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1111 566 38.11 km/h8:04:32.049日体大トライアスロンラン 53周阿部 嵩大/宮田 洋敬/中嶋 克修/飯田 健太/阿間見 眸

2222 733 +00:58.781 38.03 km/h8:05:30.830HAMMER HEAD 53周渡辺 佳織/渡辺 佑樹/渡部 達也/久木田 真一/佐々木 文吾

3333 480 -1Lap 37.68 km/h8:00:47.655Teamスクアドラ 52周抽冬 充央/増井 鵬朗/安藤 奏子/八木 汰珠/内田 宇海

4444 567 -1Lap 37.67 km/h8:00:50.363日体大トライアスロンバイク 52周寺澤 光介/石崎 貴弘/岸本 新菜/福家 脩平/野口 剛

5555 556 -1Lap 37.57 km/h8:02:12.922まるいちトライアスロン部 52周犬塚 一彦/倉内 誠司/倉内 千紘/中根 恭平/石崎 啓祐/桑原 季之

6666 29 -2Lap 36.88 km/h8:01:41.294GTT ゆるポタ部 51周橋本 陽介/中西 啓太/ブライス 成至/寺田 彩乃/和田 健利/福本 宗太

7777 576 -2Lap 36.18 km/h8:11:07.777日体大トライアスロンスイム 51周孫崎 虹奈/加藤 駿/浅見 拓音/神村 祐之介/有島 愛葵

8888 65 -3Lap 36.22 km/h8:00:55.108ＳＤＫ 最初だけ チームＡ 50周後藤 浩伸/小津 宜信/内藤 真之介/山田 彩花

9999 404 -3Lap 35.77 km/h8:06:53.647PROJECT K@2 50周金田 眞民/青木 隆行/太田 大地/大川 友久/三本 千歳

10101010 643 -3Lap 35.70 km/h8:07:53.845和歌山強力馬力レーシング 50周岡本 好博/小林 高啓/山本 哲也/木下 泰博/田中 美香

11111111 774 -3Lap 35.68 km/h8:08:08.809MOVEMENT 50周藤原 和彦/山野 葉子/高橋 真吾

12121212 317 -5Lap 34.49 km/h8:04:49.205一条宝塚 48周田中 洋子/畑 隆文/角石 知紗/角石 旭範/林 愛

13131313 139 -6Lap 33.80 km/h8:04:27.725ＴｏｙＢｏｙＥＳＰ 47周山口 修史/山本 裕章/杉元 かおり/尾村 貴久

14141414 256 -7Lap 33.23 km/h8:02:15.170Lief 46周畔柳 保彦/畔柳 千津子/Schreck Michel

15151515 179 -7Lap 33.11 km/h8:03:57.034ＴＥＡＭ 弱虫サドル 46周岩月 伸夫/濱口 浩紀/佐藤 孝司/神藤 聡子/長谷川 静香

16161616 570 -7Lap 33.11 km/h8:04:00.050ないとらいど 46周盛山 新太郎/植村 優平/木下 香織/山﨑 知美

17171717 37 -7Lap 32.82 km/h8:08:18.181ねこちゃんクルセイダーズ！ 46周加藤 寿一/鈴木 彩子/鈴木 和仁/那須 浩之/福井 俊人

18181818 650 -7Lap 32.79 km/h8:08:41.987ぐるぐる自転車部 46周嶋貫 俊幸/小出 和行/加藤 寛三/森 裕美子

19191919 829 -8Lap 32.45 km/h8:03:02.769アヴェルAチーム 45周森 菜々美/蒲原 顕子/萩野 享一/川村 孟

20202020 763 -8Lap 32.42 km/h8:03:31.295アスセーナZ 45周太田 春香/徳海 裕也/伊藤 洋治/上田  均

21212121 681 -8Lap 32.38 km/h8:04:07.603美山CC チームちゃっぴー 45周中村 善宏/川邉 敏仁/山口 颯太/保崎 実智子/橋本 歩久玄

22222222 366 -8Lap 32.01 km/h8:09:45.900KEEP RIN’S 豊川 45周大村 誠子/森 六甲/永井 康男/山田 哲久/田中 庸介/藤森 経太

23232323 85 -8Lap 32.01 km/h8:09:46.029チームまふ 45周石井 鉄也/塩川 白良/海岸 秀通/海岸 ひろみ/斉藤 昭彦/舟山 公夫

24242424 6 -8Lap 31.93 km/h8:10:59.009KUCC つるぎ 45周小野田 颯生/AHMAD NAZMI BIN AZMAN/大田 智也/飯島 智志/中嶋 翔

25252525 830 -8Lap 31.93 km/h8:11:01.399アヴェルBチーム 45周喜多 智美/竹内 猛/高橋 克典/山下 智佳子

26262626 160 -9Lap 31.85 km/h8:01:11.453チームサポートA 44周西岡 猛/小山内 明博/中西 俊/山口 侑一

27272727 156 -9Lap 31.31 km/h8:09:36.855K-mimiren 44周中村 早恵/藤原 達也/高矢 紘次/小倉 英明/子安 敬子/小畑 敏満

28282828 553 -9Lap 30.99 km/h8:14:32.198ｷﾞﾙﾌｧﾙｺｿ Y 44周神谷 拓/松岡 美紗子/磯村 尚樹/西村 知典/藤井 彰人

29292929 587 -10Lap 31.16 km/h8:00:44.346チームTKTK 43周清川 弘和/高田 英男/竹内 知子/垣中 まゆみ

30303030 468 -10Lap 31.05 km/h8:02:25.514りなま自転車部 43周星野 朱音/井上 漱太/肥川 広樹/久世 峻史/八木 聡

31313131 832 -10Lap 30.90 km/h8:04:44.641チャンプルないさー 43周中尾 良孝/中尾 英哲/服部 勇/中川 和男/中川 美樹/福岡 秀夫

32323232 129 -10Lap 30.71 km/h8:07:48.072CafeBarBREATH 43周小山 陽平/佐藤 和人/板谷 直幸/平間 豊典/稲井 沙知/大西 篤礼

33333333 405 -10Lap 30.59 km/h8:09:45.804チーム京阪神 43周西田 浩一/駕田 進/森田 仁志/竹村 祥世

34343434 764 -10Lap 30.55 km/h8:10:24.056アスセーナA 43周石井 明弘/倉持 義志/祖父江 隆則/加藤 よし子/関山 敦士

35353535 343 -10Lap 30.30 km/h8:14:17.964チームCARACLE 43周久行 武志/福永 良二/井阪 宏伸/津田 一平/茶木 千草

36363636 14 -11Lap 30.43 km/h8:00:49.445Team UEDA 42周上田 保次/上田 歩/今西 毅/平川 善啓

37373737 471 -11Lap 30.33 km/h8:02:24.705☆愛自会☆ チーム1 42周高木 隆太郎/鈴木 知雄/松本 哲也/相宮 三穂

38383838 680 -11Lap 29.86 km/h8:09:55.198美山CC チームほじゃっきー 42周保崎 治也/山口 晶/内田 凛/内田 樂/橋本 のこ/川邉 颯太

39393939 605 -11Lap 29.70 km/h8:12:33.228赤コン君＋ チームK 42周河村 彦嗣/三浦 耕一/伊藤 剛/村島 宏和/新谷 瑞輝

40404040 472 -11Lap 29.69 km/h8:12:47.735★愛自会★ チーム2 42周山口 卓/杉浦 達也/神田 修/山田 敏子

41414141 411 -12Lap 30.76 km/h7:44:18.3234040クラブ凸凹班 41周大部 裕一郎/下村 かおる/下村 大河/近藤 りょうこ/山崎 辰弥/青柳 直樹

OPNOPNOPNOPN 4053 -12Lap 29.74 km/h8:00:13.478ちゃりん娘 41周新井 杏奈/和泉 まい/嶋口 佐知子/松 可奈/松本 奈々/深井 愛

42424242 100 -12Lap 29.59 km/h8:02:44.716ＣＹＣＬＥ ＣＡＴ 41周横山 仁美/福原 大希/松田 信太郎/坂田 基浩

43434343 352 -12Lap 29.48 km/h8:04:30.326岐阜大学農場サークル 41周三ツ石 裕貴/中野 祐二/野畑 幹也/河合 信哉/清水 栞

44444444 214 -12Lap 29.29 km/h8:07:39.430チ－ムM-2・Ｃ 41周金子 博文/松田 健太/田中 孝欣/松田 美紀子/小泉 敏一

45454545 13 -12Lap 29.28 km/h8:07:43.120福井俊人を全力で倒す会 41周早川 諭史/石大 隆平/石大 あかね/居川 達也/水野 陽介

46464646 452 -12Lap 29.26 km/h8:08:06.944京大医学部スキー部A 41周柿原 文太/青柳 貴之/富田 大輔/柏木 真穂/高瀬 理香子/福本 彰

47474747 707 -12Lap 29.18 km/h8:09:32.934ムックル 41周山本 麻衣/福嶋 琢朗/小嶋 雄介/瓜生 佐代

48484848 239 -12Lap 29.12 km/h8:10:32.187京優善 41周木場 優輔/米嶋 一善/是永 美穂/佐伯 裕介/近藤 知也
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49494949 140 -12Lap 28.97 km/h8:13:06.105BECK ON の仲間たち 41周松本 昭彦/森 誠治/三木 智世/勇都 麻里奈/小林 稔弘/宮井 健至

50505050 416 -12Lap 28.94 km/h8:13:36.649産総研サイクリング部A 41周馬場 宗明/松﨑 隆/根上 裕成/高野 夏葉/服部 秀平

51515151 205 -13Lap 29.02 km/h8:00:08.227DIG-IT 40周田代 光輝/田代 匠/田代 映子

52525252 603 -13Lap 29.00 km/h8:00:25.980赤コン君＋ チームS 40周薗田 毅/龍華 由親/ポップ ベンジャミン/南 英伸/植村 理穂

53535353 831 -13Lap 28.83 km/h8:03:17.936アヴェルCチーム 40周堀江 みちこ/金澤 敬二/河野 光広/菅田 智文

54545454 466 -13Lap 28.74 km/h8:04:48.311チームコウヘイRCC 40周山本 航平/宮澤 慶太/伊藤 千貴/小山 朋恵/入山 和希

55555555 54 -13Lap 28.67 km/h8:06:05.102羽打ち会 40周川口 竜二/竹内 丈二/吉城 雄一/宮井 裕也/大橋 えり/木村 好一

56565656 161 -13Lap 28.43 km/h8:10:08.363あねもすケッタ団 40周増子 元彌/宇留野 将一/上田 佳朋/土井 章嘉/都築 基浩/増子 有加

57575757 749 -13Lap 28.43 km/h8:10:09.440チャリより団子 40周徳島 修一/深尾 雅博/岡崎 恭子/宇野 優作/永島 皓/永島 淑子

58585858 461 -13Lap 28.20 km/h8:14:07.258太田自転車競技部 40周倉橋 智子/太田 智康/川口 昌也/太田 明秀/平田 昌志/東恩納 健

59595959 195 -14Lap 28.30 km/h8:00:06.028TEAM P-des. 39周村田 亘/矢沢 由尚/渡辺 治行/朝井 雅剛/西口 哲也/塚本 亜紀代

60606060 759 -14Lap 28.23 km/h8:01:11.014グッドファーザー 39周國重 公嗣/國重 有希/里井 翔太/里井 景子

61616161 180 -14Lap 28.22 km/h8:01:30.771Rx-7 39周山本 晋治/後藤 陽介/大津 佳博/森田 和仁/山本 麻美

62626262 758 -14Lap 28.20 km/h8:01:42.787KCA 39周恒川 祥徳/三山 和孝/宮川 恒夫/渡邉 康二/大室 秀樹/山田 英里

63636363 224 -14Lap 28.20 km/h8:01:46.893眞鍋会ちゃりんこ支部A 39周岩佐 拓哉/早川 雄一郎/松野 浩之/河合 李果

64646464 469 -14Lap 28.18 km/h8:02:07.460京大医学部スキー部B 39周古庄 裕也/岡田 武大/岡田 卓也/吉川 祥子/占部 大地/丸野 晧平

65656565 32 -14Lap 27.94 km/h8:06:15.071ちーむ ちりんちりん♪ 39周原 多美雄/森本 隆弘/原 愛姫/堤 修治

66666666 799 -14Lap 27.91 km/h8:06:45.151水すましＢ 39周芝山 佳史/小菅 優斗士/植谷 弘也/植谷 勉

67676767 798 -14Lap 27.88 km/h8:07:13.254水すまし 39周増田 繁樹/川合 利和/稲村 朋子/松田 貢一

68686868 157 -14Lap 27.59 km/h8:12:27.121ACTON チームA 39周田中 繁雄/紺屋 仁志/岡村 こず恵

69696969 213 -15Lap 27.64 km/h7:58:52.364また京都行こう。 38周吉田 創太郎/福村 聡仁/小谷 章浩/貴志 佳子

70707070 756 -15Lap 27.58 km/h7:59:59.712スピードスターズ東海Ｃ 38周林 栄介/三井  里英/山本 美帆/黒川 竜彦

71717171 321 -15Lap 27.43 km/h8:02:35.869DOTDELL 38周大西 慎司/大西 美也子/酒井 健輔/中嶋 いずみ/茶谷 美穂

72727272 181 -15Lap 27.26 km/h8:05:31.251ふり～だむ 38周柳野 純一/杉江 和広/小池 達磨/小池 弘美

73737373 702 -15Lap 27.26 km/h8:05:41.500ネジメフューチャーラバーズ 38周占部 りさ子/元井 涼/鍵山 和秀/長谷川 聡/武田 雄太/吉田 充伸

74747474 373 -15Lap 27.04 km/h8:09:35.953ぷらんとコンストラクターズ 38周近藤 耕平/長濱 智彦/藤原 慎/德岡 篤/杉村 貴美/奥田 愛子

75757575 833 -15Lap 26.91 km/h8:11:56.997美女と妖怪 38周坂梨 宗雄/大石 暁弘/吉田 政弘/浅野 利昭/山田 博則/西川 優

76767676 418 -15Lap 26.82 km/h8:13:36.778産総研サイクリング部B 38周藤井 孝志/室町 実大/渡辺 剛志/浅井 栄大/川内 侯美

77777777 577 -16Lap 26.79 km/h8:01:11.785ゴーイチマル 37周大林 正典/窪田 平和/大林 智子/中本 達也/須藤 隆

78787878 145 -16Lap 26.59 km/h8:04:42.225TEAM9010 37周松本 行正/木下 颯/岡部 斉/吉川 一哉/秋山 千香/小川 佳子

79797979 374 -16Lap 26.55 km/h8:05:29.277はいかんラインチェッカーズ 37周垣尾 剛/福谷 啓太/平田 舞人/澤 孝徳/上田 隼人/近藤 千穂

80808080 590 -16Lap 26.55 km/h8:05:32.171HDオールスターズ 37周山田 崇彰/鎗水 建介/杉山 隆仁/安東 慎平/大藤 良祐/大藤 麻衣

81818181 147 -16Lap 26.43 km/h8:07:35.428チャリ部レクレーション 2 37周大西 綾香/乾 彩香/兼村 健人

82828282 516 -16Lap 26.28 km/h8:10:29.951fumichan 37周西巻 賢一/西巻 圭子/西巻 文登

83838383 677 -16Lap 26.14 km/h8:13:08.964BIWAICHI 37周田中 悠紘/駒田 莉緒/高木 和/清水 貴弘/山崎 祐太郎/橘 総一郎

84848484 801 -17Lap 26.13 km/h8:00:00.022KAWALAB-A 36周松阪 憲人/山本 将平/堺 苑子/小野 峻平/兔田 潤一

85858585 296 -17Lap 25.99 km/h8:02:30.578STKちゃりんこサークル 36周佐藤 寛大/上田 誠/高城 佑紀/地紙 早紀/羽賀 敦子/中村 拓也

86868686 196 -17Lap 25.77 km/h8:06:43.777TEAM P-make. 36周安藤 翔悟/畑中 崇志/野村 辰広/加藤 広美/桑原 康/今重 光生

87878787 338 -17Lap 25.35 km/h8:14:39.858吹田トライアスロン教室 36周石橋 洋子/鎌田 ちよみ/鎌田 瞳/菊池 直美/小林 玲子/小林 なつみ

88888888 4043 -18Lap 25.06 km/h8:06:31.352GOKISO 35周仙石 敏彦/大野 科/ 大河内 美穂

89898989 395 -18Lap 24.84 km/h8:10:55.485クロこっこ 35周池田 和美/海面 尚光/阿出川 健一/坂本 常彰/大平 亮太/佐藤 花衣

90909090 193 -18Lap 24.83 km/h8:11:00.944TEAM P-dev. 35周高田 悠/安保 啓司/高田 あゆみ/菅田 裕之/伊藤 克徳/加藤 晴也

91919191 640 -18Lap 24.59 km/h8:15:49.683にしむらさんち 35周西村 知己/西村 まゆみ/西村 幸久/西村 太志

92929292 306 -19Lap 25.62 km/h7:42:13.488four seasons 34周仁井本 将司/東石 静香/辻本 愛/水野 智康

93939393 580 -19Lap 24.53 km/h8:02:53.188三重大学病院 臨床工学部 34周岩田 英城/松月 正樹/大崎 舜/塩崎 由佳/高濱 航

94949494 505 -19Lap 24.21 km/h8:09:11.024チームナンバーワン 34周清田 義明/吉川 永一/清田 卓義/海老沼 美幸

95959595 71 -19Lap 23.87 km/h8:16:12.277ぶー・ふー・うー 34周坂倉 圭/森 明彦/田中 正行/佐脇 理奈/澤本 晴人/澤本 綾乃

96969696 407 -19Lap 23.82 km/h8:17:12.075西神戸支部中小企業家同友会 34周加藤 万理/薮田 浩史/入江 伸悟/夏山 雄一/柴谷 雅也/徳 孝一

97979797 392 -20Lap 27.64 km/h6:55:56.577自転車走業㈱ 33周森  大介/花村 浩二/片岡 和代/佐藤 直史/加藤 徹/奥山 博史

98989898 174 -20Lap 23.54 km/h8:08:18.851TMP-B 33周澤田 晶子/松本 裕衣/澤村 智樹/中村 秋希

99999999 671 -20Lap 22.92 km/h8:21:26.570和歌山 町じてＹ 33周吉田 秀幸/吉田 多江/吉田 陽平/吉田 圭悟

100100100100 84 -21Lap 22.92 km/h8:06:20.515ちーむまふ 32周高橋 尚文/赤松 大暢/世古 千恵子/茂岡 明子/久保田 寛子

101101101101 627 -21Lap 22.88 km/h8:07:08.023のりをデンジャラス 32周東郷 誠/中西 規子

102102102102 711 -21Lap 22.84 km/h8:08:04.210りんきちC 32周藤村 勝洋/出山 剛之/谷 裕有奈/城 穂乃香

103103103103 194 -22Lap 22.50 km/h8:00:01.167TEAM P-trade. 31周鈴木 敦郎/石田 真一/高木 博章/荒深 智之/増岡 遊人/中村 美仁

104104104104 658 -22Lap 22.19 km/h8:06:42.208BiwakoCycling 31周堂野 均/狩野 勝也/狩野 理沙/久保 武夫
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105105105105 379 -22Lap 22.05 km/h8:09:40.370D&D自転車部 31周武田 英嗣/武田 奈帆子

106106106106 427 -22Lap 21.98 km/h8:11:19.284姉小路自転車倶楽部C 31周松井 信樹/野田 由美子/濱本 明日香/法里 基男/西村 伊代/日向 亮輔

107107107107 185 -23Lap 29.90 km/h5:49:30.866ＫＵＣＣ－ＯＢ１ 30周石井 友紀/名和 遼治/後藤 あゆみ/野村 アキフミ/後藤 敏彦

108108108108 611 -23Lap 22.83 km/h7:37:47.491３回女子と森松くん 30周三浦 遥香/富田 晴香/浅田 琴音/森松 克浩

109109109109 406 -23Lap 21.60 km/h8:03:51.868エムズ・ガライヤ・ガレリア 30周白木 裕次/松田 健/加藤 祐紀子/加藤 幹/加藤 周一

110110110110 771 -23Lap 20.84 km/h8:21:26.816nanairo-cycle 30周岩倉 賢三/岩裏敦子 敦子/岩倉 永遠/岩倉 優空

111111111111 51 -24Lap 30.15 km/h5:35:04.271安城軽号筋B 29周長谷川 起淑/伊藤 駿/塚田 順亮/浅井 周作/神谷 春奈/村松 幸次郎

112112112112 125 -24Lap 29.72 km/h5:39:58.390甲賀忍者参上！ B 29周田中 俊之/小川 直人/小谷 敦/徳田 由香里

113113113113 186 -24Lap 29.40 km/h5:43:33.972ＫＵＣＣ－ＯＢ２ 29周後藤 崇/廣瀬 義朗/堀口 久介/水谷 祐子/福田 あい

114114114114 274 -24Lap 20.74 km/h8:06:58.478和田塾 29周福田 伸考/和田 拓也/横田 勝之/松口 祐二/松口 由紀/池上 徹

115115115115 283 -24Lap 20.73 km/h8:07:23.713ローアイアス 29周浅野 将之/南部 愛実/萩原 保奈美/水野 かよ子/岡本 菜子

116116116116 27 -24Lap 20.72 km/h8:07:32.902クリタポンデーニ 29周太田 崚介/太田 佳世/佐藤 光孝/栗田 秀典/西澤 直晃/伊藤 悠介

117117117117 449 -25Lap 27.47 km/h5:55:06.507TEAM SANREMO A 28周籔下 敦司/岸本 亨/三宅 健司/岸本 初代/岸本 桂/田村 知美

118118118118 536 -25Lap 26.33 km/h6:10:24.226チーム8 28周山下 慎一/近藤 佑介/石川 博之/大石 陽子/桒子 あゆみ

119119119119 535 -26Lap 26.03 km/h6:01:19.043エネルギッシュ 27周加藤 智史/森下 慎也/大橋 正芳/西村 理/佐々木 悠

120120120120 490 -26Lap 24.44 km/h6:24:51.616鳥取の大江 27周平尾 美樹/平尾 雅男/豆田 稔和/西村 知香子

OPNOPNOPNOPN 4042 -26Lap 22.71 km/h6:54:06.414GOKISO 27周伊藤 研司/渡辺 祐基/丸山 侑子

121121121121 266 -26Lap 19.39 km/h8:05:09.106Team Bozo 27周渥美 真/浦野 トモヒロ/花井 彩香/中村 昌司/前田 恵利

122122122122 107 -26Lap 19.30 km/h8:07:22.376ソレイルODK(大高) B 27周長尾 栄一/阪堂 光浩/安田 伊佐武/内野 優子/渡辺 悦妙

123123123123 94 -26Lap 18.79 km/h8:20:28.894チーム・リガール 27周和田 圭介/小川 芳明/小川 美佐/田渕 聖

124124124124 98 -27Lap 18.56 km/h8:07:52.092ソレイユODK(大高) A 26周中盛 義高/須原 雄一/浅田 章敬/村瀬 史博/加藤 志奈乃

125125125125 659 -27Lap 18.47 km/h8:10:21.083チームまったり 26周宮原 直哉/吉田 裕華/今野 眞樹/森本 崇裕

126126126126 492 -27Lap 18.23 km/h8:16:47.829トリーズ 26周上野 巧治/小城 正也/小林 誠/小城 智紀/小林 若奈/上野 史華

127127127127 656 -28Lap 26.41 km/h5:29:45.748KOOOSA 25周大野 峻/倉内 文孝/杉浦 聡志/大野 沙知子/小野 剛史/浅川 大

128128128128 537 -28Lap 25.21 km/h5:45:22.868和田パパ 25周和田 哲夫/萩野 誠一郎/大橋 義正/水野 綾菜/本田 朋美

129129129129 364 -29Lap 24.75 km/h5:37:50.278ARKY 24周小菅 あやの/小菅 ゆかり/長谷川 僚太/岩佐 健司

130130130130 112 -29Lap 24.10 km/h5:46:51.278チームジャスパー 24周黒田 涼子/黒田 大作/西川 亮/内門 はるか/奥山 由実子/家城 忠彦

131131131131 131 -29Lap 23.83 km/h5:50:53.959甲賀忍者参上！ C 24周椎野 康浩/寺崎 いずみ/熊野 宏宣/白敷 隼人

132132132132 652 -30Lap 31.89 km/h4:11:13.401自転車クラブ 23周川辺 貴広/川辺 和寛/鈴木 修/岩月 梓

133133133133 330 -30Lap 28.33 km/h4:42:51.215WARE HOUSE B 23周宮畑 亮佑/矢崎 良輔/木勢 翔太/中村 悠/井戸 愛佳/小野 詩織

134134134134 128 -30Lap 22.89 km/h5:50:04.024甲賀忍者参上！A 23周北前 洋平/廣岡 拓磨/中嶋 裕也/田中 千景

135135135135 370 -31Lap 29.69 km/h4:18:09.925オカンとデッカイ息子たち 22周高木 住友/越 大輔/三浦 由行/長谷川 吉次郎/深海 幸平/岩崎 るみ子

136136136136 583 -31Lap 25.70 km/h4:58:12.086NRC私デビューしました。 22周渥美 君彦/柴田 芙見

137137137137 444 -31Lap 17.81 km/h7:10:14.710Team SBIS 22周国本 勝彦/塩見 木綿子/渡邊 範将/小尾 裕志

138138138138 273 -32Lap 25.92 km/h4:42:15.375kyaむん組 21周秋田 昌紀/秋田 槙/野澤 佳弘/山本 剛/吉田 浩晃

139139139139 110 -32Lap 16.08 km/h7:34:50.227軽チャリ部 21周上田 孝章/神村 康平/上田 春菜

140140140140 506 -32Lap 15.04 km/h8:06:28.108チームナンバーツー 21周岩本 公平/誉田 順也/清田 静秀/細田 春佳

141141141141 647 -34Lap 18.96 km/h5:49:02.860膝ブロークン 19周岩橋 曉宏/松田 隆兵/田村 耕作/岩橋 陽子

142142142142 53 -34Lap 13.71 km/h8:02:41.695acc3 19周別府 正人/早川 麻理恵/佐野 ゆり子/安藤 有事

143143143143 543 -34Lap 13.51 km/h8:09:56.636teamKASG 19周稲垣 由加利/小川 昌知/伊東 和真/浅野 嘉之

144144144144 512 -35Lap 28.73 km/h3:38:14.841チームホシ 18周野口 俊/野口 由圭/斎藤 剛司

145145145145 705 -36Lap 21.57 km/h4:34:31.459ANSeeN 17周奥之山 隆治/寺尾 剛/森井 久史/小池 昭史/奥之山 葵

146146146146 16 -37Lap 28.28 km/h3:17:07.051かにチャーハン 16周南部 佳大/丹下 可奈子

147147147147 639 -37Lap 14.04 km/h6:36:46.763オオハヤシライス 16周大林 文範/大林 稲子

148148148148 646 -38Lap 13.79 km/h6:18:58.010とらんすじゃっく55 15周圓堂 浩次/圓堂 裕弓/家村 卓也

149149149149 261 -40Lap 9.36 km/h8:03:49.470BUFFALO REDs 13周西村 恵美子/後藤 悟

150150150150 294 -44Lap 15.07 km/h3:28:03.210ｆｏｌｌｏｗ ｕｐ 9周古川 真悟/佐久間 博史/佐久間 康子

151151151151 229 -44Lap 8.45 km/h6:10:52.525Velo compagno 9周瀧山 雅子/内座 元巳/川合 恵/大西 麻衣

152152152152 401 -45Lap 14.78 km/h3:08:29.337くりりん！！（2期） 8周清成 泰広/松田 卓也/吉村 南美

153153153153 42 -45Lap 10.53 km/h4:24:39.737JKC1200 チームK 8周森本 光則/小原 好晋/柳田 卓郎/澤 智裕/大原 綾

154154154154 816 -46Lap 13.04 km/h3:06:56.886ハイブリッドロードトライブ 7周上松 辰哉/郷路 三四郎/山神 和久/勝野 恵美

155155155155 346 -46Lap 6.30 km/h6:26:42.140MUCC Bチーム 7周武本 峻明/中嶋 智康/山本 華嘉/竹内 健人/近藤 聖也

156156156156 40 -47Lap 8.21 km/h4:14:31.656JKC1200 チームC 6周氣谷 英里/畠 佳子/井上 貴博/平山 健介/酒井 将史

157157157157 377 -47Lap 4.26 km/h8:10:14.672KAMITSU 6周曽我 浩/本澤 正広/岡 直子/鎌田 雄紀

158158158158 470 -49Lap 23.40 km/h59:32.628ちょいぽちゃライダーズライダーズ 4周遠山 公仁/鈴木 弘文/好本 啓一郎/好本 由起子/鍛治 征毅/宮澤 秀雄

159159159159 342 -51Lap 4.04 km/h2:52:25.087D-TPD 2周麻 弘知/中村 真一郎/西浦 秀晃/山田 英治郎/藤井 斉/岡村 珠希
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429 prickly ash 0周辰巳 雅幸/角 茂樹/田原 照始朗/田原 裕美/西峯 喜策/張 岩
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