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1 和栗 正昭 愛知県 ﾜｸﾜｸﾜｸﾞﾘ   32:19.731ﾜｸﾞﾘ ﾏｻｱｷ ﾜｸﾜｸﾜｸﾞﾘ

1 和栗 菜々子 愛知県 ﾜｸﾜｸﾜｸﾞﾘ   32:18.751ﾜｸﾞﾘ ﾅﾅｺ ﾜｸﾜｸﾜｸﾞﾘ

2 木原 淳 愛知県 Team Mabow   12:48.941ｷﾊﾗ ｱﾂｼ ﾁｰﾑ ﾏｧﾎﾞｳ

2 木原 愛翔 愛知県 Team Mabow   12:48.731ｷﾊﾗ ﾏﾅﾄ ﾁｰﾑ ﾏｧﾎﾞｳ

3 深谷 孝之 愛知県 ﾁｰﾑF   13:19.131ﾌｶﾔ ﾀｶﾕｷ ﾁｰﾑｴﾌ

3 深谷 侑生 愛知県 ﾁｰﾑF   13:19.191ﾌｶﾔ ﾕｳｷ ﾁｰﾑｴﾌ

4 奥本 隆一 愛知県 かいしんの一漕ぎ!   11:38.351ｵｸﾓﾄ ﾘｭｳｲﾁ ｶｲｼﾝﾉﾋﾄｺｷﾞ

4 奥本 隆聖 愛知県 かいしんの一漕ぎ!   11:39.371ｵｸﾓﾄ ﾘｭｳｾｲ ｶｲｼﾝﾉﾋﾄｺｷﾞ

5 西山 将央 愛知県 友心   18:29.261ﾆｼﾔﾏ ﾏｻﾃﾙ ﾄﾓｼﾝ

5 西山 友希 愛知県 友心   18:26.631ﾆｼﾔﾏ ﾄﾓｷ ﾄﾓｼﾝ

6 清水 亮介 愛知県 Ryo&Kina;   22:22.671ｼﾐｽﾞ ﾘｮｳｽｹ ﾘｮｳｱﾝﾄﾞｷﾅ

6 清水 希樹 愛知県 Ryo&Kina;   22:22.971ｼﾐｽﾞ ｷﾅ ﾘｮｳｱﾝﾄﾞｷﾅ

7 田中 和行 京都府 日当たり良好 D.N.S.ﾀﾅｶ ｶｽﾞﾕｷ ﾋｱﾀﾘﾘｮｳｺｳ

7 田中 翔梧 京都府 日当たり良好 D.N.S.ﾀﾅｶ ｼｮｳｺﾞ ﾋｱﾀﾘﾘｮｳｺｳ

8 森田 和孝 愛知県 森田ﾒﾝﾃﾅﾝｽ   12:22.541ﾓﾘﾀ ｶｽﾞﾀｶ ﾓﾘﾀﾒﾝﾃﾅﾝｽ

8 森田 千晴 愛知県 森田ﾒﾝﾃﾅﾝｽ   12:22.101ﾓﾘﾀ ﾁﾊﾙ ﾓﾘﾀﾒﾝﾃﾅﾝｽ

9 山田 英夫 愛知県 team yama   14:24.971ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾃﾞｵ ﾁｰﾑ ﾔﾏ

9 山田 翔大 愛知県 team yama   14:24.051ﾔﾏﾀﾞ ｼｮｳﾀ ﾁｰﾑ ﾔﾏ

10 山田 純子 愛知県 team j&k   17:22.341ﾔﾏﾀﾞ ｼﾞｭﾝｺ ﾁｰﾑ ｼﾞｪｲｱﾝﾄﾞｹｰ

10 山田 佳奈 愛知県 team j&k   17:22.651ﾔﾏﾀﾞ ｶﾅ ﾁｰﾑ ｼﾞｪｲｱﾝﾄﾞｹｰ

11 中條 雅文 愛知県 ｶﾝﾋﾟｵｰﾈ   10:01.511ﾅｶｼﾞｮｳ ﾏｻﾌﾐ ｶﾝﾋﾟｵｰﾈ

11 中條 凛 愛知県 ｶﾝﾋﾟｵｰﾈ   10:01.321ﾅｶｼﾞｮｳ ﾘﾝ ｶﾝﾋﾟｵｰﾈ

12 大野 貴弘 愛知県 大野家代表 D.N.S.ｵｵﾉ ﾀｶﾋﾛ ｵｵﾉｹﾀﾞｲﾋﾖｳ

12 大野 海斗 愛知県 大野家代表 D.N.S.ｵｵﾉ ｶｲﾄ ｵｵﾉｹﾀﾞｲﾋﾖｳ

13 長谷川 由起 愛知県 team ann   18:30.731ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｷ ﾁｰﾑ ｱﾝ

13 長谷川 杏 愛知県 team ann   18:30.301ﾊｾｶﾞﾜ ｱﾝ ﾁｰﾑ ｱﾝ

14 清水 竜次 三重県 kokoayu   15:36.411ｼﾐｽﾞ ﾘｭｳｼﾞ ｺｺｱﾕ

14 清水 歩夢 三重県 kokoayu   15:36.071ｼﾐｽﾞ ｱﾕﾑ ｺｺｱﾕ

15 清水 由絵 三重県 kokoayu   19:11.351ｼﾐｽﾞ ﾖｼｴ ｺｺｱﾕ

15 清水 心愛 三重県 kokoayu   19:11.411ｼﾐｽﾞ ｺｺﾉ ｺｺｱﾕ

16 森岡 伸悦 愛知県 ﾓﾘﾓｰﾘ   29:26.661ﾓﾘｵｶ ﾉﾌﾞﾖｼ ﾓﾘﾓｰﾘ

16 森岡 佑奈 愛知県 ﾓﾘﾓｰﾘ   29:26.561ﾓﾘｵｶ ﾕｳﾅ ﾓﾘﾓｰﾘ

17 谷元 貴子 愛知県 ゆめ   20:57.821ﾀﾆﾓﾄ ﾀｶｺ ﾕﾒ

17 谷元 心海 愛知県 ゆめ   20:57.881ﾀﾆﾓﾄ ｺｺﾐ ﾕﾒ

18 谷元 健一 愛知県 翔   20:20.351ﾀﾆﾓﾄ ｹﾝｲﾁ ｼｮｳ

18 谷元 海翔 愛知県 翔   20:20.261ﾀﾆﾓﾄ ｶｲﾄ ｼｮｳ

19 浅野 純治 愛知県 TEAM浅野   17:23.121ｱｻﾉ ｼﾞｭﾝｼﾞ ﾁｰﾑｱｻﾉ

19 浅野 歩 愛知県 TEAM浅野   17:22.991ｱｻﾉ ｱﾕﾑ ﾁｰﾑｱｻﾉ

20 福田 英久 愛知県 HIDEぴん   16:58.621ﾌｸﾀ ﾋﾃﾞﾋｻ ﾋﾃﾞﾋﾟﾝ

20 福田 雅 愛知県 HIDEぴん   16:57.981ﾌｸﾀ ﾐﾔﾋﾞ ﾋﾃﾞﾋﾟﾝ

21 土谷 美佳 愛知県 MIRIMIRI   16:44.491ﾂﾁﾔ ﾐｶ ﾐﾘﾐﾘ

21 土谷 美璃 愛知県 MIRIMIRI   16:44.031ﾂﾁﾔ ﾐﾘ ﾐﾘﾐﾘ

22 土谷 宗平 愛知県 MIYUMIYU   16:08.101ﾂﾁﾔ ｼｭｳﾍｲ ﾐﾕﾐﾕ

22 土谷 美釉 愛知県 MIYUMIYU   16:07.961ﾂﾁﾔ ﾐﾕｳ ﾐﾕﾐﾕ

23 横川 最 愛知県 一番★星Y&M   16:48.461ﾖｺｶﾞﾜ ﾕﾀｶ ｲﾁﾊﾞﾝﾎﾞｼY&M

23 横川 海青乃 愛知県 一番★星Y&M   16:48.671ﾖｺｶﾞﾜ ﾐｵﾉ ｲﾁﾊﾞﾝﾎﾞｼY&M

24 村山 省吾 愛知県 一番★星 S&H   12:36.111ﾑﾗﾔﾏ ｼｮｳｺﾞ ｲﾁﾊﾞﾝ★ﾎﾞｼ ｴｽｱﾝﾄﾞｴｲﾁ

24 村山 響輝 愛知県 一番★星 S&H   12:36.451ﾑﾗﾔﾏ ﾋﾋﾞｷ ｲﾁﾊﾞﾝ★ﾎﾞｼ ｴｽｱﾝﾄﾞｴｲﾁ

25 林 真理香 愛知県 ﾕｰﾛｰﾄﾞ   15:40.271ﾊﾔｼ ﾏﾘｶ ﾕｰﾛｰﾄﾞ

25 林 俊介 愛知県 ﾕｰﾛｰﾄﾞ   15:41.941ﾊﾔｼ ｼｭﾝｽｹ ﾕｰﾛｰﾄﾞ
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26 村山 真澄 愛知県 一番★星 m&h   15:01.001ﾑﾗﾔﾏ ﾏｽﾐ ｲﾁﾊﾞﾝ★ﾎﾞｼ ｴﾑｱﾝﾄﾞｴｲﾁ

26 村山 疾風 愛知県 一番★星 m&h   15:01.931ﾑﾗﾔﾏ ﾊﾔﾃ ｲﾁﾊﾞﾝ★ﾎﾞｼ ｴﾑｱﾝﾄﾞｴｲﾁ

27 宇野 綱男 愛知県 合言葉は一生懸命's   17:44.001ｳﾉ ﾂﾅｵ ｱｲｺﾄﾊﾞﾊｲｯｼｮｳｹﾝｹｲｽﾞ

27 宇野 絢美 愛知県 合言葉は一生懸命's   17:44.221ｳﾉ ｱﾔﾐ ｱｲｺﾄﾊﾞﾊｲｯｼｮｳｹﾝｹｲｽﾞ

28 鈴木 美香 愛知県 かめさん   21:55.821ｽｽﾞｷ ﾐｶ ｶﾒｻﾝ

28 鈴木 要 愛知県 かめさん   21:56.471ｽｽﾞｷ ｶﾅﾒ ｶﾒｻﾝ

29 上野 隆太郎 愛知県 ｱﾍﾞｻｲｸﾙﾚｰｼﾝｸﾞ   13:46.341ｳｴﾉ ﾘｭｳﾀﾛｳ ｱﾍﾞｻｲｸﾙﾚｰｼﾝｸﾞ

29 上野 隆之介 愛知県 ｱﾍﾞｻｲｸﾙﾚｰｼﾝｸﾞ   13:46.371ｳｴﾉ ﾘｭｳﾉｽｹ ｱﾍﾞｻｲｸﾙﾚｰｼﾝｸﾞ

30 上野 幸 愛知県 ｱﾍﾞｻｲｸﾙﾚｰｼﾝｸﾞ   16:11.941ｳｴﾉ ﾕｷ ｱﾍﾞｻｲｸﾙﾚｰｼﾝｸﾞ

30 上野 幸之介 愛知県 ｱﾍﾞｻｲｸﾙﾚｰｼﾝｸﾞ   16:11.831ｳｴﾉ ｺｳﾉｽｹ ｱﾍﾞｻｲｸﾙﾚｰｼﾝｸﾞ

31 鈴木 光太 愛知県 kappa   16:00.601ｽｽﾞｷ ｺｳﾀ ｶｯﾊﾟ

31 鈴木 こころ 愛知県 kappa   16:00.561ｽｽﾞｷ ｺｺﾛ ｶｯﾊﾟ

32 浅井 幸喜 愛知県 ききももﾚｰｼﾝｸﾞ   21:10.811ｱｻｲ ｺｳｷ ｷｷﾓﾓﾚｰｼﾝｸﾞ

32 浅井 萌百 愛知県 ききももﾚｰｼﾝｸﾞ   21:10.701ｱｻｲ ﾓﾓ ｷｷﾓﾓﾚｰｼﾝｸﾞ

33 一木 誠 静岡県 ﾊﾔ&ﾏｺｯﾁ   18:59.031ｲｯｷ ﾏｺﾄ ﾊﾔｱﾝﾄﾞﾏｺｯﾁ

33 一木 駿 静岡県 ﾊﾔ&ﾏｺｯﾁ   18:58.301ｲｯｷ ﾊﾔﾄ ﾊﾔｱﾝﾄﾞﾏｺｯﾁ

34 関 このみ 愛知県 Tokai Potenza   11:33.091ｾｷ ｺﾉﾐ ﾄｳｶｲﾎﾟﾃﾝﾂｧ

34 関 琉磨 愛知県 Tokai Potenza   11:33.421ｾｷ ﾘｭｳﾏ ﾄｳｶｲﾎﾟﾃﾝﾂｧ

35 岩田 守広 愛知県 ｲｸｼｱ大戦争   13:48.821ｲﾜﾀ ﾓﾘﾋﾛ ｲｸｼｱﾀﾞｲｾﾝｿｳ

35 岩田 結翔 愛知県 ｲｸｼｱ大戦争   13:47.971ｲﾜﾀ ﾕｳﾄ ｲｸｼｱﾀﾞｲｾﾝｿｳ

36 木村 正彦 愛知県 Team 五郎丸   15:47.751ｷﾑﾗ ﾏｻﾋｺ ﾁｰﾑ ｺﾞﾛｳﾏﾙ

36 木村 渓吾 愛知県 Team 五郎丸   15:47.541ｷﾑﾗ ｹｲｺﾞ ﾁｰﾑ ｺﾞﾛｳﾏﾙ

37 酒井 孝彰 愛知県 SBF   16:59.431ｻｶｲ ﾀｶｱｷ ｴｽﾋﾞｰｴﾌ

37 酒井 大樹 愛知県 SBF   16:58.851ｻｶｲ ﾀｲｷ ｴｽﾋﾞｰｴﾌ

38 前川 隆之 岐阜県 team risunoki   10:39.891ﾏｴｶﾜ ﾀｶﾕｷ ﾁｰﾑ ﾘｽﾉｷ

38 前川 隆太 岐阜県 team risunoki   10:42.311ﾏｴｶﾜ ﾘｭｳﾀ ﾁｰﾑ ﾘｽﾉｷ

39 花井 栄二 愛知県 Team871   19:06.701ﾊﾅｲ ｴｲｼﾞ ﾁｰﾑﾊﾅｲ

39 花井 勇太 愛知県 Team871   19:06.871ﾊﾅｲ ﾕｳﾀ ﾁｰﾑﾊﾅｲ

40 原 一将 愛知県 ﾁｰﾑKR   16:57.481ﾊﾗ ｶｽﾞﾏｻ ﾁｰﾑｹｰｱｰﾙ

40 原 遼河 愛知県 ﾁｰﾑKR   16:57.571ﾊﾗ ﾘｮｳｶﾞ ﾁｰﾑｹｰｱｰﾙ

41 平井 謙二 愛知県 ﾅｵ･ﾊﾟﾊﾟﾚｰｼﾝｸﾞ   16:22.581ﾋﾗｲ ｹﾝｼﾞ ﾅｵ･ﾊﾟﾊﾟﾚｰｼﾝｸﾞ

41 平井 菜緒 愛知県 ﾅｵ･ﾊﾟﾊﾟﾚｰｼﾝｸﾞ   16:23.041ﾋﾗｲ ﾅｵ ﾅｵ･ﾊﾟﾊﾟﾚｰｼﾝｸﾞ

42 貝淵 史明 愛知県 ﾊﾟﾊﾟそうぴ   15:33.481ｶｲﾌﾞﾁ ﾌﾐｱｷ ﾊﾟﾊﾟｿｳﾋﾟ

42 貝淵 蒼馬 愛知県 ﾊﾟﾊﾟそうぴ   15:32.371ｶｲﾌﾞﾁ ｿｳﾏ ﾊﾟﾊﾟｿｳﾋﾟ

43 江頭 由里子 愛知県 Minion DASH   28:46.401ｴﾄｳ ﾕﾘｺ ﾐﾆｵﾝﾀﾞｯｼｭ

43 江頭 結衣 愛知県 Minion DASH   28:46.151ｴﾄｳ ﾕｲ ﾐﾆｵﾝﾀﾞｯｼｭ

44 渡辺 信幸 愛知県 ﾏﾆｭｰﾊﾞｺﾗﾎﾞ   15:58.191ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾉﾌﾞﾕｷ ﾏﾆｭｰﾊﾞｺﾗﾎﾞ

44 渡辺 涼太郎 愛知県 ﾏﾆｭｰﾊﾞｺﾗﾎﾞ   15:55.331ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳﾀﾛ ﾏﾆｭｰﾊﾞｺﾗﾎﾞ

45 青木 靖幸 愛知県 靖涼   18:12.061ｱｵｷ ﾔｽﾕｷ ﾔｽﾘｮｳ

45 青木 涼那 愛知県 靖涼   18:11.961ｱｵｷ ﾘｮｳﾅ ﾔｽﾘｮｳ

46 石田 浩喜 愛知県 北小自転車親子   11:40.081ｲｼﾀﾞ ﾋﾛｷ ｷﾀｼｮｳｼﾞﾃﾝｼｬｵﾔｺ

46 石田 啓人 愛知県 北小自転車親子   11:39.851ｲｼﾀﾞ ｱｷﾋﾄ ｷﾀｼｮｳｼﾞﾃﾝｼｬｵﾔｺ

47 大野 誠 愛知県 牛ﾀﾝ野郎   12:54.921ｵｵﾉ ﾏｺﾄ ｷﾞｭｳﾀﾝﾔﾛｳ

47 長岡 優輝 愛知県 牛ﾀﾝ野郎   12:54.851ﾅｶﾞｵｶ ﾕｳｷ ｷﾞｭｳﾀﾝﾔﾛｳ

48 比嘉 正春 愛知県 MARITAN   18:13.721ﾋｶﾞ ﾏｻﾊﾙ ﾏﾘﾀﾝ

48 比嘉 茉莉香 愛知県 MARITAN   18:13.211ﾋｶﾞ ﾏﾘｶ ﾏﾘﾀﾝ

49 星野 勇樹 岐阜県 ちｰむ1015   21:59.041ﾎｼﾉ ﾕｳｷ ﾁｰﾑｲﾁﾏﾙｲﾁｺﾞ

49 星野 十弥 岐阜県 ちｰむ1015   21:59.521ﾎｼﾉ ﾄｵﾔ ﾁｰﾑｲﾁﾏﾙｲﾁｺﾞ

50 鹿子木 寛 愛知県 ｶﾅｺｷﾞ   14:28.771ｶﾅｺｷﾞ ﾋﾛｼ ｶﾅｺｷﾞ

50 鹿子木 彩人 愛知県 ｶﾅｺｷﾞ   14:28.191ｶﾅｺｷﾞ ｱﾔﾄ ｶﾅｺｷﾞ
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51 水野 建人 愛知県 ぐるぐる自転車部 D.N.S.ﾐｽﾞﾉ ﾀｹﾄ ｸﾞﾙｸﾞﾙｼﾞﾃﾝｼｬﾌﾞ

51 水野 蒼也 愛知県 ぐるぐる自転車部 D.N.S.ﾐｽﾞﾉ ｿｳﾔ ｸﾞﾙｸﾞﾙｼﾞﾃﾝｼｬﾌﾞ

52 山中 賢史 愛知県 TCKR   10:11.991ﾔﾏﾅｶ ｹﾝｼ ﾃｨｰｼｰｹｰｱｰﾙ

52 山中 碧仁 愛知県 TCKR   10:11.221ﾔﾏﾅｶ ｱｵﾄ ﾃｨｰｼｰｹｰｱｰﾙ

53 山中 美紀 愛知県 TCKR   13:56.771ﾔﾏﾅｶ ﾐｷ ﾃｨｰｼｰｹｰｱｰﾙ

53 山中 祐輝 愛知県 TCKR   13:56.351ﾔﾏﾅｶ ﾕｳｷ ﾃｨｰｼｰｹｰｱｰﾙ

54 水野 純弥 石川県 ﾊﾞﾙﾊﾞｶﾅｻﾞﾜ水野家   29:37.761ﾐｽﾞﾉ ｼﾞｭﾝﾔ ﾊﾞﾙﾊﾞｶﾅｻﾞﾜﾐｽﾞﾉｹ

54 水野 蒼太 石川県 ﾊﾞﾙﾊﾞｶﾅｻﾞﾜ水野家   29:36.001ﾐｽﾞﾉ ｿｳﾀ ﾊﾞﾙﾊﾞｶﾅｻﾞﾜﾐｽﾞﾉｹ
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Number of Starters.:
Number of Finishers.:
DNS:
DNF:
DSQ:
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