
順位 チーム名 地区 ゼッケン 選手１ 選手２ 選手３

1 TEAM 410G 香川県 131 今井 和夫 132 熊田 智成 133 辻 剛史 00:47:11 (35.61km/h)

2 SOLD OUT! 愛媛県 181 廣瀬 行則 182 片桐 大輔 183 藤原 康芳 00:47:24 (35.44km/h)

3 高知CTC INM 高知市 231 井上 亨 232 西岡 正二 233 森田 啓嗣 00:48:30 (34.64km/h)

4 LUPPI 愛媛県 241 好光 正雄 242 山田 恵是 243 杉野 新 00:49:24 (34.01km/h)

5 カヤマレーシング 岡山県 211 永瀬 泉 212 福岡 恒夫 213 森江 康貴 00:50:03 (33.57km/h)

6 高知CTC ガンバルマン 高知市 251 上村 浩之 252 刈谷 建男 253 川﨑 達朗 00:50:19 (33.39km/h)

7 ハイ３ 高知市 291 南 佳孝 292 山崎 栄八 293 横田 有平 00:50:47 (33.08km/h)

8 TEAM ONMAC 愛媛県 221 小川 孝治 222 松田 彰人 223 廣野 雄士 00:52:03 (32.28km/h)

9 Team Blow Out 愛媛県 201 大本 純也 202 伊藤 友治 203 長野 達也 00:52:05 (32.26km/h)

10 チームNYK 宿毛市 271 中平 成也 272 矢木 伸欣 273 柏木 景太 00:52:25 (32.05km/h)

11 TEAM ONMAC 愛媛県 111 藤田 浩司 112 加藤 哲也 113 加藤 ハルミ 00:53:23 (31.47km/h)

12 三輪者 高知市 151 渡辺 成穂 152 横田 政道 153 上田 智 00:53:32 (31.38km/h)

13 チームSUMIKA 愛媛県 281 大林 昭浩 282 西田 裕記 283 河村 真一 00:53:35 (31.35km/h)

14 TANKER 1430 岡山県 161 金森 信勝 162 伏見 亮太 163 田中 清大 00:53:50 (31.21km/h)

15 TEAM 410G 香川県 261 山田 新太郎 262 舛田 良弘 263 角田 剛 00:54:36 (30.77km/h)

16 LUPPI （ファーム） 愛媛県 121 土居 央 122 岸本 尚 123 川辺 恭子 00:55:52 (30.07km/h)

17 高知CTC 福オトコ 香美市 191 岸野 正義 192 福留 康正 193 福留 紀男 00:57:15 (29.34km/h)

18 カヤマレーシングＭＩＸ 岡山県 301 松繁 一輝 302 三瀬 千春 303 徳永 穏 00:58:47 (28.58km/h)

19 チームどんぐり 高知市 141 谷脇 光博 142 池 淳志 143 石橋 賢一 01:00:22 (27.83km/h)

DNS LUPPI 愛媛県 171 古谷 仁 172 石川 真也 173 芳野 大
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一度きりぞね！
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