
順位 チーム名 地区 ゼッケン 選手１ 選手２ 選手３

1 高知工業高校自転車競技部 高知市 741 伊勢田 章成 742 那須 太郎 743 山口 力人 01:05:08 (38.69km/h)

2 チームユニヴェール シグマ 徳島県 551 福田 高明 552 Eric Hasegawa 553 神名 隆 01:06:17 (38.02km/h)

3 チームユニヴェール オメガ 徳島県 691 岡 昌太朗 692 生田 憲司 693 森兼 賦 01:06:30 (37.89km/h)

4 徳島大学自転車競技部 徳島県 761 原 良太 762 木戸 大展 763 井上 慎太郎 01:06:33 (37.87km/h)

5 サイクルSTM2011 香美市 521 山本 黎 522 田尾 駿介 523 松田 竜二 01:07:01 (37.60km/h)

6 土佐中高校 高知市 701 小笠原 豊 702 村田 紘之 703 森 悠太 01:07:55 (37.10km/h)

7 焼鳥山鳥Ｒ 愛媛県 771 門田 基志 772 浅田 和寿 773 脇坂 佳成 01:08:23 (36.85km/h)

8 LUPPI 愛媛県 641 松本 秀一 642 上田 賢太郎 643 山岡 健人 01:11:29 (35.25km/h)

9 大川原HC 徳島県 611 山崎 眞一 612 佐藤 進 613 登板 敦志 01:11:43 (35.14km/h)

10 チームすいけんず 愛媛県 751 新居 昌彦 752 岡松 淳一 753 中島 由裕 01:12:09 (34.93km/h)

11 タイマーズ高知 高知市 621 刈谷 文昭 622 西森 丈和 623 和泉 良隆 01:12:58 (34.54km/h)

12 夕焼け眉山クラブ 高知市 581 久保 崇 582 安倍 光博 583 金澤 伸二 01:13:09 (34.45km/h)

13 高知CTC 若輩チーム 高知市 681 福家 築 682 松崎 健太 683 山根 大輔 01:13:21 (34.36km/h)

14 高知CTC 50's いの町 631 安藝 秀実 632 長谷部 博則 633 漆原 寛治 01:14:56 (33.63km/h)

15 ドーピングＸチーム 高知市 561 大谷 明典 562 淡中 栄作 563 浜田 乃輔 01:15:00 (33.60km/h)

16 WINNER 愛媛県 571 辻 孝明 572 高橋 嗣幸 573 浅井 翼 01:15:48 (33.25km/h)

17 チーム大永山II 愛媛県 711 高橋 洋毅 712 河端 宏二 713 鈴木 博宣 01:15:54 (33.20km/h)

18 焼鳥山鳥Ｒ 香川県 731 青波 政洋 732 檜垣 良一 733 西尾 美子 01:15:58 (33.17km/h)

19 エンドルフィン・サイクリング・クラブ 徳島県 661 加川 勝弘 662 田埜 泰弘 663 佐川 育央 01:19:41 (31.63km/h)

20 クマーマ MNO52 高知市 671 町田 雅俊 672 乗定 裕 673 大黒 哲也 01:20:23 (31.35km/h)

21 サンポート・ロードスターズ 香川県 541 井坪 慎二 542 大西 良明 543 檜田 幸伸 01:20:55 (31.14km/h)

22 太陽港自転車倶楽部・花組 香川県 601 小松 久倫 602 圖子 正典 603 宮本 裕輔 01:22:55 (30.39km/h)

23 チーム長七郎 愛媛県 591 児玉 厚雄 592 野本 哲也 593 洲之内 直 01:36:53 (26.01km/h)

DNF 香川 test team 香川県 651 矢野 泰弘 652 新居 広一郎 653 磯田 竜介 01:09:25 (36.30km/h)

DNF チーム大永山 愛媛県 531 瀬崎 知尋 532 笹田 彰久 533 宝田 直樹 01:10:29 (35.75km/h)

OPEN クマーマ クリーンガス 高知市 511 石山 竜太郎 512 宮本 福一 513 北村 誠司 01:11:39 (35.17km/h)

OPEN ＤＳＣチームＢ 高知市 721 今村 泰彦 722 大野 恵一 723 井上 聡史 01:12:50 (34.60km/h)
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一度きりぞね！
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