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3  45.56km/hチームセカンドウインド鹿児島971 一丸 忠生 フリーマントル 松永 慎太郎 笹木 哲雄 22:59.74

3 01:05.50 43.50km/h鷹組 牛馬鹿羊1502 井上 正祥 近藤 達哉 芝池 信憲 裏政 聡一 24:05.24

3 01:33.98 42.66km/h大垣ピストンズ 梅3563 坂 直之 柘植 英明 佐竹 勝弘 多賀 良成 24:33.72

3 01:42.91 42.40km/hＴＥＡＭ 光34 加藤 淳一 伊藤 寿 加納 広路 國本 英典 24:42.65

3 02:02.44 41.85km/hチームセカンドウインド鹿児島Ｂ3365 丸山 博己 山口 健児 國清 雅継 田 典幸 25:02.18

3 02:19.35 41.38km/h鷹組 爆撃機3576 曽根 大輔 橋本 洋孝 酒巻 弘志 ファレルト マヌ 25:19.09

3 02:42.17 40.77km/hシルクロード807 大河内 二郎 能勢 毅 土井 謙吾 谷名 修一 25:41.91

3 03:06.35 40.14km/hレブハフトレーシング３BJ1288 尾碕 嘉成 矢船 良洋 山口 正起 山本 淳一 26:06.09

3 03:11.20 40.02km/hVIVACE掛川3129 山崎 清一 山﨑 武 落合 宏明 戸田 慎吾 26:10.94

3 03:17.08 39.87km/hteam UTC ぽた29910 大野 嘉彦 宮本 直樹 平塚 剛 高橋 和也 26:16.82

3 03:19.30 39.81km/hカミハギアスリートクラブA6811 田口 正美 桑原 邦匡 上萩 泰司 金井 一生 26:19.04

3 03:22.22 39.74km/h桜台レーシングチームA13612 高橋 伸成 野中 勝未 山下 雅典 米坂 幸祐 26:21.96

3 03:28.02 39.59km/hNikoFactory☆名古屋26813 滝川 将史 山田 保誠 里地 洋輔 曽我 一将 26:27.76

3 03:31.65 39.50km/hY's Racing MJS31414 大東 典裕 辻 潤 楠 昌広 本田 憲一 26:31.39

3 03:32.81 39.48km/h出前迅速R班14215 長田 英己 木田 秋芳 増井 崇 今井 泰光 26:32.55

3 03:42.03 39.25km/hエキップリオン・サーティーズ31916 浦谷 篤 宇田 裕行 照喜納 正広 Hara gerson 26:41.77

3 03:43.93 39.20km/hBHMC4017 加藤 禎則 藤本 功 源内 隆夫 樋口 栄一 26:43.67

3 03:45.72 39.16km/hたからくじ同好会8818 中村 善宏 川端 一吉 藤本 晃司 福岡 智之 26:45.46

3 03:46.54 39.14km/hカヤマレーシングＡ１6919 永瀬 泉 田中 英夫 角谷 明伸 黒住 智明 26:46.28

3 03:47.34 39.12km/hLebfaft Racing Ｂチーム越え26120 加藤 岳 成田 雄一郎 作長 英治 北村 和宣 26:47.08

3 03:49.50 39.07km/hTEAM COOL GREEN29021 佐合 貴行 藤木 啓之 西本 浩太郎 安田 哲彦 26:49.24

3 03:49.78 39.06km/hKYB RACING DREAM TEAM26022 粟野 宏一郎 鈴木 亮太 角田 雅史 牟田口 隆介 26:49.52

3 03:51.23 39.02km/hチーム900レーシング9223 小野 武士 小野 健太郎 斉藤 友治 26:50.97

3 03:53.23 38.98km/hTeam KAZE-A2224 藤井 琢也 前田 義夫 片田 洋一 西野 智久 26:52.97

3 03:56.06 38.91km/hSumaCoastSide MA-0828525 東 剛史 石塚 淳一 藤原 高司 大場 敬太 26:55.80

3 03:59.46 38.83km/hレブハフトひふてぃーず＋C3426 高木 篤 井上 裕 村田 康 菊地 憲司 26:59.20

3 04:05.93 38.67km/hSBC Sports 茅ケ崎5327 鈴木 宏行 赤澤 俊治 大塚 俊介 千葉 喜寛 27:05.67

3 04:08.08 38.62km/hアトリエ・フルーブA6428 鈴木 隆之 小林 英二 吉田 真大 鈴木 孝幸 27:07.82

3 04:09.43 38.59km/hTeam UP!UP! A5829 川上 昇一 高田 英男 竹下 勝敏 井村 洋平 27:09.17

3 04:12.01 38.53km/hFUKADAまじりんぐ安全第一24630 大西 喜代利 新見 章彦 中村 一寛 27:11.75

3 04:13.42 38.49km/h大阪市立大学サイクリング部14931 吉田 雄人 桑原 翔太 大平 将太 安平 悠紀 27:13.16

3 04:20.04 38.34km/hBolazione22632 冨田 大輔 斉藤 純 藤浪 康司 金子 哲志 27:19.78

3 04:20.12 38.34km/hシャカリキ自転車部7933 梶川 将由 元井 和彦 新藤 衛 木村 幸史 27:19.86

3 04:20.75 38.32km/hチーム ダックスフンド9034 山本 洋一 榎原 完次 名越 裕晃 川田 泰大 27:20.49

3 04:22.95 38.27km/hTEAM NISHIKAWA29335 佐野 敦史 中井 信郎 田中 明彦 石橋 直也 27:22.69

3 04:23.59 38.26km/hｸﾞﾚｰﾄｱﾝｶｰﾏﾝA2536 塚口 信行 太矢 哲郎 徳田 要 安井 敏光 27:23.33

3 04:24.37 38.24km/hNAC26737 稲葉 誉人 杉浦 悠太 小林 浩之 27:24.11

3 04:24.93 38.22km/hレブハフト朝練34738 岩田 文彦 西嶋 等 小坂 英雅 岩田 和也 27:24.67

3 04:25.37 38.21km/hteam SONIC29539 松村 健志 山之内 一成 大上野 宏幸 前川 健一 27:25.11

3 04:25.62 38.21km/hO-RACING26940 内田 洋 中地 優喜 仙田 康宏 熊崎 敏浩 27:25.36

3 04:26.92 38.18km/hSAKAI★RACING A'27641 北岡 主成 森本 浩祐 湯川 竜伺 明星 隆希 27:26.66

3 04:27.61 38.16km/hクラブシルベストAlpheratz7142 番匠 孝亘 田中 宏一 小川 聖 溝端 祐一 27:27.35

3 04:30.67 38.09km/hTeam KAZE-B5743 澁谷 健 小島 尚 中嶋 暢大 山内 勝博 27:30.41

3 04:31.01 38.08km/hTRACTOR RC 親父組２１８30744 大永 徳彦 高木 繁行 中村 利典 臼澤 隆史 27:30.75

3 04:32.52 38.05km/hぴっと・レーシング・Ａ3245 後藤 豊 浜中 俊英 近藤 真一 河合 冠志 27:32.26

3 04:33.08 38.04km/hサニーサイド アズーリ746 土岐 忍 鎌田 英樹 二間瀬 英利 金本 一紀 27:32.82

3 04:35.92 37.97km/hキャノンデール心斎橋 A7047 笹部 勝 仲田 騰 西浦 崇文 27:35.66

3 04:37.84 37.93km/hEQUIPE30024048 佐藤 博幸 岡原 元太郎 福島 一誠 辻 厚樹 27:37.58

3 04:38.31 37.92km/hバルバクラブ フクイＣ4949 堤 正範 大久保 勝平 前田 光亮 大原 隆弘 27:38.05

3 04:43.01 37.81km/hBaka Torque22150 土井 啓 久野 嘉裕 出口 洋平 坂本 大樹 27:42.75
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3 04:45.73 37.75km/h大阪工業大学14851 喜多 隆昴 小谷 安博 田中 洋二 森 泰尚 27:45.47

3 04:45.76 37.75km/hぽっぷこ～んＡ11452 松原 國弘 乾 久雄 宮田 吉信 栗本 正史 27:45.50

3 04:47.60 37.70km/hぴっと・レーシング・Ｂ11253 鈴木 教之 中嶋 一博 桑島 隆之 神谷 康治 27:47.34

3 04:49.59 37.66km/hストラーダレーシング しれっと4854 織田 善照 元庄矢 崇仁 磯野 千春 佐々木 良太 27:49.33

3 04:50.53 37.64km/hevo unified corp24255 湯川 竜 浅見 敏也 坂井 翼 水野 竜伽 27:50.27

3 04:50.85 37.63km/hザ・ブレイカーズ7456 渋谷 和久 山下 隆浩 黒岡 正巳 舘 栄太郎 27:50.59

3 04:51.17 37.62km/h日東電工（株）豊橋事業所チー15357 森川 裕介 佐々木 博志 中嶋 克太 中務 大視 27:50.91

3 04:53.37 37.57km/h豊橋技科大トラ部35958 沖見 卓哉 棚橋 峻也 谷口 貴史 鳥本 敬介 27:53.11

3 04:53.41 37.57km/hEURO-WORKS Racing24159 吉岡 学 巳波 一郎 浅井 利育 島井 俊治 27:53.15

3 04:53.93 37.56km/hTEAM光 頑張りたい!20660 松下 昇平 神田 憲彦 山下 精 國本 勝弘 27:53.67

3 04:54.26 37.55km/hチーム恋来10261 寸田 顕 藤井 良一 松永 幸雄 堀井 長善 27:54.00

3 04:55.49 37.53km/hTeamまるいちドM20562 榊原 幸夫 深津 一樹 日高 正人 小浜 直人 27:55.23

3 04:57.07 37.49km/h三菱自動車自転車部13763 常深 公雄 前田 宗幸 益城 孝行 27:56.81

3 04:57.68 37.48km/hJSRメビウスTTB4564 松本 秀紀 柿木 克之 今井 祐介 三好 龍也 27:57.42

3 05:00.75 37.41km/hJSRメビウスTTA1965 木村 吉伸 松岡 靖 石川 弘樹 妹尾 浩司 28:00.49

3 05:01.66 37.39km/h大垣CSC加齢臭っていうなよ。14766 上阪 輝威 水谷 敏和 斉藤 岳彦 田代 秀樹 28:01.40

3 05:02.74 37.37km/hKLUB KATZ A5067 藤原 裕司 山手 隆 波多 大祐 小山 祐介 28:02.48

3 05:03.16 37.36km/hストラーダR チーム米俵968 丹 宇響 吉川 伸 髙田 昌秀 高塚 武彦 28:02.90

3 05:05.43 37.31km/hSD26 Zチーム27869 今井 英樹 齋藤 悦司 岡本 弘文 鈴木 健志 28:05.17

3 05:05.84 37.30km/hでぽの客※上司Ｎと愉快な仲間10370 野本 由人 山下 恭史 西谷 隆治 三好 佳仁 28:05.58

3 05:07.50 37.26km/hスワコレーシングチーム8471 茅野 利秀 山田 憲司 中川 喜夫 福崎 哲也 28:07.24

3 05:09.10 37.22km/hTeamまるいちドS30272 都築 康明 長坂 英輝 太田 貴文 河合 秀敏 28:08.84

3 05:09.18 37.22km/hチームＤＴＫ9373 林 茂伸 宮村 卓哉 杉浦 友昭 牟田 康浩 28:08.92

3 05:11.72 37.17km/h桜台レーシングチームB35274 大橋 良之 笠原 和人 渥美 記宏 鈴木 勝俊 28:11.46

3 05:12.06 37.16km/hトーチャンズ10475 八田 準一郎 山岡 政己 内藤 正浩 奥村 亮彦 28:11.80

3 05:13.87 37.12km/hスクアドラ ピュアホワイト8276 林 泰弘 杉尾 直明 城戸 幸一 佐々木 静雄 28:13.61

3 05:17.87 37.03km/hＴＯＭＯＳ レーシング23177 水野 晶之 安藤 明生 羽田野 隆 板津 昌也 28:17.61

3 05:17.99 37.03km/h怪速ゾルゲ隊13278 山下 禎一郎 岩上 真也 佐藤 耕司 吾郷 智博 28:17.73

3 05:18.07 37.03km/hふっとわ～くあ～るし～11379 辻 正明 山本 一志 安藤 吉朗 川上 真司 28:17.81

3 05:18.46 37.02km/hチームMRK9480 岡 央 三好 雅之 加藤 正竹 山田 鏡一 28:18.20

3 05:18.96 37.01km/hTeamまるいちドL6081 石崎 啓祐 野澤 秋寛 尾崎 正喜 酒向 夏希 28:18.70

3 05:19.54 37.00km/hTEAM TRANSCEND29782 興津 嘉人 辰村 俊也 三浦 敬一 矢部 雄一 28:19.28

3 05:21.24 36.96km/hＳＷＩＦＴ Ｒ．Ｔ．5583 飯山 修弘 小林 基裕 長嶋 徳幸 林 健太郎 28:20.98

3 05:22.30 36.94km/hチーム 爺４（じいふぉー）9184 千田 達也 後藤 克弘 村瀬 友秀 嶋口 和人 28:22.04

3 05:22.46 36.93km/hSMILE ROAD28285 吉村 良太郎 山本 真弘 児玉 竜一 増井 健太 28:22.20

3 05:23.90 36.90km/hAVANT GARDE和歌山 店長チ20186 大谷 研史 石井 宏幸 諏訪 智也 西辻 将也 28:23.64

3 05:25.15 36.87km/h大垣ピストンズ 竹23687 下野 勝浩 中河 義浩 三輪 庸介 ヨシダ ケンイ 28:24.89

3 05:26.74 36.84km/hカミハギアスリートクラブB20988 大倉 聡 加藤 丈晴 笹野 敬 都築 弘幸 28:26.48

3 05:31.14 36.75km/hウイルワークス6589 形部 直登 宮坂 卓嗣 渡部 哲也 南 喜寛 28:30.88

3 05:32.16 36.72km/hV.C.NEKOGAHORA31190 後藤 幸哉 渡辺 晃基 加藤 康則 後藤 佳則 28:31.90

3 05:32.76 36.71km/h鷹組 ごめんなさい！3891 岸田 直樹 小畑 亮司 水谷 聡 加藤 浩一 28:32.50

3 05:34.22 36.68km/hＣ．Ｔ．いちもくさん22792 中谷 征夫 片田 哲也 増田 裕介 大里 和広 28:33.96

3 05:34.55 36.67km/hチームレグルス9993 和島 恭士郎 梶田 晋 寺島 浩樹 河原 秀明 28:34.29

3 05:40.00 36.56km/hまたんごC.T11694 飯野 弘人 安井 祐輝 金谷 繁 齋藤 克俊 28:39.74

3 05:40.35 36.55km/hサイクルロードエイト7595 大平 義宏 渡邉 誠 中村 悠一 磯部 喜男 28:40.09

3 05:41.04 36.53km/hＣＹヤマダ３30596 林 昌佳 山田 央彦 大崎 和人 幾野 浩樹 28:40.78

3 05:43.00 36.49km/hMUCC26697 日比 亨 鈴木 孝明 諸岡 哲史 角田 旭 28:42.74

3 05:47.47 36.40km/hまほロバRCリニア号34498 小田 直哉 平井 章夫 東 道裕 奥野 英司 28:47.21

3 05:49.41 36.36km/hKYB RACING BOSS TEAM5299 小倉 秀昭 中江 匡志 岩島 昌文 高柳 樹 28:49.15

3 05:50.32 36.34km/hバルバクラブ フクイＢ31100 大久保 英康 大嶋 登志次 三屋 雅信 滝波 範男 28:50.06
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3 05:50.81 36.33km/hＥＱＵＩＰＥ ７２８44101 澤田 義人 井上 貴博 藤尾 大輔 28:50.55

3 05:51.40 36.32km/hBearsヒグマ222102 名越 勝也 菱川 満広 岡本 員己 28:51.14

3 05:52.05 36.30km/hBHMC-B223103 石川 僚一 平位 和幸 尾林 淳 尾林 彰 28:51.79

3 05:55.18 36.24km/h本町倶楽部Sakai157104 井上 長作 村田 孝幸 木戸 毅 堀田 昌夫 28:54.92

3 05:57.02 36.20km/hチーム ダックスフンド29105 国貞 淳 坪井 靖幸 造田 優一 井開 拓 28:56.76

3 06:00.03 36.14km/hソレイユ フリーガー87106 中本 滋 西井 敬二 山口 統生 石橋 知己 28:59.77

3 06:02.02 36.09km/h自転車屋ライブ選抜138107 玉川 雅己 下田 渉 田平 修三 沖野 洋介 29:01.76

3 06:02.94 36.07km/hさやかちゃんさやかわいい77108 和田 一輝 織茂 悠樹 山口 雄大 29:02.68

3 06:04.02 36.05km/hTEAM光 米パン大好き!250109 竹下 英之 米盛 周作 富永 三智彦 伊藤 光一 29:03.76

3 06:05.00 36.03km/hサンワRT-B26110 阪本 勝 作山 英治 中川 隆夫 三古 修平 29:04.74

3 06:05.72 36.02km/hSuma Coast Side Z54111 川上 隆幸 阿部 晃士 河津 正幸 御堂 力哉 29:05.46

3 06:05.76 36.02km/h静岡サイクルRT145112 尾崎 友彦 鈴木 智行 石橋 晃 小林 祐司 29:05.50

3 06:06.03 36.01km/hシングル友の会81113 藤田 浩平 高村 明宜 鶴田 雅之 嶋田 栄二 29:05.77

3 06:06.30 36.01km/hBikeTeam回転木馬 大澤組224114 大澤 勝 木本 泰生 森 慎弥 田中 隆年 29:06.04

3 06:08.70 35.96km/h高電圧注意134115 谷澤 公彦 谷澤 之彦 田中 慎也 西田 文彦 29:08.44

3 06:10.50 35.92km/hストラーダレーシング 参号機謎234116 鎌田 憲尚 木原 宏 小幡 秀行 氏原 智成 29:10.24

3 06:11.23 35.90km/hビターエンダー111117 田村 健司 岡多 慎也 岡林 一夫 小林 範雄 29:10.97

3 06:11.83 35.89km/hリブロング神戸Ⅰ126118 南 慎一郎 今尾 浩太郎 樺山 敏行 大西 英之 29:11.57

3 06:12.12 35.89km/hAVANT GARDE和歌山 長老チ39119 橋爪 豊 川田 英二 桑田 芳昭 東 秀典 29:11.86

3 06:12.87 35.87km/hサニーサイド ベント211120 近藤 憲一 神宮司 博喜 三浦 正也 清水 幹生 29:12.61

3 06:12.96 35.87km/hTeam ダイキン59121 神山 亮 石井 靖之 原 洸 29:12.70

3 06:13.50 35.86km/h名古屋市立大学158122 渡邉 健太 谷地 知大 鳥居 弘和 藤原 正樹 29:13.24

3 06:16.76 35.79km/hＴＵＯＢ309123 熊田 成臣 白川 武志 神谷 泰三 金森 寛樹 29:16.50

3 06:17.93 35.77km/hTEAM斜面ライダー303124 寺嶋 丈博 渡邊 慎吾 水野 善康 小林 一郎 29:17.67

3 06:18.03 35.76km/hこのはなさくやひめ73125 佐藤 孝博 松宮 聡 雑賀 紀晃 29:17.77

3 06:18.38 35.76km/hTEAM光 おっさん命を大切に!15126 吉竹 直人 大鹿 康裕 吉田 佳史 清水 良春 29:18.12

3 06:19.99 35.73km/hＡチーム：堀場製作所自転車倶220127 山本 剛史 栗田 芳彦 入江 和大 下野 友也 29:19.73

3 06:20.18 35.72km/hKAZAMIDORI A46128 内田 晃央 佐々木 良佑 奥村 元紀 29:19.92

3 06:20.77 35.71km/h出前迅速Rツー36129 菊口 雅也 西 克明 吉光 修三 宮脇 章 29:20.51

3 06:23.02 35.66km/hバルバクラブ フクイＥ252130 牧野 雅弘 斉藤 伸哉 朝日 康仁 田中 芳宏 29:22.76

3 06:25.70 35.61km/hTEAM光 誰かがひっぱる230131 黒丸 義弘 武田 浩希 平田 徹 千葉 義也 29:25.44

3 06:26.70 35.59km/hBivio Blu42132 伊神 弘二 安原 武志 吉沢 和治 鷹野 剛久 29:26.44

3 06:27.20 35.58km/hＴＵＦＦＳＴＵＦＦタフスタッフ208133 才野木 宏明 田中 直樹 上野 達哉 関谷 光広 29:26.94

3 06:33.55 35.45km/hナカガワAS.K'デザインE339134 尾谷 昌彦 池田 祐一 深田 武彦 吉岡 巌 29:33.29

3 06:39.35 35.34km/hチームご近所さん☆96135 伊藤 尚 下尾 雅夫 室矢 祐作 松尾 和貴 29:39.09

3 06:39.84 35.33km/hスクアドラ 鬼引き331136 宮本 訓寛 小濱 学 重谷 陽一 石橋 宏充 29:39.58

3 06:44.42 35.24km/hキャノンデール心斎橋 B210137 浦部 栄治 山崎 昌宣 石井 啓介 29:44.16

3 06:44.57 35.23km/hぼらＣ．Ｃ．115138 丸山 孝二 遠藤 俊介 小梶 孝行 29:44.31

3 06:46.17 35.20km/hTCC-SPEED YOROSHIKU!204139 井原 博文 小林 潔 小池 貴洋 二ノ宮 洋平 29:45.91

3 06:47.77 35.17km/hストラーダレーシング 家庭円満83140 吉田 優一 竹辻 伸浩 吉野 健祐 塩見 直之 29:47.51

3 06:48.94 35.15km/hRapid Motion273141 宿谷 義彦 土屋 広徳 柘植 博毅 山口 昌晃 29:48.68

3 06:54.66 35.03km/hTEAM SUMIKA296142 小川 孝治 大林 昭浩 河村 真一 神埼 昌 29:54.40

3 06:55.82 35.01km/hサンワRT-A8143 加賀和 肇 増田 尚弘 藤岡 隆 平田 敬三 29:55.56

3 06:56.18 35.01km/hヤンダレーシング123144 柿本 哲治 堀 雅史 安田 真樹 29:55.92

3 06:57.35 34.98km/hカミハギ×クロスジョーカー6145 澤田 敦 沼田 豊 遠藤 誠亮 今井 裕之 29:57.09

3 06:58.99 34.95km/hAVANT GARDE和歌山 J.J☆チ1146 寺下 淳一郎 萬賀 善彦 山本 哲哉 新保 太基 29:58.73

3 07:00.36 34.92km/h成城高校自転車競技部カルガ144147 小山 治郎 岡本 拓也 郷田 知宏 30:00.10

3 07:01.31 34.91km/hいちもくさん316148 礒野 学 志田 寿男 太田 みのり 鹿子嶋 健一 30:01.05

3 07:05.04 34.83km/hＦｏｏｔｗｏｒｋ ＲＣ244149 渡辺 康司 長谷川 直輝 長谷川 昌彦 加納 正嗣 30:04.78

3 07:06.98 34.80km/hSBCあまりんユニット (｀∀´)277150 古川 洋一 天野 義孝 吉村 和也 大石 隆俊 30:06.72

Page: 3 / 7Page: 3 / 7Page: 3 / 7Page: 3 / 7 Matrix.inc printed at 2011/08/27 14:43:54Matrix.inc printed at 2011/08/27 14:43:54Matrix.inc printed at 2011/08/27 14:43:54Matrix.inc printed at 2011/08/27 14:43:54



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

2011/08/27 (Sat)

Distance :   Distance :   Distance :   Distance :   

第第第第28282828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

順位順位順位順位 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 07:10.34 34.73km/hトーテック４６８105151 湊原 正司 長谷川 智 野村 佳史 鈴木 通民 30:10.08

3 07:10.56 34.73km/hWHITE JACKへなちょこ313152 吉川 隆裕 原田 和範 西田 和之 橋添 弘一 30:10.30

3 07:12.46 34.69km/hＧＧＴ－ニコー247153 金瀬 紀彦 田口 アツシ 内田 耕治 吉田 幸司 30:12.20

3 07:15.20 34.64km/hｸﾞﾚｰﾄｱﾝｶｰﾏﾝB72154 猪野 一郎 植村 唯文 高見 和弘 中上 晋一 30:14.94

3 07:16.74 34.61km/h伊丹NCC-A35155 青木 昌文 森口 靖弘 中本 賢一 森本 一弘 30:16.48

3 07:16.94 34.61km/hTCC-SPEED14156 石川 佳範 伊藤 俊之 伊藤 賢二 柴山 浩二 30:16.68

3 07:18.48 34.58km/hTeam Cattura289157 野崎 歩 茂木 孝裕 堀内 望 亀位 耕平 30:18.22

3 07:20.68 34.53km/hKANKO GUMI A20158 西川 俊夫 下村 勇治 岩西 智宏 西村 和晃 30:20.42

3 07:22.50 34.50km/hウィルワークスＢ317159 森脇 克也 小西 一利 山 英則 高田 真吾 30:22.24

3 07:23.98 34.47km/hTEAM光 くるみミルク23160 細井 裕司 北谷 正雄 城所 哲朗 柴田 聡 30:23.72

3 07:24.28 34.47km/hチーム ダックスフンド334161 中山 雅弘 岡 政一 山谷 修一 利守 弘充 30:24.02

3 07:25.28 34.45km/hストラーダレーシング 零号機・332162 井上 寿 今江 大輔 林 忠広 小野 和憲 30:25.02

3 07:26.28 34.43km/hKROCC チームトクダ51163 井原 紀雄 志水 利治 徳田 三男 30:26.02

3 07:26.98 34.42km/hＨａｐｐｉｎｅｓｓｈｉｌｌ248164 田中 龍博 鈴木 健正 鈴木 健吾 鈴木 慶昌 30:26.72

3 07:27.77 34.40km/hストラーダレーシング 朝錬歓迎280165 吉崎 徳展 紺谷 龍生 西迫 浩文 篠崎 秀一 30:27.51

3 07:28.76 34.38km/hKLUB KATZ B258166 蔵永 竜也 中谷 康之 荒井 栄司 加川 貴裕 30:28.50

3 07:30.87 34.34km/hDOCTOR RING239167 中島 正彰 榊 源太 竹下 章典 勝田 直志 30:30.61

3 07:35.52 34.25km/hTEAM KAZE-C292168 川端 郁夫 杉浦 忍 石川 洵 加藤 武寛 30:35.26

3 07:37.60 34.22km/h豊橋技科大トラ部155169 大橋 隆広 河原木 政宏 佐藤 直人 長橋 孝至 30:37.34

3 07:40.85 34.16km/hリブロング神戸Ⅱ217170 奥出 純久 夏目 道夫 木庭 将之 田尾 茂郎 30:40.59

3 07:41.03 34.15km/hサニーサイド いくかも76171 斉藤 忠義 長田 幸太郎 村田 明彦 岡田 充由 30:40.77

3 07:42.16 34.13km/hオートマチック サイクリング320172 小柳 裕 余田 篤志 與古光 大輔 米澤 伸高 30:41.90

3 07:43.06 34.11km/hKAZAMIDORI B256173 崔 英雄 佐藤 那央 大西 直哉 芝 尚宏 30:42.80

3 07:46.90 34.04km/hカヤマレーシングＡ24174 森江 康貴 瀬尾 明繁 福岡 恒夫 宗包 弘幸 30:46.64

3 07:49.88 33.99km/hサニーサイド ルーチェ329175 今井 均 森田 賢治 向井 義人 向井 紀子 30:49.62

3 07:53.32 33.93km/hＴＯＭＯＳ シャカリキ207176 安藤 学 坂井 紀和 山田 武志 三浦 栄一 30:53.06

3 07:54.37 33.91km/h車輪人 チームB353177 上地 慎吾 吉田 若也 西村 豪 森庵 佑樹 30:54.11

3 07:54.99 33.90km/hTeam Kaiser291178 田上 直人 勝野 秀之 今西 俊明 30:54.73

3 07:55.29 33.89km/h自由輪倶楽部140179 加藤 剛 荒井 宣善 余語 良昭 奥村 伸二 30:55.03

3 08:06.06 33.69km/hTeam-Via301180 相澤 裕 加藤 光範 鈴木 武史 西野 悟史 31:05.80

3 08:07.94 33.66km/hオキドキスローライフ神戸321181 辰巳 勝也 塩崎 勝久 和田 浩次郎 中村 康浩 31:07.68

3 08:17.32 33.49km/hカミハギスタッフA232182 椙村 恭之 森 健一郎 森崎 暁夫 伊藤 祐次郎 31:17.06

3 08:18.11 33.48km/hM.M.異種管264183 野村 昌彦 北角 貴司 目黒 元康 森田 宮子 31:17.85

3 08:19.16 33.46km/hぴっと・レーシング・Ｃ341184 鈴木 建一 辰己 和正 梅本 伸行 木下 輝彦 31:18.90

3 08:19.87 33.45km/hミズノサイクル部119185 渡辺 良信 竹下 豪 澤山 政義 田代 茂 31:19.61

3 08:20.38 33.44km/hセピア25代同期班28186 中村 聡 中野 浩児 宮崎 新一 31:20.12

3 08:22.23 33.40km/hTEAM ダイキン300187 原 一浩 藤丸 敦史 石野 拓也 稲田 元樹 31:21.97

3 08:28.53 33.29km/hフットワークレーシングc-tech342188 吉澤 祐二 神田 忠朗 坂井 允 巽 義晴 31:28.27

3 08:30.17 33.26km/hBivio Verde225189 谷瀬 弘 祖父江 文男 若松 義浩 大橋 洋 31:29.91

3 08:34.72 33.18km/h大垣CSC リアル東方神起12190 今井 義信 住田 篤紀 山本 卓男 酒向 亮 31:34.46

3 08:35.33 33.17km/hTeam白橿ﾊﾟｰﾌﾟﾙｽﾞ．com304191 藤井 浩二 篠原 修二 篠原 智 政田 忠 31:35.07

3 08:44.13 33.02km/hｸﾞﾚｰﾄｱﾝｶｰﾏﾝC328192 外賀 優 田中 祐馬 辻井 克弥 吉竹 克之 31:43.87

3 08:44.71 33.01km/hバルバクラブカナザワB61193 佐野 雄作 井戸 昂宏 東 一仁 小西 大介 31:44.45

3 08:45.75 32.99km/hＴＵＦＦＳＴＵＦＦタフスタッフ5194 牧野 一登 河西 哲也 濱島 幸史 長栄 正和 31:45.49

3 08:47.87 32.96km/hＣＳヤマダ 大川小川243195 川人 篤 小西 彰 大島 健裕 川島 時男 31:47.61

3 08:49.51 32.93km/hカミハギFIT&RIDE+67196 伊藤 精哉 三宅 尚徳 遠山 裕司 伊井 孝明 31:49.25

3 08:50.29 32.91km/hまほロバRCのぞみ号33197 松村 郁弘 永井 芳之 山中 邦夫 竹村 年生 31:50.03

3 08:56.89 32.80km/h車輪人 チームA141198 秋井 亮二 山口 典久 一村 洋崇 池上 徹 31:56.63

3 08:58.43 32.77km/hかつあき一家Ζ323199 山下 雅大 鎌田 浩典 嶋野 宏昭 及川 道雄 31:58.17

3 08:59.47 32.76km/hキトーファクトリーレーシング326200 神野 壮平 鬼頭 孝太 上田 竜也 31:59.21
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3 08:59.51 32.76km/hsensunique279201 伴 典昭 小粥 康仁 平尾 清徳 山崎 快正 31:59.25

3 09:03.86 32.68km/hKROCC チームヨコタ259202 前田 肇 松田 信一 横田 俊彦 32:03.60

3 09:04.15 32.68km/hチームアクオードC214203 古川 吾一 三宮 勇希 木村 朋宏 鈴木 康太 32:03.89

3 09:07.50 32.62km/h成城高校自転車競技部コガモ355204 吉永 春弥 砂賀 立 林 賢太郎 32:07.24

3 09:08.26 32.61km/hTeam Ansaku288205 北川 弘之 尾崎 昇 竹内 直樹 金岡 孝一 32:08.00

3 09:10.68 32.57km/hサンワRT-D212206 越智 裕暢 柴田 有希子 岡山 貞美 丸草 倫明 32:10.42

3 09:24.87 32.33km/hアトリエフルーブＢ315207 伊東 正 湯野川 徹 佐藤 友実 安西 貴志 32:24.61

3 09:25.07 32.33km/h愛三サポーターズクラブA129208 澤田 翼 岩田 康二 蒔田 純一 小原 慶治 32:24.81

3 09:26.08 32.31km/hバイシクルクラブ108OPN 今坂 純也 小林 研太 外山 壮一 32:25.82

3 09:26.08 32.31km/h伊丹NCC-B130209 伊丹 隆人 糸本 守 七野 智昭 高津 宣行 32:25.82

3 09:26.90 32.29km/h出前迅速アトミック354210 和田 昌也 西野 誠也 中川 光雄 中島 彰 32:26.64

3 09:27.03 32.29km/h中菱サイクリング部152211 川畑 宏一 三栗谷 理 中組 智文 浅野 弘之 32:26.77

3 09:28.38 32.27km/hＬＩＸＩＬ ＲＡＣＩＮＧ263212 荒川 卓俊 村瀬 寛晃 山口 功 高見 英明 32:28.12

3 09:28.50 32.27km/hパジェロ製造自転車部109213 山内 広志 宮田 史郎 工藤 周二 福安 真琴 32:28.24

3 09:31.34 32.22km/hKROCC チームヨクラ203214 小山 千代治 當房 章 小林 啓之 與倉 稔 32:31.08

3 09:31.89 32.21km/hChosy+228215 盛 和裕 神部 拓郎 仁木 一喬 丁子 英樹 32:31.63

3 09:32.25 32.21km/hストラーダレーシング さわやか27216 畑野 剛 岩永 尊 立木 要 森田 耕 32:31.99

3 09:32.75 32.20km/hTeam NOOKS294217 西山 栄一 大谷 勝利 谷所 博司 西山 陽貴 32:32.49

3 09:40.07 32.08km/hバルバクラブフクイZ110218 為永 大輔 渡邉 浩樹 谷﨑 允彰 牧 洋佑 32:39.81

3 09:40.88 32.06km/hRACING LITES 浜松272219 大石 智康 今西 智之 三船 圭 和田 拓也 32:40.62

3 09:42.78 32.03km/hForza Corridore dell ubriaco245220 北川 文敏 福島 雄二 眞野 浩孝 西村 仁孝 32:42.52

3 09:45.15 32.00km/hオニオンサラダ322221 田浦 光春 古田 勝利 森山 健一 32:44.89

3 09:47.34 31.96km/hM's Racing265222 田中 琢也 中西 一彦 芝原 雅之 村田 守 32:47.08

3 09:55.07 31.83km/hＴＯＭＯＳ 路メンライダー306223 梅村 佳彦 水野 聡 佐合 満岳 奥村 貴俊 32:54.81

3 09:57.03 31.80km/hバルバクラブ フクイＤ215224 上本 朋和 南 甲太郎 上出 充 大津 孝洋 32:56.77

3 10:01.77 31.73km/h伊丹NCC-D348225 山内 信彦 高見澤 正徳 合澤 豊 小門 栄喜 33:01.51

3 10:02.92 31.71km/hバルバクラブ フクイＤ235226 寺本 史生 副島 洋昭 竹本 直弘 明瀬 浩二 33:02.66

3 10:07.93 31.63km/hかつあき一家⊿66227 吉川 克朗 月坂 昇平 阿部 哲也 33:07.67

3 10:12.31 31.56km/hサニーサイド やるかも233228 松谷 庄司 山田 芳照 瀬尾 敏也 山崎 弘一 33:12.05

3 10:13.53 31.54km/h一条アルチメイトファクトリー349229 橋屋 耕平 大山 智 上坂 透 大澤 良紀 33:13.27

3 10:16.95 31.49km/hぽっぷこ～んＲＴ Ｂ343230 高井良 俊雄 寺岡 和昭 松本 亜紀子 33:16.69

3 10:17.30 31.48km/hＴＯＭＯＳ イケメンライダー4231 中川 勝登 服部 喜勇 各務 健文 平岡 尚樹 33:17.04

3 10:20.16 31.43km/hﾚｰｼﾝｸﾞﾄﾞﾘﾙｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ127232 西向 茂 坂元 剛 西向 浩 森本 和成 33:19.90

3 10:22.14 31.40km/hJSRメビウスTTC254233 阿部 翼 中村 和彦 高橋 直人 松本 陽子 33:21.88

3 10:27.03 31.33km/hセラクラフトB333234 丹羽 秀記 藤塚 義隆 柴田 優 33:26.77

3 10:29.46 31.29km/hバルバクラブ フクイＡ11235 三好 雅宏 森 久也 笠原 善郎 梅田 武彦 33:29.20

3 10:29.50 31.29km/h轟輪会 山歩班351236 宮路 佳秀 堀 高 魚野 清史 岸本 廣 33:29.24

3 10:30.40 31.27km/hストラーダレーシング 伍号機Ev213237 菱田 敏一 菱田 恵美子 小西 良章 足立 靖彦 33:30.14

3 10:32.59 31.24km/h平成医療短期大学154238 長谷部 武久 植木 努 藤橋 雄一郎 伊藤 康行 33:32.33

3 10:45.25 31.05km/hストラーダレーシング 初号機ゆ251239 松宮 和也 村井 大輔 三好 俊明 揖斐 信輔 33:44.99

3 10:46.79 31.02km/hﾗﾝﾀﾝ･ﾙｰｼﾞｭ125240 間瀬 城作 杜山 浩二 欠端 康夫 寺崎 一 33:46.53

3 10:48.96 30.99km/hTeam UP!UP! B298241 大倉 賢典 竹内 寧 栗田 朋和 安藤 秀之 33:48.70

3 10:53.20 30.92km/hＳＷＩＦＴ Ｒ．Ｔ．286242 岩本 康弘 鈴木 裕康 望月 一成 藤田 佳久 33:52.94

3 10:57.72 30.86km/hSPORTS DEPO283243 藤井 篤樹 武田 泰明 安藤 裕太 志田 かずき 33:57.46

3 11:02.34 30.79km/hKING of NIGHT21244 今村 亮一 谷岡 幸伸 松尾 忠司 宇佐美 有常 34:02.08

3 11:05.13 30.74km/h怪速ゾルゲ隊鈍行列車350245 佐藤 啓二 橋本 浩 田中 厚視 横井 信一 34:04.87

3 11:08.56 30.69km/hTCC-SPEED-KIMI287246 島津 公輝 西井 政文 柴田 昌彦 石原 直人 34:08.30

3 11:19.70 30.53km/hＤeaf Japan Bikers238247 日高 正信 宮田 大 陶山 健一 簑原 由加利 34:19.44

3 11:22.98 30.48km/hｾﾋﾟｱﾚｰｼﾝｸﾞﾁｰﾑ85248 吉野 英毅 仲田 耕史 立川 一秀 水野 聖人 34:22.72

3 11:41.22 30.21km/hチームアクオードB95249 竹林 俊次 山下 貴則 寺田 和弘 松本 直樹 34:40.96
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3 11:42.45 30.19km/hＴＵＦＦＳＴＵＦＦタフスタッフ308250 石谷 昌宏 川畑 亮人 日野 淑城 宮澤 公利 34:42.19

3 11:48.04 30.11km/h北上SOUL RIDER156251 菊池 茂樹 八重樫 正典 三田 隆英 三田 響 34:47.78

3 11:48.89 30.10km/hAVANT GARDE和歌山 友の会237252 児玉 雅生 永廣 雅彦 山口 一郎 御前 政貴 34:48.63

3 11:49.61 30.09km/hエアロセプシー318253 矢野 真介 中山 浩典 時藤 満徳 吉田 明弘 34:49.35

3 11:50.40 30.08km/hミズタニGDR118254 福田 和典 松崎 雄一郎 鈴木 和之 34:50.14

3 11:54.31 30.02km/h松阪中央総合病院自転車部143255 姫子松 博洋 水谷 実 大野 秀和 津田 和彦 34:54.05

3 11:54.70 30.02km/hナカガワAS.K'デザインD106256 池上 宏幸 吉田 誠吾 根本 政博 老 昭浩 34:54.44

3 11:57.53 29.98km/hTZ-AYACY 副は50代310257 吉田 威久 今西 孝彰 野地 洋彰 34:57.27

3 11:58.05 29.97km/hCSヤマダ なんくるないさ～229258 渡辺 貴也 伊藤 健 山田 篤志 小澤 政夫 34:57.79

3 12:00.56 29.93km/hバルバクラブカナザワC340259 南 貴亮 永藁 智之 寺中 祥一 西村 俊宏 35:00.30

3 12:03.70 29.89km/hねこだら毛107260 水谷 将志 田中 義晃 杉原 正剛 35:03.44

3 12:04.58 29.88km/h大垣ピストンズ 松219261 古川 雅一 山下 倫弘 片岡 竹弘 井筒 隆之 35:04.32

3 12:10.39 29.79km/hCS_YAMADA502262 金丸 永圭 重松 誠次 中原 毅 小林 茂 35:10.13

3 12:13.04 29.76km/hチーム入江監督101263 徳本 尚哉 野間 夏樹 辻 瑞穂 佐々木 由梨 35:12.78

3 12:19.04 29.67km/hチームアクオードD335264 遊佐 浩宜 吉田 卓史 加藤 朝己 林 勝浩 35:18.78

3 12:19.80 29.66km/hキャノンデール心斎橋 C327265 高山 健人 村上 逸男 栗崎 一浩 35:19.54

3 12:20.13 29.66km/h一条アルチメイトファクトリー131266 仲 伊織 清岡 一人 小川 貴史 石田 遼平 35:19.87

3 12:21.12 29.64km/h大垣CSCまるものおきてって何37267 武井 伸一 上村 大地 粥川 幸夫 岩津 晴彦 35:20.86

3 12:26.31 29.57km/hCSヤマダ チームゴマメ202268 伴 智史 林 亮介 望月 光男 西川 剛 35:26.05

3 12:29.72 29.52km/hチームディベルティード98269 宮田 博司 稲垣 渉 瀧永 浩一 内藤 風真 35:29.46

3 12:36.89 29.42km/hKANKO GUMI B255270 神吉 幸弘 松原 真司 大角 祥吾 瀧谷 彰宏 35:36.63

3 12:38.29 29.40km/h走れみずたまくん146271 杉本 淳 加藤 泰史 北村 圭 35:38.03

3 12:39.99 29.38km/hフットワークRC216272 道山 秀昭 坪井 重隆 田辺 斉 谷川 玲子 35:39.73

3 12:45.41 29.31km/hチームレグルス337273 浅利 満 田渕 聡 冨田 浩盟 山名 智公 35:45.15

3 12:47.24 29.28km/hナカガワAS.K'デザインC30274 三瀬 千春 中村 雅行 稲生 衡樹 蔵本 浩史 35:46.98

3 12:49.06 29.26km/h枻出版社広告部159OPN 東 宏祐 深江 優介 大西 洋 35:48.80

3 12:49.81 29.25km/hBearsツキノワグマ18275 熊本 則栄 小西 稔 河合 史哉 35:49.55

3 12:52.87 29.20km/hサンワRT-E330276 谷 幸司 矢持 真一 藤田 三郎 棚橋 宏仁 35:52.61

3 12:53.06 29.20km/hリブロング神戸Ⅲ346277 山本 善郎 西村 博盛 多田 真二 南 和洋 35:52.80

3 13:15.47 28.90km/hカヤマレーシングＲ５０325278 香山 泰伯 頓宮 輝國 石井 寛 小林 俊彦 36:15.21

3 13:15.60 28.90km/hヤマシロクラブ122279 荒木 正人 楠田 敏之 坂上 周平 仁科 雅雄 36:15.34

3 13:15.74 28.90km/hまほロバRCひかり号117280 喜多 眞二 笠置 真二 丹羽 康之 吉村 康男 36:15.48

3 13:23.24 28.80km/hKING of NIGHT－弐257281 布広 健 三宅 真輔 福本 孝司 森岡 靖 36:22.98

3 13:57.02 28.36km/hHEART BEAT Equipe但馬249282 藤原 重寿 藤原 望 稲葉 環 小谷 健二 36:56.76

3 14:06.94 28.23km/hＳＨＯＷＡ ＰＲＩＮＴＩＮＧ281283 村瀬 芳男 福山 秀樹 光野 昌樹 村瀬 賢祐 37:06.68

3 14:09.59 28.20km/h轟輪会 会長班プラス135284 原田 彰 馬崎 稔 内藤 常美 今堀 克治 37:09.33

3 14:10.57 28.19km/hらぽぱんく124285 中原 健次 宇野 彰伸 本田 兼基 大久保 和典 37:10.31

3 14:21.34 28.05km/hIL VENTO G253286 武井 優人 桜井 俊秀 酒巻 孝造 米澤 順 37:21.08

3 14:24.67 28.01km/hRevenge of Captain MAEIKE274287 高松 弘樹 北地 晃 前池 滝男 福田 和久 37:24.41

3 14:27.48 27.98km/hメディカルフェニックスN120288 中山 幹雄 湶 孝介 下 弘一 小原 洋昭 37:27.22

3 14:27.64 27.97km/h伊丹NCC－C218289 丸山 幸夫 寺垣 元晴 西田 雅彦 内田 渉 37:27.38

3 14:28.54 27.96km/hチームアクオードA10290 宝田 大祐 高山 淳一 荒木 順司 中山 駿輝 37:28.28

3 14:45.23 27.76km/hSSRT+284291 西村 俊昭 牧野 宏是 高橋 敏幸 37:44.97

3 14:56.41 27.62km/hＣＳＹ1班43292 森山 哲朗 加藤 悟司 岸本 満季 高橋 祥哲 37:56.15

3 15:00.66 27.57km/h谷口工務店151293 谷口 弘和 林口 健司 久保 哲哉 岡 太郎 38:00.40

3 15:12.07 27.43km/hオニオンサラダ17294 西本 和彦 野田 喜代志 松本 悟 田浦 光春 38:11.81

3 15:38.22 27.12km/hセラクラフトA86295 藤本 克史 田本 正男 林 文洋 38:37.96

3 15:56.92 26.90km/hＴＯＭＯＳ ケッタマシン16296 大野 康洋 佐伯 慎一 福久 鈴彦 金井 文敏 38:56.66

3 16:09.81 26.76km/h自転車生活139OPN 鈴木 喜生 西山 貴之 友廣 睦 39:09.55

3 16:23.55 26.60km/h元気です！アルバックテクノ133297 阪本 寿男 林 直繁 長谷川 弘樹 浜田 寿郎 39:23.29

Page: 6 / 7Page: 6 / 7Page: 6 / 7Page: 6 / 7 Matrix.inc printed at 2011/08/27 14:43:55Matrix.inc printed at 2011/08/27 14:43:55Matrix.inc printed at 2011/08/27 14:43:55Matrix.inc printed at 2011/08/27 14:43:55



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

2011/08/27 (Sat)

Distance :   Distance :   Distance :   Distance :   

第第第第28282828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

順位順位順位順位 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 16:24.74 26.59km/hチーム小亀100298 川上 主税 宮阪 和典 津禰鹿 真人 垣内 晶 39:24.48

3 16:58.09 26.22km/h日東電工㈱豊橋事業所ニトハー358299 鈴木 桃成 三好 勇 柴田 哲宏 山下 玲 39:57.83

3 17:32.23 25.85km/hCSY チーム 紅13300 樋口 政秀 土方 一美 久世 貴也 織田 高志 40:31.97

3 17:51.67 25.65km/hサンワRT-C78301 水野 宏 高尾 直人 高橋 良政 古川 昌伸 40:51.41

3 18:15.76 25.40km/hチーム大亀338302 深井 耕作 白川 丈夫 小竹 重治 41:15.50

3 18:36.87 25.18km/hＴＵＦＦＳＴＵＦＦタフスタッフ62303 池田 康美 平井 敦子 太田 菜津子 西 久美子 41:36.61

3 19:06.10 24.89km/hカミハギスタッフB324304 島袋 賀功 藤井 友晴 黒松 裕 市原 康博 42:05.84

3 20:23.24 24.15km/hヤードスティックCT121305 山代谷 哲男 杉 俊一郎 中西 努 藤原 謙治 43:22.98

3 20:30.17 24.09km/hメディカルフェニックスS345306 佐々木 正人 窪 誠太 大中 博晶 岡田 晃斉 43:29.91

3 20:48.75 23.92km/hＲ＆Ｍレーシング271307 小渡 正清 糠塚 達也 松井 清則 43:48.49

3 22:57.02 22.80km/hTCC-SPEED56308 広沢 健治 松田 千春 松田 秀子 千賀 正博 45:56.76

3 23:45.69 22.41km/hKING of NIGHT－参47309 吉田 晴彦 桐嶋 進 宮崎 剛 平田 博史 46:45.43

2 -1LapBikeTeam回転木馬41 西野 高史 前 奉宏 鈴木 宏 中原 学 DNF

1 -2LapLEGON262 鶴見 辰吾 大西 純一 西川 正治 樋口 篤 DNF

0 -3Lapチーム TRH89 横地 高志 横地 玲 梶山 宏樹 DNF
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