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1 木村 正彦 愛知県 Team 坂バカ   14:17.671ｷﾑﾗ ﾏｻﾋｺ ﾁｰﾑ ｻｶﾊﾞｶ

1 木村 咲月 愛知県 Team 坂バカ   14:18.021ｷﾑﾗ ｻﾂｷ ﾁｰﾑ ｻｶﾊﾞｶ

2 深谷 孝之 愛知県 チームF   12:54.941ﾌｶﾔ ﾀｶﾕｷ ﾁｰﾑｴﾌ

2 深谷 侑生 愛知県 チームF   12:54.911ﾌｶﾔ ﾕｳｷ ﾁｰﾑｴﾌ

3 橋本 篤志 愛知県 クロシロ D.N.S.ﾊｼﾓﾄ ｱﾂｼ ｸﾛｼﾛ

3 橋本 幸菜 愛知県 クロシロ D.N.S.ﾊｼﾓﾄ ﾕｷﾅ ｸﾛｼﾛ

4 加藤 秀幸 愛知県 TEAM SH D.N.S.ｶﾄｳ ﾋﾃﾞﾕｷ ﾁｰﾑｴｽｴｲﾁ

4 加藤 舜 愛知県 TEAM SH D.N.S.ｶﾄｳ ｼｭﾝ ﾁｰﾑｴｽｴｲﾁ

5 大野 誠 愛知県 I'AM   11:51.031ｵｵﾉ ﾏｺﾄ ｱｲｱﾑ

5 大野 優輝 愛知県 I'AM   11:50.741ｵｵﾉ ﾕｳｷ ｱｲｱﾑ

6 笹野 貴良 愛知県 ひなほチーム   21:38.131ｻｻﾉ ﾀｶﾖｼ ﾋﾅﾎﾁｰﾑ

6 笹野 日菜穂 愛知県 ひなほチーム   23:13.751ｻｻﾉ ﾋﾅﾎ ﾋﾅﾎﾁｰﾑ

7 笹野 夕紀 愛知県 そらチーム   21:38.081ｻｻﾉ ﾕｳｷ ｿﾗﾁｰﾑ

7 笹野 蒼良 愛知県 そらチーム   23:13.741ｻｻﾉ ｿﾗ ｿﾗﾁｰﾑ

8 金丸 友作 愛知県 逆転王   18:57.711ｶﾅﾏﾙ ﾕｳｻｸ ｷﾞｬｸﾃﾝｵｳ

8 金丸 空暉 愛知県 逆転王   18:57.681ｶﾅﾏﾙ ﾀｶｷ ｷﾞｬｸﾃﾝｵｳ

9 原 一将 愛知県 K.R.H   15:31.581ﾊﾗ ｶｽﾞﾏｻ ｹｰﾄﾞｯﾄｱｰﾙﾄﾞｯﾄｴｲﾁ

9 原 遼河 愛知県 K.R.H   15:31.591ﾊﾗ ﾘｮｳｶﾞ ｹｰﾄﾞｯﾄｱｰﾙﾄﾞｯﾄｴｲﾁ

10 大原 健嗣 愛知県 wing foot K&R   12:24.921ｵｵﾊﾗ ｹﾝｼﾞ ｳｨﾝｸﾞﾌｯﾄｹｰｱﾝﾄﾞｱｰﾙ

10 大原 練士 愛知県 wing foot K&R   12:23.891ｵｵﾊﾗ ﾚﾝｼﾞ ｳｨﾝｸﾞﾌｯﾄｹｰｱﾝﾄﾞｱｰﾙ

11 横川 最 愛知県 wingfoot Y&M D.N.S.ﾖｺｶﾞﾜ ﾕﾀｶ ｳｨﾝｸﾞﾌｯﾄY&M

11 横川 海青乃 愛知県 wingfoot Y&M D.N.S.ﾖｺｶﾞﾜ ﾐｵﾉ ｳｨﾝｸﾞﾌｯﾄY&M

12 福田 英久 愛知県 GF1   16:17.201ﾌｸﾀ ﾋﾃﾞﾋｻ ｼﾞｰｴﾌﾜﾝ

12 福田 雅 愛知県 GF1   16:17.051ﾌｸﾀ ﾐﾔﾋﾞ ｼﾞｰｴﾌﾜﾝ

13 山村 一樹 愛知県 team やまちゃん親子 D.N.S.ﾔﾏﾑﾗ ｶｽﾞｷ ﾁｰﾑ ﾔﾏﾁｬﾝｵﾔｺ

13 山村 海登 愛知県 team やまちゃん親子 D.N.S.ﾔﾏﾑﾗ ｶｲﾄ ﾁｰﾑ ﾔﾏﾁｬﾝｵﾔｺ

14 村山 真澄 愛知県 wingfoot M&H   14:15.301ﾑﾗﾔﾏ ﾏｽﾐ ｳｲﾝｸﾞﾌｯﾄ ｴﾑｱﾝﾄﾞｴｲﾁ

14 村山 疾風 愛知県 wingfoot M&H   14:15.251ﾑﾗﾔﾏ ﾊﾔﾃ ｳｲﾝｸﾞﾌｯﾄ ｴﾑｱﾝﾄﾞｴｲﾁ

15 前川 隆之 岐阜県 team risunoki   11:07.251ﾏｴｶﾜ ﾀｶﾕｷ ﾁｰﾑ ﾘｽﾉｷ

15 前川 隆太 岐阜県 team risunoki   11:07.221ﾏｴｶﾜ ﾘｭｳﾀ ﾁｰﾑ ﾘｽﾉｷ

16 杉野 弘和 愛知県 チャリンコりん   24:05.291ｽｷﾞﾉ ﾋﾛｶｽﾞ ﾁｬﾘﾝｺﾘﾝ

16 杉野 美琴 愛知県 チャリンコりん   24:05.201ｽｷﾞﾉ ﾐｺﾄ ﾁｬﾘﾝｺﾘﾝ

17 井澤 智子 三重県 Anelloゆめはま D.N.S.ｲｻﾞﾜ ﾄﾓｺ ｱﾈｰﾛﾕﾒﾊﾏ

17 井澤 希 三重県 Anelloゆめはま D.N.S.ｲｻﾞﾜ ﾉｿﾞﾐ ｱﾈｰﾛﾕﾒﾊﾏ

18 坂本 亮 愛知県 アルメデルツ   14:18.391ｻｶﾓﾄ ﾘｮｳ ｱﾙﾒﾃﾞﾙﾂ

18 坂本 希悠 愛知県 アルメデルツ   14:18.501ｻｶﾓﾄ ｷﾕｳ ｱﾙﾒﾃﾞﾙﾂ

19 石坂 昌弥 愛知県 ゆめひめ D.N.S.ｲｼｻﾞｶ ﾏｻﾔ ﾕﾒﾋﾒ

19 石坂 優愛 愛知県 ゆめひめ D.N.S.ｲｼｻﾞｶ ﾕﾒ ﾕﾒﾋﾒ

20 森岡 伸悦 愛知県 もりもり   23:34.891ﾓﾘｵｶ ﾉﾌﾞﾖｼ ﾓﾘﾓﾘ

20 森岡 佑奈 愛知県 もりもり   23:34.571ﾓﾘｵｶ ﾕｳﾅ ﾓﾘﾓﾘ

21 平井 謙二 愛知県 ナオ・パパレーシング   11:41.441ﾋﾗｲ ｹﾝｼﾞ ﾅｵ･ﾊﾟﾊﾟﾚｰｼﾝｸﾞ

21 平井 菜緒 愛知県 ナオ・パパレーシング   11:41.231ﾋﾗｲ ﾅｵ ﾅｵ･ﾊﾟﾊﾟﾚｰｼﾝｸﾞ

22 田上 彰俊 愛知県 TEAM田上   16:51.121ﾀｶﾞﾐ ｱｷﾄｼ ﾁｰﾑﾀｶﾞﾐ

22 田上 世渚 愛知県 TEAM田上   16:51.291ﾀｶﾞﾐ ｾﾅ ﾁｰﾑﾀｶﾞﾐ

23 比嘉 正春 愛知県 Team MARITAN   17:49.691ﾋｶﾞ ﾏｻﾊﾙ ﾁｰﾑ ﾏﾘﾀﾝ

23 比嘉 茉莉香 愛知県 Team MARITAN   17:49.751ﾋｶﾞ ﾏﾘｶ ﾁｰﾑ ﾏﾘﾀﾝ

24 池垣 直則 愛知県 イケ   15:58.951ｲｹｶﾞｷ ﾅｵﾉﾘ ｲｹ

24 池垣 翔太 愛知県 イケ   15:58.511ｲｹｶﾞｷ ｼｮｳﾀ ｲｹ

25 道木 加絵 愛知県 Team Anura   10:52.511ﾄﾞｳｷ ｶｴ ﾁｰﾑｱﾆｭｰﾗ

25 道木 琢真 愛知県 Team Anura   10:51.501ﾄﾞｳｷ ﾀｸﾏ ﾁｰﾑｱﾆｭｰﾗ
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26 嶋崎 博 愛知県 尾張サイクリング倶楽部   23:59.641ｼﾏｻﾞｷ ﾋﾛｼ ｵﾜﾘｻｲｸﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ

26 嶋崎 真子 愛知県 尾張サイクリング倶楽部   23:59.211ｼﾏｻﾞｷ ﾏｺ ｵﾜﾘｻｲｸﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ

27 鹿子木 寛 愛知県 KANAKOGI   13:07.441ｶﾅｺｷﾞ ﾋﾛｼ ｶﾅｺｷﾞ

27 鹿子木 彩人 愛知県 KANAKOGI   13:07.581ｶﾅｺｷﾞ ｱﾔﾄ ｶﾅｺｷﾞ

28 眞嶋 修 愛知県 ITALIAN JOB D.N.S.ﾏｼﾏ ｵｻﾑ ｲﾀﾘｱﾝｼﾞｮﾌﾞ

28 眞嶋 洋輔 愛知県 ITALIAN JOB D.N.S.ﾏｼﾏ ﾖｳｽｹ ｲﾀﾘｱﾝｼﾞｮﾌﾞ

29 星野 勇樹 岐阜県 ちーむ1015   19:27.821ﾎｼﾉ ﾕｳｷ ﾁｰﾑ1015

29 星野 十弥 岐阜県 ちーむ1015   19:27.611ﾎｼﾉ ﾄｵﾔ ﾁｰﾑ1015

30 倉崎 浩二 滋賀県 サイクルロードエイト   16:10.351ｸﾗｻｷ ｺｳｼﾞ ｻｲｸﾙﾛｰﾄﾞｴｲﾄ

30 倉崎 瞬成 滋賀県 サイクルロードエイト   16:10.701ｸﾗｻｷ ｼｭﾝｾｲ ｻｲｸﾙﾛｰﾄﾞｴｲﾄ

31 日高 岳史 愛知県 La grande famille   16:30.351ﾋﾀﾞｶ ﾀｹｼ ﾗ ｸﾞﾗﾝﾃﾞ ﾌｧﾐﾘｰ

31 日高 優矢 愛知県 La grande famille   16:29.321ﾋﾀﾞｶ ﾕｳﾔ ﾗ ｸﾞﾗﾝﾃﾞ ﾌｧﾐﾘｰ

32 山田 聡 愛知県 yama   22:48.541ﾔﾏﾀﾞ ｻﾄｼ ﾔﾏ

32 山田 一志 愛知県 yama   22:49.011ﾔﾏﾀﾞ ｶｽﾞｼ ﾔﾏ

33 西原 栄一 愛知県 ESAS   17:52.691ﾆｼﾊﾗ ｴｲｲﾁ ｲｰｴｽｴｰｴｽ

33 西原 新 愛知県 ESAS   17:51.641ﾆｼﾊﾗ ｱﾗﾀ ｲｰｴｽｴｰｴｽ
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