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3  41.46km/hチームセカンドウインド鹿児島2971 一丸 忠生 重畠 信也 笹木 哲雄 松永 慎太郎 25:16.19

3 00:13.28 41.10km/h鷹組サイクル牛痔紀医3512 井上 正祥 橋本 洋孝 森 和規 曽根 大輔 25:29.47

3 00:14.50 41.07km/hLEGON2563 鶴見 辰吾 大西 純一 西川 正治 内池 裕治 25:30.69

3 00:24.64 40.80km/h大垣ピストンズ 梅3494 坂 直之 柘植 英明 佐竹 勝弘 浅野 肇 25:40.83

3 00:27.35 40.73km/hスワコレーシングチーム４０＋785 福田 和博 菊池 伸悟 山崎 直樹 25:43.54

3 00:47.33 40.21km/hY’s Racing MJS1536 大東 典裕 辻 潤 山本 裕二 小林 孝臣 26:03.52

3 00:49.28 40.16km/hSD26-Aチーム237 今井 英樹 荒尾 盛人 五十嵐 雅弘 花木 雅俊 26:05.47

3 00:55.14 40.01km/hTEAM 光 花みずき2308 加納 広路 国本 英典 真道 淳司 大河内 一貴 26:11.33

3 01:15.87 39.49km/hKYB RACING M-TEAM229 小倉 秀昭 鈴木 亮太 粟野 宏一郎 角田 雅史 26:32.06

3 01:22.26 39.33km/hレブハフトレーシング3B+J3510 尾碕 嘉成 矢船 良洋 山口 正起 山本 淳一 26:38.45

3 01:22.65 39.32km/hバルバ ツルガ B1811 森下 陽 原田 仁司 中者 竜三 佐藤 正規 26:38.84

3 01:23.25 39.31km/hＦｏｏｔｗｏｒｋＲＣ12012 辻 正明 大橋 征幸 奥村 隆平 浅野 昌隆 26:39.44

3 01:23.98 39.29km/hSAKAI★RACING B チーム噛ま13113 花谷 篤史 桂山 尚也 森本 浩祐 北岡 主成 26:40.17

3 01:26.57 39.22km/hRSCC13014 森田 淳史 新井 聖一 松村 輝幸 中川 岳治 26:42.76

3 01:27.88 39.19km/hSCRT13215 尾崎 友彦 鈴木 智行 鈴木 一成 石橋 晃 26:44.08

3 01:29.55 39.15km/h朝走ろう団ファイナルウェポンズ35216 倉田 貴生 加藤 守将 勝股 浩平 長岡 祥弘 26:45.74

3 01:29.90 39.14km/hＣＩＥＲＶＯ奈良スタッフ5517 大河内 二朗 西浦 弘志 今井 高浩 光宗 秀 26:46.09

3 01:30.73 39.12km/hBikeTeam回転木馬11518 中原 学 鈴木 宏 川真田 正之 前 奉宏 26:46.92

3 01:32.65 39.08km/hBHMC-B11319 川崎 正治 石川 僚一 藤本 功 源内 隆夫 26:48.84

3 01:32.95 39.07km/hTEAM 光 気合いで走れ24920 古川 正弥 松下 昇平 神田 憲彦 木村 謙吾 26:49.14

3 01:34.00 39.04km/hpanaraceryoung12821 尾谷 昌彦 安堂 政明 拝野 佑介 坂本 裕規 26:50.19

3 01:35.74 39.00km/h桜台レーシングチーム10322 高橋 伸成 野中 勝未 大渡 和正 渥美 記宏 26:51.93

3 01:36.78 38.98km/hTRAP B24623 前田 義範 松尾 剛志 永井 博之 大坪 優治 26:52.97

3 01:37.57 38.96km/hTEAM KAZE A13624 藤井 琢也 片田 洋一 前田 義夫 西野 智久 26:53.76

3 01:38.75 38.93km/hSakatani A6225 岩田 雅之 山下 郁夫 斎藤 公一 大西 慶三 26:54.94

3 01:41.07 38.87km/hTEAMまるいちアルファ5326 牧野 祐紀 橋本 勇紀 石崎 啓祐 都築 康明 26:57.26

3 01:44.72 38.78km/hLebhaft 朝組+S4627 棟方 稔久 西嶋 等 岩田 文彦 作長 英治 27:00.91

3 01:45.74 38.76km/h広島大学TTTTT34028 奈須 健一 高橋 知靖 山内 祐介 27:01.93

3 01:46.62 38.74km/hエタニティーフィールド26229 斎藤 耕一 斉藤 誠吾 五日市 文典 山本 隆久 27:02.81

3 01:46.67 38.74km/hカヤマレーシングＡ26730 田中 英夫 黒住 智明 永瀬 泉 石川 滋男 27:02.86

3 01:47.71 38.71km/hたからくじ同好会28831 川端 一吉 中村 善宏 藤本 晃司 27:03.90

3 01:51.77 38.62km/hレブハフトレーシングB33332 高木 篤 井上 裕 村田 康 Andrew Coetz 27:07.96

3 01:52.98 38.59km/hKLUB KATZ A23533 山手 隆 小山 祐介 花田 祥史 藤田 圭佑 27:09.17

3 01:53.37 38.58km/hサイクルロードエイトA7634 藤野 恭久 竹崎 大制 紺 利宏 清水 貴広 27:09.56

3 01:54.67 38.55km/hTeam スクアドラ 精鋭24235 小浜 学 石橋 宏充 宮本 訓寛 坂本 恵亮 27:10.87

3 01:58.55 38.46km/h神戸市立工業高等専門学校 自10536 小野 貴澄 末原 皐多 辻 翔大 27:14.74

3 01:58.78 38.45km/h違駄天レーシング33637 加藤 壽嗣 殿水 利之 前中 良夫 服部 享英 27:14.97

3 01:59.68 38.43km/h鷹組・土建屋じゃないっす！22938 八木 文宏 酒巻 弘志 芝池 信憲 マヌエル ファ 27:15.87

3 02:01.21 38.39km/h怪速ゾルゲ隊33839 岩上 真也 吾郷 智博 佐藤 耕司 宮本 康博 27:17.41

3 02:01.81 38.38km/hteamUTC14340 河村 高利 大野 嘉彦 宮本 直樹 鈴木 広志 27:18.00

3 02:03.30 38.35km/hTEAM COOL GREEN A13441 佐合 貴行 藤木 啓之 西本 浩太郎 安田 哲彦 27:19.50

3 02:03.68 38.34km/hThe☆whoo軍曹王子犬先輩25942 一瀬 直和 梶原 克彦 高橋 真介 佐藤 弘和 27:19.87

3 02:06.63 38.27km/hEURO-WORKS Racing 40+1943 吉岡 学 巳波 一郎 浅井 利育 田口 直史 27:22.82

3 02:08.42 38.23km/hトンデモＴ’30544 小杉 亮太 杉本 憲郎 片瀬 直政 矢口 隆三 27:24.61

3 02:10.11 38.19km/hつうばいつうＡチーム1345 清水 裕之 廣瀬 尚紀 土田 誠二 善積 誠二 27:26.31

3 02:11.14 38.16km/hぽっぷこ～んＲＴ9346 松原 國弘 乾 久雄 栗本 正史 宮田 吉信 27:27.33

3 02:14.02 38.10km/hBolazione 211647 冨田 大輔 藤浪 康司 阿部 大輔 斉藤 純 27:30.21

3 02:15.83 38.05km/hチームガナス29348 山中 俊輔 伊吹 健児 鈴木 隆幸 田中 利明 27:32.03

3 02:16.63 38.04km/hニコーファクトリー8849 里地 洋輔 山田 保誠 磯部 恭平 和田 一輝 27:32.82

3 02:17.30 38.02km/hEVERWINレーシング-A2050 久保 雅史 吉塚 計司 中沢 正秋 出口 智宏 27:33.49
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3 02:22.55 37.90km/h神交中央AC10651 西田 恭明 松尾 昭博 中川 博之 中村 宏 27:38.74

3 02:22.78 37.89km/h輪工房ＡＰＥＸ うさぎ組35952 高橋 信宏 寺田 尚弘 村松 和也 27:38.97

3 02:23.63 37.88km/hバルバクラブカナザワＢ8953 橋本 英敬 長谷 秀樹 岡崎 泰嗣 西田 克史 27:39.82

3 02:24.58 37.85km/hＶＩＶＡＣＥ掛川15054 山崎 清一 戸田 慎吾 熊谷 節 黒田 昌宏 27:40.78

3 02:24.95 37.85km/hウルトラウィルワークス26055 宮坂 卓嗣 形部 直登 北野 慎太郎 澤田 敏貴 27:41.14

3 02:27.92 37.78km/hTCC-SPEED大穴？25856 黒田 賢 岩田 竜一 小林 潔 石原 正視 27:44.11

3 02:30.96 37.71km/hチームレグルス8557 和島 恭士郎 木津 朗 梶田 晋 浅利 満 27:47.16

3 02:33.69 37.65km/hCentro11758 宮本 三郎 後藤 武範 小松 誠 時田 大助 27:49.88

3 02:35.38 37.61km/hKYB RACING R-TEAM6159 宮本 修一 伊藤 一浩 可児 司旭 染川 義博 27:51.57

3 02:35.41 37.61km/hトラクターＲＣ 50+30460 大永 徳彦 高木 繁行 中村 利典 臼澤 隆史 27:51.60

3 02:35.63 37.60km/hシャカリキ自転車部27861 新藤 衛 元井 和彦 梶川 将由 木村 幸史 27:51.82

3 02:35.76 37.60km/hチームダックス・グリーン8462 山本 洋一 綱嶋 誉志 国貞 淳 川田 泰大 27:51.95

3 02:36.46 37.58km/h桜台レーシングチーム34363 大橋 良之 笠原 和人 米坂 幸祐 27:52.65

3 02:38.21 37.55km/hTEAM光 どうでしょう?!28164 武田 浩希 吉井 誠 富永 三智彦 加島 正隆 27:54.40

3 02:39.69 37.51km/hストラーダ ダークホース1265 小嶋 由紀夫 山本 朋貴 李 宗雨 井上 寿 27:55.88

3 02:39.98 37.51km/hつうばいつうＢチーム22566 竹田 豊 青山 明義 川村 勝久 鈴木 裕 27:56.17

3 02:41.29 37.48km/hリブロング 風になろう33267 大塚 真 三木 昌三 松尾 忠昭 草野 晋一 27:57.48

3 02:46.31 37.37km/hピット・レーシング・Ｂ3168 宮嶋 美規夫 近藤 真一 桑島 隆之 浜中 俊英 28:02.50

3 02:46.66 37.36km/hTEAMまるいちベータ6969 河合 秀敏 日高 正人 小浜 直人 野澤 秋寛 28:02.85

3 02:46.71 37.36km/hTeam スクアドラ 純白6870 林 泰弘 城戸 幸一 大江 章泰 佐々木 静雄 28:02.90

3 02:46.97 37.35km/h高知CTC34171 刈谷 建男 上村 浩之 松崎 健太 谷 大輝 28:03.16

3 02:47.38 37.34km/hﾚﾌﾞﾊﾌﾄﾚｰｼﾝｸﾞC++9972 加藤 岳 長村 哲郎 成田 雄一郎 水草 和英 28:03.57

3 02:52.96 37.22km/hWHITE JACKへなちょこ15273 吉川 隆裕 橋添 弘一 長谷川 宏 西田 和之 28:09.16

3 02:53.64 37.20km/hTEAM 光 おれのチーム1574 伊藤 則義 小見山 明博 城所 哲朗 伊藤 光一 28:09.83

3 02:54.27 37.19km/hEQUIP30011875 佐藤 博幸 岡原 元太郎 梅木 裕三 辻 厚樹 28:10.46

3 02:54.35 37.19km/hサニーサイド テンペスト嵐4276 近藤 憲一 井上 顕吾 松井 和人 二間瀬 英利 28:10.54

3 02:55.83 37.15km/hチーム麹町B30077 原田 至孝 狩野 真吾 松下 裕二 芳賀 隆 28:12.02

3 02:57.85 37.11km/hMt’HASE 32112578 奥山 重樹 内藤 浩司 宮本 隆文 28:14.04

3 02:58.09 37.11km/h大盛りでっか？いちもくさん35079 中谷 征夫 大岩 純 樋野 一平 増田 裕介 28:14.28

3 02:58.13 37.10km/hサイクルロードエイトB27380 荒井 康聖 渡邉 誠 藤永 浩明 倉崎 浩二 28:14.32

3 03:00.74 37.05km/hチームレグルス29981 田中 英彦 山名 智公 河原 秀明 冨田 浩盟 28:16.93

3 03:01.36 37.03km/hGアンカーマンA23282 太矢 哲郎 塚口 信行 徳田 要 辻井 克弥 28:17.55

3 03:03.37 36.99km/hザ・ブレーカーズCF27183 渋谷 和久 若林 幹根 國保 克司 黒岡 正巳 28:19.56

3 03:03.47 36.99km/hThe☆whoo 郷愁真ルド餅22084 小山 正宣 木村 真一 大森 祐樹 二上 俊太 28:19.66

3 03:04.05 36.98km/h愛三サポーターズクラブ33485 池田 新二 澤田 翼 小原 慶治 蒔田 純一 28:20.24

3 03:04.76 36.96km/hJSR（株）自転車部ＴＧＶ21786 木村 吉伸 松岡 靖 石川 弘樹 鈴木 貴久 28:20.95

3 03:05.38 36.95km/h大垣ＣＳＣ隊長不在ですが何か10887 水谷 敏和 上阪 輝威 近藤 昭則 今井 義信 28:21.57

3 03:05.81 36.94km/hSD26-Bチーム21888 飯塚 邦一 小野田 正幸 岡本 弘文 鈴木 慶 28:22.01

3 03:06.34 36.93km/h本町倶楽部堺New35789 堀田 昌夫 木戸 毅 梶川 明久 井上 長作 28:22.54

3 03:06.49 36.92km/hトーチャンズ30290 八田 準一郎 山岡 政己 奥村 亮彦 内藤 正浩 28:22.68

3 03:06.52 36.92km/hチームしまうま らくだ組Ｂ班29691 藤井 繁貴 田中 利直 波戸元 一浩 28:22.71

3 03:08.90 36.87km/hフットワークレーシング9292 渡辺 康司 長谷川 直輝 浅野 直 安藤 吉朗 28:25.09

3 03:09.65 36.85km/hTeam SONIC14193 前川 健一 松村 健志 加藤 仁史 安藤 弘也 28:25.85

3 03:12.74 36.79km/hストラーダ奈良 チーム米俵32194 吉川 伸 髙田 昌秀 吉田 優一 高塚 武彦 28:28.93

3 03:17.16 36.69km/hビターエンダー31395 高橋 英寿 田村 健司 岡多 慎也 江口 裕滋 28:33.35

3 03:17.35 36.69km/hスポーツデポ サンバレー津 南28396 野本 由人 西谷 隆治 山下 恭史 三好 佳仁 28:33.54

3 03:21.32 36.60km/hTeam UP!UP!A6797 川上 昇一 高田 英男 竹下 勝敏 井村 洋平 28:37.51

3 03:23.82 36.55km/hリブロング ガンバッテ3498 奥出 純久 夏目 道生 今尾 浩太郎 伊藤 隆 28:40.01

3 03:24.24 36.54km/h大垣ピストンズ 竹10999 廣瀬 公智 三輪 庸介 清水 勝也 中井 久人 28:40.43

3 03:26.39 36.50km/hチームご近所さん295100 前原 憲治 冨田 真史 松尾 和貴 田中 裕司 28:42.58

Page: 2 / 7Page: 2 / 7Page: 2 / 7Page: 2 / 7 Matrix.inc printed at 2010/08/30 10:25:54Matrix.inc printed at 2010/08/30 10:25:54Matrix.inc printed at 2010/08/30 10:25:54Matrix.inc printed at 2010/08/30 10:25:54



【 【 【 【 チームチームチームチームTTTTTTTT････A A A A 】】】】

2010/08/28 (Sat)

Distance Distance Distance Distance :   :   :   :   3333周周周周（（（（17171717....463463463463kmkmkmkm））））

第第第第27272727回回回回シマノシマノシマノシマノ鈴鹿鈴鹿鈴鹿鈴鹿ロードレースロードレースロードレースロードレース大会大会大会大会

順順順順 No.No.No.No.
ﾄｯﾌﾄｯﾌﾄｯﾌﾄｯﾌﾟ゚゚゚
とのとのとのとの差差差差周回周回周回周回

平均平均平均平均
時速時速時速時速チームチームチームチーム名名名名 メンバーメンバーメンバーメンバー タイムタイムタイムタイム

3 03:27.82 36.47km/hチームしまうま らくだ組Ａ班83101 前田 真吾 木曽 直寛 田中 隆雄 安川 洋平 28:44.01

3 03:28.37 36.45km/hぴっと・レーシング・Ｃ314102 鈴木 教之 東出 吉晃 神谷 康治 古川 周平 28:44.56

3 03:31.36 36.39km/hTEAM 光 トマト41103 鈴木 孝宣 塩谷 賢治 西川 孝一 田中 哲也 28:47.55

3 03:32.69 36.36km/hスワコレーシングチームＫYNＣ284104 茅野 利秀 兼子 明 山田 憲司 中川 喜夫 28:48.88

3 03:33.20 36.35km/hsensunique A64105 田内 誉之 柴田 匡哉 平尾 清徳 吉兼 正貴 28:49.40

3 03:34.00 36.33km/hTRAP A72106 上甲 宏 郷 憲昭 姫野 聡宏 広田 早苗 28:50.20

3 03:34.30 36.33km/hバルバ ツルガ E311107 朝来野 靖 沢辺 大樹 小堀 和樹 定友 敦 28:50.50

3 03:36.53 36.28km/hVC NEKOGAHORA148108 後藤 幸哉 渡辺 晃基 鈴木 和朗 野村 佳史 28:52.72

3 03:37.70 36.26km/hCSヤマダ ６310109 林 昌佳 秋江 三夫 大辻 直史 岡部 誠 28:53.89

3 03:39.24 36.23km/hバーニングクラブ308110 川勝 正晴 中山 将司 村上 隆之 山内 明 28:55.43

3 03:40.11 36.21km/hナカガワASK’デザインＨ306111 宮間 敏和 藤澤 剛 池田 祐一 蔵本 浩史 28:56.30

3 03:40.22 36.20km/hチーム ヤマシゲ291112 小塚 雄二 渡辺 功詞 玉丸 みのる 野田 和夫 28:56.41

3 03:43.52 36.14km/hタ-ミネ-タ 280113 山本 哲也 打田 功 中池 芳和 門 直道 28:59.71

3 03:47.31 36.06km/hサニーサイド･いくかも158114 山崎 弘一 北村 敬 土岐 忍 吉野 大基 29:03.50

3 03:49.25 36.02km/hEVERWINレーシング-C216115 直島 勇 多田 雅彦 東原 勇 29:05.44

3 03:49.67 36.01km/h伊丹NCC Aチーム36116 青木 昌文 山内 信彦 森本 一弘 村上 祐一 29:05.86

3 03:51.22 35.98km/hバンブーロータスA90117 松本 龍介 藤原 智之 竹内 晃 川原 誠 29:07.41

3 03:51.28 35.98km/hSakatani B238118 保寿 学 上田 泰正 高峰 健一郎 野口 博史 29:07.47

3 03:52.38 35.95km/hTEAM SUMIKA142119 小川 孝治 大林 昭浩 西田 裕紀 河村 真一 29:08.57

3 03:52.92 35.94km/hTeam Kozzn137120 栢野 忠夫 志智 俊夫 山口 幸二 29:09.11

3 03:53.94 35.92km/hTeam May-Be139121 長岡 賢介 佐々木 敏之 吉倉 雅明 榎田 裕一 29:10.13

3 03:54.67 35.91km/hCSヤマダ ガリオ360122 広出 我利男 山本 一幸 森下 太郎 29:10.86

3 03:54.73 35.90km/hTEAMまるいち金次郎319123 犬塚 一彦 今村 郁郎 長坂 英輝 澤井 真司 29:10.93

3 03:59.83 35.80km/hエキップ リオン UMMT261124 上田 晃史 照喜納 正広 箕形 彰芳 森谷 忠司 29:16.03

3 04:02.41 35.75km/hTeam白橿ﾊﾟｰﾌﾟﾙｽﾞ/com70125 藤井 浩二 政田 忠 篠原 修二 篠原 智 29:18.60

3 04:03.35 35.73km/hフオルッアＡ辰315126 佐久間 洋一 安藤 健 池原 隆 谷 29:19.54

3 04:08.52 35.62km/hＴＯＭＯＳレーシング245127 安藤 明生 水野 晶之 坂井 紀和 佐合 弘晃 29:24.71

3 04:08.73 35.62km/hリブロング ハリキッテ227128 南 慎一郎 樺山 敏行 豊田 佳明 大西 英之 29:24.92

3 04:08.88 35.62km/hタ-ミネ-タ 3289129 笠原 一也 大江 貴幸 篠崎 清彦 早瀬 典男 29:25.07

3 04:09.17 35.61km/hThe☆whoo 瓦風白鷺博士71130 川澄 卓也 吉村 成弘 吉岡 史樹 安立 昌司 29:25.36

3 04:10.53 35.58km/hオキドキスロースタイル神戸74131 辰巳 勝也 住友 祐二 渡司 充 和田 浩次郎 29:26.72

3 04:10.75 35.58km/hNKT45126132 岡 央 三好 雅之 加藤 正竹 山田 鏡一 29:26.94

3 04:12.06 35.55km/hTEAM 光 さぼるな。212133 清水 良春 稲垣 昇 黒丸 義弘 山下 精 29:28.25

3 04:14.40 35.51km/hKAZAMIDORI50134 吉田 維一 佐々木 良佑 小松 雅洋 稲垣 尭 29:30.59

3 04:15.87 35.48km/hSOLEIL FLIEGER133135 西井 敬二 山口 統生 石橋 知己 29:32.06

3 04:15.97 35.47km/h違駄天サイクリング101136 馬場 勝久 榎堀 優 北村 和義 丸山 恭一郎 29:32.16

3 04:17.01 35.45km/hチームカミハギ KING223137 上萩 泰司 椙村 恭之 森 健一郎 29:33.20

3 04:17.76 35.44km/hふっとわ～く あ～るし～32138 長谷川 昌彦 田辺 斉 坪井 重隆 川上 真司 29:33.95

3 04:18.87 35.42km/hJSR（株）自転車部メビウス255139 松本 秀紀 山口 智大 中瀬 浩二 高橋 直人 29:35.06

3 04:21.16 35.37km/hチームカミハギ ACE28140 伊井 孝之 三宅 尚徳 澤田 敦 29:37.35

3 04:24.72 35.30km/hZIPPYタケウチRC154141 原田 武史 雲川 貴司 木村 聡 小松 大祐 29:40.91

3 04:27.74 35.24km/hストラーダ奈良 ボディアタック159142 丹 宇響 石川 清久 竹辻 伸浩 森嶋 健太 29:43.93

3 04:28.91 35.22km/hニコーGGT307143 金瀬 紀彦 内田 耕治 大西 隆英 吉田 幸司 29:45.10

3 04:29.55 35.20km/hつうばいつうＯチーム86144 山田 博 福本 善博 甲田 勝康 伊与田 ーー 29:45.74

3 04:34.54 35.11km/hヘ゛アース゛322145 名越 勝也 菱川 満広 小西 稔 岡本 員己 29:50.73

3 04:35.50 35.09km/hトンデモ caadnago87146 森 宏幸 新田 勝則 塚本 麻紀 田中 良平 29:51.70

3 04:39.07 35.02km/hSD26-Cチーム63147 倉留 和典 齋藤 悦司 竹内 健二 竹内 康哲 29:55.27

3 04:39.79 35.00km/hteam Goodspeed66148 末田 昌彦 大森 一明 丹羽 慎平 有田 将司 29:55.99

3 04:41.22 34.98km/hPOLPO SP8149 坂田 佳子 坂田 美紀 坂口 聖香 29:57.41

3 04:41.92 34.96km/hシャープ自転車部YAFO277150 古川 洋一 吉田 義孝 吉村 和也 大石 隆俊 29:58.11
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時速時速時速時速チームチームチームチーム名名名名 メンバーメンバーメンバーメンバー タイムタイムタイムタイム

3 04:42.30 34.96km/hＫＲＯＣＣ－Ａ21151 横田 俊彦 徳田 三男 志水 利治 井原 紀雄 29:58.49

3 04:42.64 34.95km/hTREK STORE 神戸 YELLOW73152 東 剛史 石塚 淳一 藤原 高司 山田 拓史 29:58.83

3 04:48.24 34.84km/hストラーダ 入江虫43153 入江 亮太 馬場園 剛 吉野 健祐 吉川 敏典 30:04.44

3 04:48.84 34.83km/hサニーサイド･プルミ＝稲妻274154 村田 明彦 紀岡 定治 森田 賢治 小柳 良平 30:05.03

3 04:48.89 34.83km/hhappinesshill121155 田中 龍博 田中 亨 鈴木 健正 鈴木 慶昌 30:05.08

3 04:50.54 34.80km/hチームダックス・ブルー224156 日笠 輝彦 造田 優一 北脇 知己 北脇 知春 30:06.73

3 04:50.57 34.80km/hまほロバRCのぞみ号327157 川﨑 博之 平井 章夫 東 道裕 奥野 英司 30:06.76

3 04:53.28 34.74km/hCSY740158 那谷 典史 辻先 邦彦 岸田 秀彦 幾野 浩樹 30:09.47

3 04:55.73 34.70km/hチームアクオードグラッチェ292159 木村 朋宏 椎木 隆将 野元 裕貴 30:11.92

3 04:56.50 34.68km/hTEAM 光 楽しいね！60160 米盛 周作 柴田 聡 細井 裕司 吉竹 直人 30:12.69

3 05:02.60 34.56km/hサニーサイド やるかも221161 金本 一紀 杉村 誠 斉藤 忠義 鎌田 英樹 30:18.80

3 05:03.19 34.55km/h神戸市立工業高等専門学校 自38162 家路 礼士 高寺 健太郎 大國 滉尚 30:19.38

3 05:03.72 34.54km/h728 Cycling Club110163 澤田 義人 藤尾 大輔 井上 貴博 30:19.91

3 05:04.50 34.53km/hKLUB KATZ52164 藤原 裕司 荒井 栄司 武島 直樹 波多 大祐 30:20.69

3 05:07.28 34.48km/hクラブ遊輪館269165 飯塚 義光 加藤 正行 武藤 正美 高橋 洋一 30:23.47

3 05:08.00 34.46km/hRiseレーシングチーム129166 田中 伸之 金田 誠次 矢田 昌宏 目出 義幸 30:24.19

3 05:08.57 34.45km/hEVERWINレーシング-D254167 山本 隆弘 平本 久三 兼田 裕二 30:24.76

3 05:09.19 34.44km/hスネークバイト282168 佐藤 農 小菅 一徳 中田 尋経 名児耶 敏也 30:25.38

3 05:12.80 34.37km/h輪工房APEXうし組207169 冨士縄 睦 薄根 和之 小林 一美 30:29.00

3 05:12.95 34.37km/hSQUADRAシングル友の会56170 藤田 浩平 高村 明宜 鶴田 雅之 中野 知也 30:29.14

3 05:13.05 34.37km/h自由輪倶楽部―A104171 後藤 博嗣 余語 良昭 荒井 宣善 30:29.24

3 05:13.17 34.37km/hまほロバRCひかり号95172 松村 郁弘 山中 邦夫 坂本 伸太郎 永井 芳之 30:29.36

3 05:17.64 34.28km/hTEAMまるいちナ～イスミドル243173 吉田 雅史 岡田 稔幸 杉浦 幸司 青木 陽之介 30:33.83

3 05:20.65 34.23km/hダイセル熱衝撃＆ＴＦＣ287174 小谷 重明 加茂田 剛 三田 賢志 30:36.84

3 05:21.91 34.20km/hストラーダ 隠れダンディズム250175 小沢 秀平 小野 和憲 奥村 裕一 木原 宏 30:38.10

3 05:23.06 34.18km/hナカガワASK’デザインＧ54176 吉田 誠吾 根本 政博 大西 映生 石橋 剛 30:39.25

3 05:26.90 34.11km/hTeam白橿ﾊﾟｰﾌﾟﾙｽﾞ/comB244177 佐々木 信幸 北村 健 福本 昌昭 福本 晴彦 30:43.09

3 05:29.08 34.07km/h堀場製作所自転車倶楽部356178 下野 友也 石塚 勝敏 入江 和大 前田 拓斗 30:45.27

3 05:29.22 34.07km/hプルデンシャル・バイシクルA317179 八田 聖治 松尾 靖 勘田 泰宏 30:45.41

3 05:36.21 33.94km/hsensunique B239180 伴 典昭 小粥 康仁 青木 都悦 山崎 快正 30:52.40

3 05:38.81 33.89km/hクールラニングス268181 小原 浩 三宅 基生 宮崎 慎一 川渕 義浩 30:55.00

3 05:41.39 33.84km/h一条アルチメイトファクトリー337182 仲 伊織 橋屋 耕平 清岡 一人 三谷 弘樹 30:57.58

3 05:41.86 33.83km/hＴＣＣ－ＳＰＥＥＤ ゆるちゃり24183 石川 佳範 西井 政文 伊藤 俊之 船木 高宏 30:58.05

3 05:42.94 33.82km/hＴＯＭＯＳ ＯＧⅢ（オジサン）11184 服部 喜勇 鎌田 雅博 中川 勝登 各務 健文 30:59.13

3 05:43.53 33.80km/hかつあき一家266185 山下 雅大 吉川 克朗 鎌田 浩典 月坂 昇平 30:59.72

3 05:45.24 33.77km/h東京消防庁TTチーム353186 本堂 明生 植田 哲夫 川島 剛 井上 誠一郎 31:01.43

3 05:47.81 33.73km/hまじりんぐ アンサク94187 北川 弘之 竹内 直樹 尾崎 昇 臼井 建一 31:04.00

3 05:50.99 33.67km/hTeam DAIKIN135188 石井 靖之 原 一浩 神山 亮 31:07.18

3 05:51.32 33.66km/hミズノA96189 井内 一憲 中村 敬 澤山 政義 青井 俊輔 31:07.51

3 05:53.52 33.62km/hチームダックス・酒一筋298190 中山 雅弘 岡 政一 山谷 修一 利守 弘充 31:09.72

3 05:59.52 33.52km/hTREK STORE 神戸 GREEN247191 筒井 堅 和氣 幸佑 前田 清孝 川上 仁 31:15.72

3 05:59.96 33.51km/hぴっと・レーシング・Ｐ91192 陶山 博伸 鈴木 建一 辰己 和正 梅本 伸行 31:16.16

3 06:00.60 33.50km/hストラーダ フレッシュマン？17193 山田 祥ニ 足立 靖彦 林 祐介 31:16.79

3 06:06.80 33.39km/h神交中央AC347194 名田 聡 正路 政彦 山下 秀樹 徳田 慎介 31:22.99

3 06:13.03 33.28km/hミズノB328195 尾田 貴雄 志野 泰則 渡辺 良信 竹下 豪 31:29.22

3 06:16.77 33.21km/hTEAM斜面ライダー145196 寺嶋 丈博 渡辺 慎吾 水野 善康 小林 一郎 31:32.96

3 06:16.89 33.21km/hコマツMTB部270197 黒澤 俊治 杉村 健一郎 本間 卓也 小山 隆明 31:33.08

3 06:17.02 33.21km/hKYB RACING T=TEAM237198 高柳 樹 中江 匡志 筒井 隆明 耕太 31:33.22

3 06:17.23 33.20km/hteam Goodspeed240199 篠倉 弘幸 木村 大地 峯松 豊 深野 康幸 31:33.42

3 06:17.62 33.20km/h三菱自動車Ｂ344200 原田 修 酒井 国一 岩本 涼太郎 31:33.81
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3 06:19.37 33.17km/hチーム エアロセプシー290201 矢野 真介 時藤 満徳 中山 浩典 31:35.56

3 06:21.47 33.13km/hつうばいつうＥチーム208202 津田 麻里亜 馬瀬 和志 皆本 一憲 山田 直樹 31:37.66

3 06:23.81 33.09km/hTEAM 光 豆魂156203 伊藤 貴司 大鹿 康裕 國本 勝弘 北谷 正雄 31:40.00

3 06:26.49 33.04km/hトーテック４６８303204 湊原 正司 長谷川 智 木村 浩基 森 英治 31:42.68

3 06:26.64 33.04km/hニコー４８30205 神野 壮平 上田 竜也 大西 貴之 鬼頭 孝太 31:42.83

3 06:28.37 33.01km/hCannondale Japan A57206 渡瀬 佳紀 山村 大地 栄田 富夫 31:44.56

3 06:28.59 33.00km/hｗａｓｈｕ ｒａｃｉｎｇ151207 塚本 豊 山本 章男 木村 雅也 宮本 卓 31:44.79

3 06:29.88 32.98km/hL’eqipe de Ryo124208 北川 文敏 福島 雄二 眞野 浩幸 西村 仁孝 31:46.07

3 06:33.35 32.92km/hTCC-SPEEDよろしく！219209 井原 博文 小川 弘記 小池 貴洋 髙田 清数 31:49.54

3 06:35.38 32.89km/hＣＳヤマダ10210 野口 一人 佐名田 一郎 松原 岳生 伊藤 尚 31:51.57

3 06:36.98 32.86km/hＣＳＹ直線一気252211 川人 篤 大島 健裕 小西 彰 藤澤 弘一 31:53.17

3 06:38.92 32.83km/hまじりんぐ 大は小を重ねる325212 深田 宏 佐藤 嘉明 佐野 哲司 瀬古 慎二 31:55.12

3 06:41.23 32.79km/hプチリオン6213 川瀬 愛 中里 眞由美 小須田 詩乃 大城 朋子 31:57.42

3 06:44.95 32.72km/hハ゜シ゛ェロ製造自転車部309214 山内 広志 立林 克敏 工藤 周二 福安 真琴 32:01.14

3 06:47.25 32.68km/hTEAM KUMATTA138215 鈴木 晴雄 鈴木 潤 多比良 慎也 小林 功 32:03.44

3 06:47.32 32.68km/hKAZAMIDORI233216 船曳 彰 大西 直哉 佐藤 那央 崔 英雄 32:03.51

3 06:53.89 32.57km/hTREK STORE 神戸 BLUE26217 川上 隆幸 神田 吉和 河津 正幸 阿部 晃士 32:10.08

3 06:59.81 32.47km/hシエルヴォメタボチーム276218 久保 龍也 横山 光太郎 植村 貴浩 玉山 貴之 32:16.00

3 06:59.88 32.47km/h伊丹NCC Bチーム335219 糸本 守 高津 宣行 七野 智昭 伊丹 隆人 32:16.07

3 07:00.20 32.47km/hサンワRT A206220 柴田 有希子 加賀和 肇 増田 尚弘 平田 敬三 32:16.39

3 07:01.16 32.45km/h大垣ＣＳＣ新党大地＆亮＋Ｗ秀215221 上村 大地 酒向 亮 丹羽 秀記 田代 秀樹 32:17.35

3 07:06.83 32.36km/h神戸市立工業高等専門学校 自346222 佐々木 俊輔 沖見 卓哉 木田 淳平 32:23.02

3 07:10.48 32.29km/hマッケンロー・ポパチャイ326223 宮坂 健 鳥居 大輝 塔向 佑樹 難波 博樹 32:26.68

3 07:11.19 32.28km/hつうばいつうＤちいむ301224 角屋 裕 山中 康正 五角 正純 馬瀬 ゆり 32:27.38

3 07:17.49 32.18km/h頭痛に良く効く いちもくさん354225 志田 寿男 片田 哲也 礒野 学 鹿子嶋 健一 32:33.68

3 07:22.50 32.10km/hセピアレーシング第25代同期班285226 中村 聡 中野 浩児 宮崎 新一 32:38.69

3 07:23.20 32.08km/hオータス263227 高士 剛 伊藤 雄弘 高柳 剛 渡辺 篤 32:39.40

3 07:31.44 31.95km/hバルバ ツルガ C226228 宮本 義信 椙山 茂樹 西野 秀明 橋本 勇樹 32:47.63

3 07:34.82 31.90km/hサンワRT C222229 阪本 勝 福田 博文 中川 隆夫 藤村 克己 32:51.01

3 07:36.71 31.87km/hJSR（株）自転車部ＡＶＥ49230 阿部 翼 河村 正敏 中村 和彦 松本 陽子 32:52.90

3 07:41.27 31.79km/hＫＲＯＣＣ－Ｂ59231 松田 信一 與倉 稔 前田 肇 小林 啓之 32:57.46

3 07:43.66 31.75km/hランタンルージュ331232 欠端 康夫 間瀬 城作 寺崎 一 前田 誠 32:59.85

3 07:45.30 31.73km/hバルバ ツルガ D44233 田山 敬祐 為永 誠 横山 信明 西谷 知朗 33:01.49

3 07:45.63 31.72km/hヤマシロクラブ330234 荒木 正人 楠田 敏之 坂上 周平 33:01.83

3 07:47.08 31.70km/hチームアクオードジャンキー81235 高山 淳一 野元 裕貴 寺田 和弘 33:03.27

3 07:47.34 31.69km/hセピアレーシングチーム79236 吉野 英毅 水野 聖人 立川 一秀 仲田 耕史 33:03.54

3 07:52.57 31.61km/h轟輪会 第29代同期班102237 山田 芳享 土屋 耕二 木村 憲治 佐々木 清吾 33:08.76

3 07:55.45 31.57km/hストラーダ の楽り苦らり？214238 三好 俊明 松宮 和也 村井 大輔 揖斐 信輔 33:11.65

3 07:57.05 31.54km/h轟輪会 山歩班228239 宮路 佳秀 堀 高 岸本 廣 魚野 清史 33:13.24

3 08:12.14 31.30km/hナカガワASK’デザインＦ209240 三瀬 千春 池上 宏幸 稲生 衡樹 中村 雅行 33:28.33

3 08:12.25 31.30km/hＴＯＭＯＳ無敵艦隊320241 山田 武志 佐合 満岳 柴田 和彦 長江 茂弘 33:28.44

3 08:25.26 31.10km/hソレイルフリーガー286242 岩田 裕弘 上田 祥愛 坂野 友彦 33:41.46

3 08:25.65 31.09km/hＴＯＭＯＳ ケッタマシン213243 安藤 学 渡邉 健人 羽田野 隆 松本 裕一 33:41.84

3 08:27.70 31.06km/hＴＯＭＯＳシャカリキ25244 平岡 尚樹 水野 聡 吉田 崇了 稲本 民三江 33:43.89

3 08:28.23 31.05km/h鷹組・とび職じゃないっす！45245 下山 満 バルタン 岸田 水谷 聡 笹尾 亘 33:44.42

3 08:28.99 31.04km/hバンブーロータスB312246 蓮胤 暢彦 北田 功 吉冨 修平 高田 幸悦 33:45.18

3 08:29.26 31.04km/hAUTOMATHIC CYCLING111247 小柳 裕 余田 篤志 森下 哲也 與古光 大輔 33:45.45

3 08:33.85 30.97km/hKING of NIGHT－弐234248 大木 秀行 大橋 健吾 谷岡 幸伸 平田 博史 33:50.04

3 08:34.61 30.96km/h西宮市役所自転車部B348249 厚見 和範 米永 拓真 岡井 一樹 藤井 高 33:50.80

3 08:35.02 30.95km/hEuroWorks-LANTERNE ROUGE253250 高松 弘樹 北地 晃 福田 和久 大森 寛幸 33:51.21
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3 08:35.59 30.94km/hCSヤマダ3251 大島 雅紀 谷端 留未 藤澤 美弥子 清水 友恵 33:51.78

3 08:37.07 30.92km/hSD26-Dチーム257252 青木 俊貴 齋藤 雅子 篠田 剛 浜崎 伴彦 33:53.26

3 08:40.83 30.86km/h平成医療短期大学355253 長谷部 武久 藤橋 雄一郎 植木 努 33:57.02

3 08:45.83 30.79km/hチームカミハギJACK82254 市原 康博 伊藤 精哉 森崎 暁夫 遠山 裕司 34:02.02

3 08:59.68 30.58km/hＢＥＥＲＥＮシニア112255 堂本 玲二 清水 和義 坂東 尚 中山 忠広 34:15.87

3 09:04.27 30.51km/hぽっぷこーんＲＴ-Ｂ324256 福島 卓央 岡田 俊明 松本 亜紀子 高井良 俊雄 34:20.46

3 09:08.46 30.45km/hバルバローバ ツルガ4257 居関 真澄 橋詰 みどり 斉藤 華苗 34:24.65

3 09:15.39 30.35km/hCannondale Japan C318258 スタイン マリ 上田 正二 秋吉 健 34:31.58

3 09:17.65 30.31km/hCannondale Japan B160259 伊藤 浩希 福田 明宏 稲垣 寛之 梅原 章 34:33.84

3 09:18.44 30.30km/hCSヤマダ58260 森山 哲朗 森 賢二 加藤 悟司 小林 茂 34:34.63

3 09:19.91 30.28km/hTRIPLE C146261 小河 卓也 阿部島 一輝 戸塚 研也 松本 宗一郎 34:36.10

3 09:29.28 30.15km/hＣＳヤマダ （５）280262 織田 高志 中原 毅 今西 教之 伊藤 健 34:45.47

3 09:42.00 29.96km/hCSTT114263 笹部 勝 村川 康一 西浦 崇文 34:58.19

3 09:42.17 29.96km/hオニオンサラダ265264 西本 和彦 松本 悟 野田 喜代志 田浦 光春 34:58.36

3 09:57.34 29.74km/hフットワークＲＣ316265 道山 秀昭 加納 正嗣 椿井 啓子 坂井 允 35:13.53

3 09:58.39 29.73km/hポタリンアルバトロス323266 三木 洋司 吉野 輝一 西川 勉 村上 正光 35:14.58

3 10:03.69 29.66km/hオキドキスロースタイル神戸264267 安達 琢也 中村 康浩 塩崎 勝久 沖 ｺｰｽｹ 35:19.88

3 10:14.28 29.51km/hつうばいつうＣチーム29268 西 忠夫 大津 誠 木村 昇 角屋 由香里 35:30.47

3 10:16.25 29.48km/h伊丹ＮＣＣ Ｃチーム100269 西田 雅彦 丸山 幸夫 高見澤 正徳 松田 真学 35:32.44

3 10:16.46 29.48km/hFantascal B119270 加藤 功一 林 修平 櫻井 悟 35:32.65

3 10:23.56 29.38km/h大垣ピストンズ  松251271 井筒 隆之 片岡 竹弘 古川 雅一 山下 倫弘 35:39.75

3 10:28.73 29.31km/hサニーサイド･ルーチェ光16272 松谷 庄司 大田 敬一 長田 幸太郎 恒田 秀樹 35:44.92

3 10:34.17 29.24km/hNO TRAIL,NO LIFE127273 荒川 卓俊 光野 昌樹 村瀬 寛晃 村瀬 賢祐 35:50.36

3 10:50.48 29.02km/hバルバクラブカナザワＡ210274 森 智子 石川 千代 角田 真紀子 佐々木 理智 36:06.67

3 10:54.35 28.96km/h西宮市役所自転車部A107275 永野 龍治 丸岡 五郎 丸岡 あゆみ 36:10.54

3 11:01.57 28.87km/hTeam UP!UP!B241276 大倉 賢典 竹内 寧 栗田 朋和 小松 功治 36:17.76

3 11:05.52 28.82km/hＴＯＭＯＳ美豚（トモスビトン）157277 八田 将志 佐伯 慎一 松浦 正也 加藤 稔夫 36:21.71

3 11:06.36 28.80km/hGoospi Ladies205278 鶴山 敦子 吉永 幸恵 井原 琢麻 36:22.56

3 11:06.54 28.80km/hリブロング ゆっくりね98279 山本 善郎 細野 英一 木庭 将之 三原 規正 36:22.73

3 11:09.31 28.77km/hCSTT2211280 浦部 栄治 大谷 和生 山崎 昌宣 36:25.50

3 11:13.40 28.71km/hTUFFSTUFF147281 池田 康美 石谷 昌宏 川畑 亮人 宮澤 公利 36:29.59

3 11:14.31 28.70km/h自由輪倶楽部―B345282 日野 裕之 横山 和也 手島 重和 加藤 剛 36:30.50

3 11:16.43 28.67km/hBIKER FEELGOOOD114283 松田 恭一 佐脇 徳哉 伊藤 晃彦 三尾 文秋 36:32.62

3 11:22.36 28.59km/hカヤマレーシングＡ75284 香山 泰伯 頓宮 輝國 小林 俊彦 瀬尾 明繁 36:38.55

3 11:22.81 28.59km/hKROCC-C236285 天雲 正造 山田 明子 八木 明雄 當房 章 36:39.00

3 11:32.43 28.46km/hCSTT3231286 高山 健人 花田 秀之 石井 啓介 能口 直也 36:48.62

3 11:52.13 28.21km/h回転木馬給食部2287 高橋 美治 北村 伸子 長谷川 馨 太田良 加弥 37:08.32

3 11:55.29 28.17km/hまほら伊那RC33288 永松 清志郎 林 雄一 六波羅 孝 37:11.48

3 12:04.03 28.06km/hIL VENTO Z123289 桜井 俊秀 酒巻 孝造 米沢 順 武井 優人 37:20.22

3 12:08.11 28.01km/hVerbena149290 寺本 光紀 山門 泰三 増田 武士 小坂田 正名 37:24.30

3 12:28.69 27.76km/hTCC-SPEEDらりるれろ65291 島津 公輝 大西 幸夫 柴田 昌彦 村上 智 37:44.88

3 12:35.40 27.68km/h轟輪会 会長班プラス37292 内藤 常美 馬崎 稔 原田 彰 杉原 克明 37:51.59

3 13:04.23 27.33km/hCSヤマダ202293 藤本 香 大野 千英 河出 庸子 深谷 愛子 38:20.42

3 13:07.49 27.29km/hナカガワASK’デザインＺ1294 中川 茂 中村 賢二 松本 理香 鈴木 郁子 38:23.68

3 13:23.83 27.10km/hまほロバRCLADY9295 澤田 知香 大隣 千恵子 中島 正光 丹羽 康之 38:40.02

3 13:31.33 27.01km/hHEART BEAT Company122296 藤原 重寿 前田 隆幸 稲葉 環 高垣 茂光 38:47.52

3 13:32.94 26.99km/hサンワRT B77297 丸草 倫明 岡山 貞美 矢持 真一 三古 修平 38:49.14

3 13:52.48 26.77km/hタイムSALEは命懸け5298 豊福 沙矢子 大谷 佳世 松本 知子 大谷 博美 39:08.67

3 14:02.73 26.65km/h轟輪会_SEPIA21342299 西山 忠 佐山 卓也 嶋屋 創 堀口 宗和 39:18.92

3 14:08.97 26.58km/hＣＳヤマダ155300 金丸 永圭 重松 誠次 岸本 満季 高橋 祥哲 39:25.16
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3 14:29.50 26.35km/hストラーダ 筋肉番付2010204301 森 真己子 菱田 恵美子 菱田 敏一 福澤 猛 39:45.70

3 15:16.57 25.84km/h元気です！アルバック339302 金子 雅俊 阪本 寿男 浜田 寿郎 林 直繁 40:32.77

3 15:18.56 25.82km/hサンワRT D275303 水野 宏 越智 裕暢 古川 昌伸 北谷 伸二郎 40:34.75

3 15:33.88 25.66km/hTCC-SPEED ピンキーズ203304 石川 早苗 石原 有美 船木 美樹 伊藤 賢二 40:50.07

3 15:40.79 25.59km/hチームカミハギQUEEN294305 島袋 賀功 内山 綾子 藤井 友晴 40:56.98

3 15:52.08 25.47km/h大垣ＣＳＣ39306 武井 伸一 山本 卓男 今井 かおり 上村 かおり 41:08.27

3 15:53.03 25.46km/hKING of NIGHT51307 今村 亮一 福島 俊哉 松尾 忠司 宇佐美 有常 41:09.22

3 16:08.56 25.30km/hチームアクオード1号27308 遊佐 浩宜 櫻井 俊也 蛭子 友樹 41:24.75

3 16:54.20 24.84km/h浴衣レーシング358309 伊藤 正志 若尾 光伸 守分 佑介 井戸 美千代 42:10.39

3 17:12.04 24.67km/h回転木馬女子部201310 鈴木 真紀 高橋 昭衣 吉田 薫 浅田 英子 42:28.24

3 18:34.89 23.89km/hTeamまんま@ミヤタ保存会144311 石津 佳也 青木 広一 石津 恵美子 今枝 勉 43:51.08

3 18:47.34 23.78km/hリブロング レディース7312 梅本 里絵 高嶋 佳子 山本 小百合 山本 淳美 44:03.53

3 21:48.79 22.25km/hスーハ゜ーヒ゜ンキース゛279313 広沢 健治 松田 千春 松田 秀子 村山 朱音 47:04.98

2 -1LapGアンカーマン48 猪野 一郎 外賀 優 植村 唯文 高見 和弘 DNF

1 -2LapEVERWINレーシング-B47 杉本 正樹 三木 一起 尾崎 正晴 DNF

0 -3LapサイクルモードＳ272 相澤 聡一 伊藤 剛 渡辺 浩司 DNF
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