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ロードレース

順位　 周回数     タイム                  No.

中学生

141 横藤田　蒼 : ﾖｺﾌｼﾞﾀ ｱｵｲ1 4 12'03.697 駅家南中学校 広島県M

146 河野　斗希 : ｺｳﾉ　ﾄｳｷ2 4 13'10.812 愛媛県自転車競技連盟

ジュニアクラブ

愛媛県M

143 小野　悠磨 : ｵﾉ　ﾕｳﾏ3 4 14'28.546 サイクルクラブ大森 岡山県M

147 伊藤　幹将 : ｲﾄｳ　ﾏｻﾕｷ4 4 14'51.987 エキップuレーシング 愛媛県M

142 宰田　裕基 : ｻｲﾀﾞ ﾕｳｷ5 3 12'16.646 ダックスフント 岡山県M

ロードレース

順位　 周回数     タイム                  No.

ウ-マン

132 三宅　真央 : ﾐﾔｹ ﾏｵ1 4 15'16.762 team Mao 岡山県F

133 田川　優衣 : ﾀｶﾞﾜ　ﾕｲ2 4 15'17.461 田川AC 岡山県F

ロードレース

順位　 周回数     タイム                  No.

O50

109 北村　隆行 : ｷﾀﾑﾗ　ﾀｶﾕｷ1 7 22'13.330 チームケンズ 広島県M

117 永瀬　泉 : ﾅｶﾞｾ ｲｽﾞﾐ2 7 23'04.540 カヤマレーシング 岡山県M

107 藤田　浩 : ﾌｼﾞﾀ ﾋﾛｼ3 7 23'05.228 TEAM LUPPI 愛媛県M

101 村上　雅和 : ﾑﾗｶﾐ　ﾏｻｶｽﾞ4 7 23'05.360 チームケンズ 広島県M

104 前迫　信司 : ﾏｴｻｺ ｼﾝｼﾞ5 7 24'15.737 広島県M

110 宰田　敬一 : ｻｲﾀﾞ ｹｲｲﾁ6 7 24'36.950 ダックスフント 岡山県M

102 勝田　伸次 : ｶﾂﾀﾞ　ｼﾝｼﾞ7 7 25'51.807 香川県M

103 田中　道永 : ﾀﾅｶ ﾐﾁｴｲ8 7 26'02.242 チーム西大寺　還暦MAXと

やる気MAX

岡山県M

112 飴田　匡 : ｱﾒﾀﾞ　ﾏｻｼ9 6 22'24.488 岡山県M

111 伊藤　茂 : ｲﾄｳ　ｼｹﾞﾙ10 6 22'31.324 広島県M

113 青木　一祥 : ｱｵｷ　ｶｽﾞﾖｼ11 6 22'44.680 岡山県M

116 吉田　光徳 : ﾖｼﾀﾞ　ﾐﾂﾉﾘ12 6 23'17.942 らくりん 愛媛県M

119 竹本　章人 : ﾀｹﾓﾄ　ｱｷﾋﾄ13 4 22'51.790 S.B 岡山県M

114 杉野　和宏 : ｽｷﾞﾉ ｶｽﾞﾋﾛ1 3'14.607 岡山ダイハツ2輪クラブZ 岡山県Mー

ロードレース

順位　 周回数     タイム                  No.

U50

76 大松　寛 : ｵｵﾏﾂ　ﾕﾀｶ1 8 23'48.359 TEAM RISO 鳥取県M

95 時本　淳行 : ﾄｷﾓﾄ　ｱﾂﾕｷ2 8 23'48.747 WING ROAD 岡山県M

77 濱本　直秀 : ﾊﾏﾓﾄ　ﾅｵﾋﾃﾞ3 8 23'52.787 Team ZWC 岡山県M

73 田川　淳一 : ﾀｶﾞﾜ　ｼﾞｭﾝｲﾁ4 8 23'57.399 田川AC 岡山県M

84 勝部　康弘 : ｶﾂﾍﾞ ﾔｽﾋﾛ5 8 24'10.602 CONQUISTA 鳥取県M

83 大嶋　純平 : ｵｵｼﾏ　ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ6 8 26'23.664 高松市サイクルスポーツ少年

団

香川県M

87 笹部　泰宏 : ｻｻﾍﾞ ﾔｽﾋﾛ7 8 26'24.589 岡山県M
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82 福江　昌重 : ﾌｸｴ　ﾏｻｼｹﾞ8 8 26'46.416 チーム岡山 岡山県M

89 森江　康貴 : ﾓﾘｴ　 ﾔｽﾀｶ9 8 26'52.350 カヤマレーシング 岡山県M

74 富岡　淳平 : ﾄﾐｵｶ　ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ10 8 26'59.875 キタサイクル 岡山県M

75 三室　博紀 : ﾐﾑﾛ　ﾋﾛｷ11 8 27'02.740 DREAMWORKS 広島県M

91 小澤　明充 : ｵｻﾞﾜ　ｱｷﾐﾂ12 7 23'53.447 言いたいことはヤシの実の中 山口県M

71 佐々木　隆介 : ｻｻｷ　ﾘｭｳｽｹ13 7 24'14.792 opケイデンス 岡山県M

85 広島　太一 : ﾋﾛｼﾏ　ﾀｲﾁ14 7 27'16.955 鳥取県M

92 吉廻　賢治 : ﾖｼｻﾞｺ　ｹﾝｼﾞ6 24'59.886 . 岡山県M

93 青山　朋弘 : ｱｵﾔﾏ ﾄﾓﾋﾛ15 6 25'52.726 広島県M

80 佐藤　久剛 : ｻﾄｳ　ﾋｻﾀｶ3 14'09.892 広島県Mー

ロードレース

順位　 周回数     タイム                  No.

U35

59 吉田　達史 : ﾖｼﾀﾞ　ﾀﾂｼ1 5 15'55.384 岡山ダイハツ２輪クラブＡ 岡山県M

62 高田　晃平 : ﾀｶﾀ ｺｳﾍｲ2 5 17'04.392 愛知県M

51 大岡　佑誠 : ｵｵｵｶ　ﾕｳｾｲ3 5 18'39.379 岡山県M

53 木屋村　龍和 : ｷﾔﾑﾗ　ﾘｭｳﾄ4 5 19'38.818 岡山県M

ロードレース

順位　 周回数     タイム                  No.

エリ-ト

16 大町　健斗 : ｵｵﾏﾁ ｹﾝﾄ1 30 1:24'42.160 eNshare Racing Team 広島県M

20 奥村　祐希 : ｵｸﾑﾗ　ﾕｳｷ2 30 1:26'36.381 サイファアスリートクラブ 岡山県M

7 中村　一登 : ﾅｶﾑﾗ　ｶｽﾞﾄ3 30 1:26'37.461 チーム・グランプッチ 岡山県M

14 松浦　正己 : ﾏﾂｳﾗ　ﾏｻｷ4 29 1:24'46.330 エキップティラン 広島県M

40 福家　拓 : ﾌｹ ﾋﾗｸ5 29 1:24'46.705 高松工芸高校 香川県M

37 森井　浩明 : ﾓﾘｲ　ﾋﾛｱｷ6 29 1:24'53.794 チーム　グランプッチ 岡山県M

32 飛田　俊彦 : ﾄﾋﾞﾀ ﾄｼﾋｺ7 29 1:24'55.056 サイクルクラブ3UP 鳥取県M

9 藤井　伸昌 : ﾌｼﾞｲ ﾉﾌﾞﾏｻ8 29 1:24'57.101 岡山県M

11 岡　晃邦 : ｵｶ　ﾃﾙｸﾆ9 29 1:24'58.492 oka 京都府M

23 長原　潤 : ﾅｶﾞﾊﾗ　ｼﾞｭﾝ10 29 1:25'00.336 code33 岡山県M

2 築山　元樹 : ﾂｷﾔﾏ　ｹﾞﾝｷ11 29 1:25'01.470 チーム・グランプッチ 岡山県M

22 森本　玄達 : ﾓﾘﾓﾄ　ﾋﾛﾐﾁ12 29 1:26'07.764 code 33 岡山県M

1 片岡　敏一 : ｶﾀｵｶ　ﾄｼｶｽﾞ13 29 1:26'58.746 Katasei Compagno 鳥取県M

8 難波　大輔 : ﾅﾝﾊﾞ　ﾀﾞｲｽｹ14 29 1:27'34.506 サイファアスリートクラブ 岡山県M

28 守安　翔太 : ﾓﾘﾔｽ　ｼｮｳﾀ15 29 1:27'47.267 チーム岡山 岡山県M

44 池太　信也 : ｲｹﾀﾞ　ﾉﾌﾞﾔ16 28 1:25'01.847 チームグランプッチ 岡山県M

24 村瀬　琶音 : ﾑﾗｾ　ﾊｵﾄ17 28 1:27'46.300 岡山県M

syamamo
失格
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17 林　宏明 : ﾊﾔｼ　ﾋﾛｱｷ18 27 1:25'01.509 ちーむのざき 岡山県M

10 阿部　倭 : ｱﾍﾞ ﾔﾏﾄ19 27 1:27'46.006 愛媛県自転車競技連盟

ジュニアクラブ

愛媛県M

31 山崎　秀忠 : ﾔﾏｻｷ　ﾋﾃﾞﾀﾀﾞ19 55'53.145 GREEN GROOVE 岡山県Mー

6 太田　翔 : ｵｵﾀ　ｼｮｳ11 32'35.790 チーム・グランプッチ 岡山県Mー

26 武西　憲進 : ﾀｹﾆｼ ｹﾝｼﾝ9 27'26.467 エキップｕレーシング 愛媛県Mー

3 中尾　敦司 : ﾅｶｵ ｱﾂｼ8 24'14.635 チーム・グランプッチ 岡山県Mー

45 室田　竜成 : ﾑﾛﾀ　ﾘｭｳｾｲ8 24'24.789 Team Kermis Cross 岡山県Mー

13 恒次　真 : ﾂﾈﾂｸﾞ ﾏｺﾄ7 21'29.674 チーム・グランプッチ 愛知県Mー

46 藤原　龍治 : ﾌｼﾞﾜﾗ ﾘｭｳｼﾞ7 22'14.029 チーム Paradiso 岡山県Mー

39 中上　一幸 : ﾅｶｳｴ　ｶｽﾞﾕｷ6 18'48.542 teem WiLLs 岡山県Mー

27 吉本　俊平 : ﾖｼﾓﾄ　ｼｭﾝﾍﾟｲ6 18'48.696 Jelly`s 岡山県Mー

36 高山　雅史 : ﾀｶﾔﾏ　ﾏｻﾌﾐ6 18'49.860 サイファアスリートクラブ 岡山県Mー

5 尾崎　光正 : ｵｻﾞｷ　ﾐﾂﾏｻ6 19'27.897 チーム岡山 岡山県Mー

34 村上　淳 : ﾑﾗｶﾐ　ｼﾞｭﾝ6 19'27.992 Grandi Petit 岡山県Mー

38 福留　康介 : ﾌｸﾄﾞﾒ ｺｳｽｹ6 19'44.762 eNShare cycling team 岡山県Mー

19 池田　雅展 : ｲｹﾀﾞ　ﾏｻﾉﾌﾞ6 19'49.546 岡山県Mー


