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順位順位順位順位 氏名氏名氏名氏名 ﾁｰﾑ名ﾁｰﾑ名ﾁｰﾑ名ﾁｰﾑ名 登録登録登録登録 学年学年学年学年 性別性別性別性別 記録記録記録記録 備考欄備考欄備考欄備考欄
1 中井　路雅 瀬田工業高校 滋賀県 高校3年 男 2:25:52
2 海老本　拓也 崇徳高校 広島県 高校3年 男 2:26:14
3 武智　大地 松山中央高校 愛媛県 高校3年 男 2:26:31
4 武智　気吹 松山中央高校 愛媛県 高校1年 男 2:26:34
5 竹本　周平 崇徳高校 広島県 高校3年 男 2:26:58
6 日野　竜嘉 ボンシャス飯田 愛媛県 中学3年 男 2:27:13 中学1位
7 大町　健斗 チーム　サイクルプラス 広島県 中学2年 男 2:27:42 中学2位
8 岩田　宗也 広島城北高校 広島県 高校3年 男 2:28:39
9 北西　佳輔　 甲南高校 兵庫県 高校1年 男 2:30:55
10 吉田　慶 山陽高校 広島県 高校2年 男 2:37:01
11 黒澤　虎南 飯塚第二中学校 福岡県 中学2年 男 2:38:34 中学3位
12 柴田　浩輔 甲南高校 兵庫県 高校3年 男 2:43:07
13 吉田　龍 山陽高校 広島県 高校2年 男 2:45:34
14 岡部　祐太 広島城北高校 広島県 高校1年 男 2:45:42
15 増田　和也 広島城北高校 広島県 高校1年 男 2:45:44
16 三好　匠 山陽高校 広島県 高校2年 男 2:48:25
17 石橋　健三朗 広島城北高校 広島県 高校2年 男 2:48:40
18 八木　悠太 Salata  bianca  kobe 兵庫県 高校2年 男 2:57:10
19 岡﨑　陸登 港南中学校 愛媛県 中学3年 男 2:26:27(-1Lap)
20 松本　大史朗 広島市立広島工業高校 広島県 高校2年 男 2:27:54(-1Lap)
21 中原　裕太 崇徳高校 広島県 高校3年 男 2:28:01(-1Lap)
22 中村　圭佑 Team Romps 広島県 中学1年 男 2:28:17(-1Lap)
23 吹田　大地 和歌山県 中学3年 男 2:29:56(-1Lap)
24 馬場　淳太 祏誠高校 福岡県 高校2年 男 2:29:59(-1Lap)
25 中村　文哉 Team Romps 広島県 中学1年 男 2:30:46(-1Lap)
26 八木　梓 北桑田高校 兵庫県 高校1年 女 2:33:20(-1Lap)
27 日野　友葵 丹原高校 愛媛県 高校2年 女 2:36:08(-1Lap)
28 佐々木　健太 山陽高校 広島県 高校2年 男 2:36:57(-1Lap)
29 高橋　叶平 Team Ukyo 広島県 中学2年 男 2:37:57(-1Lap)
30 田丸　裕 広島城北中学校 広島県 中学2年 男 2:48:46(-1Lap)
31 村上　竜馬 山陽高校 広島県 高校2年 男 2:53:11(-1Lap)
32 川田　壮汰 広島市立広島工業高校 広島県 高校1年 男 2:53:23(-1Lap)
33 垰　伸一 広島市立広島工業高校 広島県 高校1年 男 2:53:26(-1Lap)
34 岩田　好夢 広島城北中学校 広島県 中学3年 男 2:54:02(-1Lap)
35 佐々木　俊輔 広島城北中学校 広島県 中学3年 男 2:54:55(-1Lap)
36 大迫　七峰 広島市立広島工業高校 広島県 高校1年 男 2:32:21(-2Lap)
37 岡村　和哉 広島城北高校 広島県 高校1年 男 2:35:23(-2Lap)
38 山口　大介 山陽高校 広島県 高校1年 男 2:37:05(-2Lap)

DNF 尾崎　寛太 広島市立広島工業高校 広島県 高校1年 男 0:00:00
DNF 大石　光洋 甲南高校 兵庫県 高校1年 男 0:00:00
DNF 口村　拓哉 ステラシルベスト 大阪府 高校3年 男 0:00:00
DNS 石浜　涼太 呉三津田高校 広島県 高校1年 男 0:00:00
DNS 松田　凌弥 広島城北中学校 広島県 中学3年 男 0:00:00

2012年7月16日（月）　　　会場　広島県立中央森林公園　　　天候　晴れ
第2戦　ロードレース　右回り7周（84km）

【主催】広島県自動車協議連盟　（財）中央森林公園協会
【後援】財団法人JKA
【協賛・協力】（株）インターマックス　（株）キャットアイ　ＭＡＶＩＣ　（株）日直商会
　　　　　　　　（株）プリオテック　湘南レーシングチーム　（株）竹原自動車学校　ホテル大広苑
　　　　　　　　（株）ウイングパークホテル　玉津サイクル　オタフクソース（株）
　　　　　　　　福幸（株）　エビイインターナショナル


