優 : ｼﾛｼﾀ　ﾏｻﾙ12 30 35'57.488 CR3W 愛媛県M

92 笹原　純平 : ｻｻﾊﾗ　ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ13 30 35'57.528 Team Kermis Cross 広島県M

127 友広　聡則 : ﾄﾓﾋﾛ　ｻﾄﾉﾘ14 30 35'57.618 AkiRisingBicycleteam 広島県M

93 難波　大輔 : ﾅﾝﾊﾞ　ﾀﾞｲｽｹ15 30 35'57.695 岡山県M

69 中尾　涼介 : ﾅｶｵ ﾘｮｳｽｹ16 30 35'57.777 フォアライン 兵庫県M

118 岩崎　啓太 : ｲﾜｻｷ　ｹｲﾀ17 30 35'57.818 エキップ　ティラン 広島県M

128 中村　誠 : ﾅｶﾑﾗ　ﾏｺﾄ18 30 35'59.492 岡山県M

77 奥村　祐希 : ｵｸﾑﾗ　ﾕｳｷ19 30 35'59.973 サイファアスリートクラブ 岡山県M

21 菅村　篤 : ｽｶﾞﾑﾗ ｱﾂｼ20 30 36'30.860 Aki Rising Bicycle team 広島県M

106 麻生　裕也 : ｱｿｳ　ﾋﾛﾔDNF 27 32'43.252 エキップティラン 広島県M

115 横井　良成 : ﾖｺｲ ﾖｼﾅﾘDNF 25 30'30.037 SSRT 自転車部 兵庫県M

73 岡本　那央 : ｵｶﾓﾄ　ﾅｵDNF 25 30'32.527 松山聖陵高校 愛媛県M

74 網矢　一徹 : ｱﾐﾔ　ｲｯﾃﾂDNF 23 28'07.693 松山聖陵高校 愛媛県M

116 高山　雅史 : ﾀｶﾔﾏ　ﾏｻﾌﾐDNF 23 28'09.273 サイファアスリートクラブ 岡山県M

65 阿部　倭 : ｱﾍﾞ ﾔﾏﾄDNF 14 17'25.359 チームしまなみ 愛媛県M

88 手島　光章 : ﾃｼﾏ　ﾐﾂｱｷDNF 14 17'31.368 エロレンジャー 高知県M

33 安戸　豊 : ｱﾝﾄﾞ　ﾕﾀｶDNF 11 14'05.437 funny Ride 香川県M

95 丸山　幸展 : ﾏﾙﾔﾏ　ﾕｷﾉﾌﾞDNF 10 12'48.599 岡山県M

107 中村　和広 : ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞﾋﾛDNF 10 12'49.703 山口県自転車競技連盟・

GRP

山口県M

52 大久保　佑真 : ｵｵｸﾎﾞ　ﾕｳﾏDNF 6 7'51.449 セルカリオレーシング 大阪府M

110 中山　清之 : ﾅｶﾔﾏ　ｷﾖｼDNF 6 8'03.228 GREEN GROOVE 岡山県M
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オープンＢ決勝

順位　 周回数     タイム                  No.

71 本庄　義人 : ﾎﾝｼｮｳ　ﾖｼﾋﾄ1 25 31'47.519 チーム大永山 愛媛県M

63 西岡　航生 : ﾆｼｵｶ ｺｳｷ2 25 31'47.753 Gulls 広島県M

114 野崎　真優 : ﾉｻﾞｷ　ﾏﾋﾛ3 25 31'47.958 Team Kermis Cross 広島県M

62 西岡　靖記 : ﾆｼｵｶ ﾔｽｷ4 25 31'48.935 Team Kermis cross 広島県M

22 小西　竜也 : ｺﾆｼ　ﾀﾂﾔ5 25 31'49.409 滋賀県M

55 山下　悠 : ﾔﾏｼﾀ　ﾕｳ6 25 31'49.463 相生サイクリング倶楽部 兵庫県M

90 田口　智也 : ﾀｸﾞﾁ　ﾄﾓﾔ7 25 31'50.204 SECOND WIND 岡山県M

79 三谷　均 : ﾐﾀﾆ ﾋﾄｼ8 25 31'50.255 Team Paradiso 岡山県M

109 福島　寛史 : ﾌｸｼﾏ ﾋﾛｼ9 25 31'50.518 code_33 岡山県M

51 池田　雅展 : ｲｹﾀﾞ　ﾏｻﾉﾌﾞ10 25 31'50.989 岡山県M

11 鎌田　剛 : ｶﾏﾀﾞ　ﾀｹｼ11 25 31'50.993 チーム　パラディーゾ 岡山県M

123 石戸　謙太郎 : ｲｼﾄ　ｹﾝﾀﾛｳ12 25 31'51.210 香川大学クロワジエール 香川県M

1 坂口　浩二 : ｻｶｸﾞﾁ ｺｳｼﾞ13 25 31'51.225 Funny Ride 香川県M

59 長谷川　敏二 : ﾊｾｶﾞﾜ　ﾄｼｼﾞ14 25 31'51.444 児島ＡＣ 岡山県M

4 濱田　浩三 : ﾊﾏﾀﾞ　ｺｳｿﾞｳ15 25 31'51.869 くろねこくろろ 広島県M

53 西村　圭二郎 : ﾆｼﾑﾗ　ｹｲｼﾞﾛｳ16 25 31'52.579 ライドステーション神戸 兵庫県M

32 上池　芳彰 : ｶﾐｲｹ　ﾖｼｱｷ17 25 31'52.618 鳥取県M

99 赤澤　聡彦 : ｱｶｻﾞﾜ ﾄｼﾋｺ18 25 31'53.499 水虫ペダル 岡山県M

56 木下　真輝 : ｷﾉｼﾀ　ﾏｻｷ19 25 31'54.493 相生サイクリング倶楽部 兵庫県M

54 杉本　周 : ｽｷﾞﾓﾄ　ｼｭｳ20 25 31'55.290 reserve dogs. 岡山県M

15 増成　涼 : ﾏｽﾅﾘ　ﾘｮｳ21 25 31'55.946 Pantastic 岡山県M

29 川本　卓哉 : ｶﾜﾓﾄ　ﾀｸﾔ22 25 31'56.056 CCO 岡山県M

98 徳永　順次 : ﾄｸﾅｶﾞ　ｼﾞｭﾝｼﾞ23 25 31'56.256 貧脚 福岡県M

125 藤田　浩 : ﾌｼﾞﾀ ﾋﾛｼ24 25 31'56.338 TEAM LUPPI 愛媛県M

42 大坪　慎太郎 : ｵｵﾂﾎﾞ　ｼﾝﾀﾛｳ25 25 31'56.709 香川大学クロワジエール 香川県M

91 片田　政光 : ｶﾀﾀﾞ　ﾏｻﾐﾂ26 25 32'03.799 岡山県M

20 佐藤　武信 : ｻﾄｳ　ﾀｹﾉﾌﾞ27 25 32'03.866 岡山県M

58 米田　大祐 : ﾖﾈﾀﾞ　ﾀﾞｲｽｹ28 25 32'05.530 セルカリオレーシング 兵庫県M

61 宮尾　雅裕 : ﾐﾔｵ　ﾏｻﾋﾛDNF 21 27'38.209 岡山県M

121 大西　颯 : ｵｵﾆｼ　ｿｳDNF 20 26'30.310 香川大学クロワジエール 香川県M

47 清原　綾悟 : ｷﾖﾊﾗ　ﾘｮｳｺﾞDNF 20 26'31.139 愛媛県M

41 国田　博之 : ｸﾆﾀ　 ﾋﾛﾕｷDNS ＰＯＬＰＯ 岡山県M
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50 難波　弘樹 : ﾅﾝﾊﾞ　ﾋﾛｷ1 16 21'12.680 TEAM BLUE DOG 岡山県M

86 藤田　高与昇 : ﾌｼﾞﾀ　ﾀｶﾖｼ2 16 21'16.309 足立レーシング 岡山県M

25 岡　宰功 : ｵｶ ｻｲｾｲ3 16 21'18.160 チームリンク 愛媛県M

105 宰田　敬一 : ｻｲﾀﾞ ｹｲｲﾁ4 16 21'18.932 ダックスフント 岡山県M

24 安藤　裕之 : ｱﾝﾄﾞｳ ﾋﾛﾕｷ5 16 21'18.934 岡山県M

36 安永　智宏 : ﾔｽﾅｶﾞ　ﾄﾓﾋﾛ6 16 21'19.937 Dandy Lion 愛媛県M

27 木村　祐也 : ｷﾑﾗ　ﾕｳﾔ7 16 21'20.322 広島県M

23 森江　康貴 : ﾓﾘｴ　 ﾔｽﾀｶ8 16 21'20.618 カヤマレーシング 岡山県M

57 後藤　陽平 : ｺﾞﾄｳ　ﾖｳﾍｲ9 16 21'20.887 相生サイクリング倶楽部 兵庫県M

84 大森　健一 : ｵｵﾓﾘ ｹﾝｲﾁ10 16 21'21.024 Team Kermis Cross 大阪府M

87 藤森　健太 : ﾌｼﾞﾓﾘ　ｹﾝﾀ11 16 21'21.632 サイファアスリートクラブ 岡山県M

66 岩井　慎一郎 : ｲﾜｲ　ｼﾝｲﾁﾛｳ12 16 21'21.810 大阪府M

14 福江　昌重 : ﾌｸｴ　ﾏｻｼｹﾞ13 16 21'22.140 カヤマレーシング 岡山県M

43 大岡　佑誠 : ｵｵｵｶ　ﾕｳｾｲ14 16 21'22.494 岡山県M

30 豊岡　利行 : ﾄﾖｵｶ　ﾄｼﾕｷ15 16 21'22.533 サイファアスリートクラブ 岡山県M

10 田中　道永 : ﾀﾅｶ ﾐﾁｴｲ16 16 21'47.183 チーム西大寺（CCO) 岡山県M

78 植田　陽斗 : ｳｴﾀﾞ　ﾊﾙﾄ17 16 22'02.545 岡山県M

124 小松　広明 : ｺﾏﾂ　ﾋﾛｱｷDNF 12 16'48.889 Kochi Suisitu 高知県M

85 中元　浩二 : ﾅｶﾓﾄ　ｺｳｼﾞDNF 8 11'18.763 広島県M

48 荻原　宏俊 : ｵｷﾞﾊﾗ　ﾋﾛﾄｼDNF 7 9'58.695 西日本ちゃりんこ本舗 岡山県M

13 佐々木　隆介 : ｻｻｷ　ﾘｭｳｽｹDNF 7 9'58.907 岡山県M

16 辻川　圭 : ﾂｼﾞｶﾜ ｹｲDNF 6 8'31.692 サイファアスリートクラブ 岡山県M

101 大山　智聖 : ｵｵﾔﾏ ﾄｼﾏｻDNF 6 8'41.869 FRC 岡山県M

102 佐藤　俊明 : ｻﾄｳ ﾄｼｱｷDNF 6 8'42.020 FRC 岡山県M

103 木村　正義 : ｷﾑﾗ ﾀﾀﾞﾖｼDNF 5 7'20.869 FRC 岡山県M

49 妹尾　浩志 : ｾﾉｵ　ﾋﾛｼDNF 5 7'21.263 西日本ちゃりんこ本舗 岡山県M

83 吉永　寛 : ﾖｼﾅｶﾞ ﾕﾀｶDNF 4 6'00.007 岡山県M

60 久永　良平 : ﾋｻﾅｶﾞ　ﾘｮｳﾍｲDNF 3 4'42.272 広島県M

2 黒川　廉 : ｸﾛｶﾜ　ﾚﾝDNS 岡山県M

3 戸田　裕之 : ﾄﾀﾞ　ﾔｽﾕｷDNS 岡山県M

5 白川　真人 : ｼﾗｶﾜ　ﾏｻﾄDNS 鷲羽レーシング 岡山県M

6 山城　良 : ﾔﾏｼﾛ　ﾘｮｳDNS 愛媛県M

7 武西　憲進 : ﾀｹﾆｼ　ｹﾝｼﾝDNS エキップｕレーシング 愛媛県M
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8 越智　信 : ｵﾁ ﾏｺﾄDNS 今治造船自転車部 愛媛県M

9 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

12 近藤　伸樹 : ｺﾝﾄﾞｳ　ﾉﾌﾞｷDNS 吉原レーシング 岡山県M

18 馬場　陸 : ﾊﾞﾝﾊﾞ　ﾘｸDNS EUCC 愛媛県M

19 子川　孝一郎 : ｺｶﾞﾜ　ｺｳｲﾁﾛｳDNS SanukiEroClimb 香川県M

28 村上　敏憲 : ﾑﾗｶﾐ　ﾄｼﾉﾘDNS 広島県M

31 中山　亮 : ﾅｶﾔﾏ　ﾘｮｳDNS 岡山県M

34 大野　雅之 : ｵｵﾉ　ﾏｻﾕｷDNS 日本食研SC 愛媛県M

35 吉田　誠 : ﾖｼﾀﾞ　ﾏｺﾄDNS Dandy  Lion 愛媛県M

37 済川　健太郎 : ｽﾐｶﾜ ｹﾝﾀﾛｳDNS 愛媛県M

38 福留　康介 : ﾌｸﾄﾞﾒ ｺｳｽｹDNS ドメファミリー 岡山県M

39 礒野　将太 : ｲｿﾉ　ｼｮｳﾀDNS CORSA VITA 香川県M

40 塩路　世洋 : ｼｵｼﾞ ﾄｼﾋﾛDNS 愛媛県M

44 野中　將希 : ﾉﾅｶ　ﾏｻｷDNS 愛媛県M

45 仙波　颯 : ｾﾝﾊﾞ　ﾊﾔﾄDNS 松山大学　双輪会 愛媛県M

46 片岡　敏一 : ｶﾀｵｶ　ﾄｼｶｽﾞDNS TEAM COZI’N 鳥取県M

64 鈴木　祐 : ｽｽﾞｷ　ﾕｳDNS La Belle Equipe 滋賀県M

67 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

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

75 細川　拓真 : ﾎｿｶﾜ　ﾀｸﾐDNS 松山聖陵高校 愛媛県M

76 藤戸　直喜 : ﾌｼﾞﾄ ﾅｵｷDNS 広島県M

80 向井　宗一 : ﾑｶｲ ｿｳｲﾁDNS MMCてんとうむし 岡山県M

81 大西　俊輔 : ｵｵﾆｼ　ｼｭﾝｽｹDNS 岡山ポタリングの会 岡山県M

82 高橋　京之介 : ﾀｶﾊｼ　ｷｮｳﾉｽｹDNS 岡山県M

96 小坂　睦哉 : ｺｻｶ　ﾄｷﾔDNS code33 岡山県M

97 池太　信也 : ｲｹﾀﾞ　ﾉﾌﾞﾔDNS 鷲羽レーシング 岡山県M

100 西　卓巳 : ﾆｼ　ﾀｸﾐDNS FRC 岡山県M

104 村上　淳 : ﾑﾗｶﾐ　ｼﾞｭﾝDNS Grandi Petit 岡山県M

111 瀬尾　明繁 : ｾｵ　ｱｷｼｹﾞDNS サイファアスリートクラブ岡山 岡山県M

122 岸本　博子 : ｷｼﾓﾄ　ﾋﾛｺDNS チーム　ダックスハンド 広島県F

126 藤井　伸昌 : ﾌｼﾞｲ ﾉﾌﾞﾏｻDNS 岡山県M
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