
240ｋｍ 2013奄美大島チャレンジサイクリング走行記録（速報版） 2013.03.24

240km 名　前
性別 年齢 スタートグループ 所要タイム 都道府県 住所1 チーム名

1 Alberto De Gioannini 男 39 第1グループ ＤＮＦ Italy Effetto Mariposa

2 CONRAD　PETER 男 50 第1グループ 10:13:47 山口県 山口市

3 DAVID MARX 男 54 第1グループ ＤＮＦ 愛知県 名古屋市 RGT

4 飯伏　政樹 男 35 第1グループ ＤＮＳ 鹿児島県 鹿児島市

5 上野　伸広 男 49 第1グループ ＤＮＦ 鹿児島県 奄美市

6 小川　信 男 38 第1グループ ＤＮＦ 鹿児島県 奄美市 Team　I’m　AMA

7 川畑　薫 女 62 第1グループ 12:22:12 鹿児島県 奄美市 名瀬チャレンジクラブ

8 北浦　朗文 男 45 第1グループ ＤＮＦ 大阪府 大阪市 Team　I’m　AMA

9 進　保宏 男 45 第1グループ ＤＮＦ 鹿児島県 奄美市 Team　I’m　AMA

10 積　竜太 男 42 第1グループ 12:50:57 鹿児島県 奄美市

11 富田　沙智代 女 28 第2グループ ＤＮＦ 愛知県 豊橋市 ドランナーズ

12 富田　匡宏 男 28 第2グループ 11:47:45 愛知県 豊橋市 ドランナーズ

13 富山　修樹 男 37 第2グループ ＤＮＦ 鹿児島県 大島郡 徳之島徳洲会

14 長崎　高明 男 34 第2グループ 12:36:01 鹿児島県 奄美市

15 平林　良宣 男 39 第2グループ ＤＮＦ 鹿児島県 奄美市

16 福崎　輝幸 男 41 第2グループ 11:44:28 鹿児島県 奄美市 OFD

17 吉川　茂樹 男 52 第2グループ ＤＮＦ 東京都 港区

18 井口　郁生 男 50 第2グループ 12:21:02 鹿児島県 奄美市 名瀬チャレンジクラブ

19 井上　弓彦 男 40 第2グループ ＤＮＳ 鹿児島県 霧島市

20 永野　人士 男 46 第2グループ 11:43:30 奈良県 奈良市 Bicycle Color

21 園田　徳一 男 48 第3グループ ＤＮＦ 鹿児島県 大島郡

22 沖島　健太 男 40 第3グループ ＤＮＦ 鹿児島県 奄美市 O

23 柿本　明博 男 50 第3グループ ＤＮＦ 大阪府 大阪市 カッキーズ

24 岸田　賢吾 男 33 第3グループ ＤＮＦ 鹿児島県 奄美市 サッカーショップ・リベロ

25 喜納　祐司 男 45 第3グループ 11:57:54 鹿児島県 奄美市 Ｔｅａｍ　Ｉ’m ama

26 吉本　拓夫 男 38 第3グループ 12:27:03 大阪府 箕面市 090-6707-1104

27 宮原　新次郎 男 30 第3グループ 12:56:32 鹿児島県 大島郡

28 宮本　隆司 男 60 第3グループ ＤＮＳ 東京都 練馬区 パールイズミ・スミタ・ラバネロ

29 宮脇　貞時 男 63 第3グループ 12:13:31 鹿児島県 鹿屋市

30 金子　泰二郎 男 34 第3グループ ＤＮＳ 東京都 目黒区

31 金子　和弘 男 54 第4グループ 10:20:32 埼玉県 川口市 エコダライダー

32 吾妻　健夫 男 47 第4グループ 11:36:30 京都府 木津川市 Bicycle Color

33 後藤　光利 男 57 第4グループ 11:24:39 愛知県 名古屋市 百哩大王

34 後藤　眞 男 64 第4グループ ＤＮＦ 北海道 北見市 ハシリトコロ

35 幸　慎太郎 男 28 第4グループ ＤＮＦ 鹿児島県 大島郡

36 高橋　卓也 男 37 第4グループ ＤＮＦ 神奈川県 横浜市

37 佐々木　一夫 男 51 第4グループ ＤＮＦ 福井県 福井市

38 佐藤　三男 男 70 第4グループ ＤＮＦ 神奈川県 綾瀬市

39 斎藤　学 男 46 第4グループ 11:28:03 東京都 福井市

40 山口　純弘 男 44 第4グループ ＤＮＦ 大阪府 大阪市 ドクロ団

41 山内　和廣 男 48 第5グループ 9:59:29 鹿児島県 日置市 Espoir Asia

42 四ッ家　佐知子 女 36 第5グループ ＤＮＦ 東京都 葛飾区

43 四ッ家　和美 男 41 第5グループ 12:32:14 東京都 葛飾区

44 紙田　洋 男 65 第5グループ ＤＮＦ 神奈川県 川崎市 アトリエフルーブ

45 紙田　陽子 女 56 第5グループ 11:30:41 神奈川県 川崎市 アトリエフルーブ

46 寺本　芳章 男 37 第5グループ 9:39:14 東京都 港区

47 篠原　信明 男 48 第5グループ 11:36:11 東京都 練馬区

48 若盛　孝雄 男 53 第5グループ 10:35:54 埼玉県 さいたま市

49 俊岡　純男 男 32 第5グループ ＤＮＦ 鹿児島県 大島郡

51 松井　長安 男 26 第6グループ 12:26:03 兵庫県 大島郡

52 松元　五月 男 51 第6グループ 11:35:09 鹿児島県 芦屋市

53 松尾　和彦 男 48 第6グループ ＤＮＦ 鹿児島県 大島郡 TEAM KIDS

54 松木　盛行 男 51 第6グループ 11:30:28 東京都 奄美市

55 上住　円 女 38 第6グループ 12:39:10 愛知県 杉並区

56 上住　聡芳 男 39 第6グループ 12:39:11 愛知県 豊明市

57 新元　一文 男 42 第6グループ 11:53:54 鹿児島県 豊明市

58 新城　和也 男 51 第6グループ ＤＮＳ 埼玉県 奄美市

59 新島　純一郎 男 29 第6グループ ＤＮＦ 鹿児島県 鶴ケ島市 I’m AMA

60 森田　奈緒子 女 33 第6グループ ＤＮＦ 鹿児島県 奄美市

61 正木　瞬 男 30 第7グループ 11:11:37 東京都 奄美市

62 西川　直樹 男 30 第7グループ 11:55:32 北海道 品川区

63 石村　佑樹 男 31 第7グループ 10:57:39 滋賀県 札幌市

64 川野　英樹 男 49 第7グループ ＤＮＦ 鹿児島県 湖南市

65 船橋　優太 男 27 第7グループ 10:37:08 愛知県 奄美市 ドランナーズ？
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66 前田　忠臣 男 25 第7グループ ＤＮＦ 鹿児島県 春日井市

67 谷口　淳一朗 男 34 第7グループ 12:23:04 鹿児島県 奄美市 カッキーズ

68 池野　大介 男 32 第7グループ ＤＮＦ 鹿児島県 中山町 徳之島自転車部

69 中山　陽平 男 27 第7グループ 11:41:44 鹿児島県 大島郡 奄美病院 DreamⅡ

70 中村　康信 男 39 第7グループ ＤＮＦ 鹿児島県 奄美市

71 中村　守章 男 40 第8グループ ＤＮＦ 鹿児島県 奄美市 Espoir Asia

72 中島　大介 男 26 第8グループ ＤＮＦ 鹿児島県 日置市

73 辻　賢尚 男 46 第8グループ ＤＮＦ 鹿児島県 鹿児島市

74 鶴崎　時記生 男 62 第8グループ ＤＮＦ 熊本県 大島郡

75 田中　裕一 男 32 第8グループ 10:03:29 埼玉県 上益城郡 チーム茶畑

76 田畑　文博 男 43 第8グループ ＤＮＦ 鹿児島県 狭山市 TeamI’ｍAMA

77 渡邉　哲也 男 36 第8グループ 10:42:01 千葉県 奄美市

78 湯野川　徹 男 46 第8グループ 11:27:39 神奈川県 浦安市 アトリエ　フルーブ

79 藤本　宗平 男 43 第8グループ 11:31:07 大分県 川崎市 DAITO

80 白井　加奈子 女 34 第8グループ ＤＮＦ 鹿児島県 大分市

81 白井　克昌 男 43 第9グループ 10:30:06 鹿児島県 大島郡

82 肥後　輝 男 26 第9グループ 12:03:18 鹿児島県 大島郡

83 美里　拓郎 男 31 第9グループ ＤＮＳ 鹿児島県 大島郡

84 牧谷　秀之 男 52 第9グループ ＤＮＳ 東京都 霧島市

85 堀ノ内　秀司 男 45 第9グループ ＤＮＦ 鹿児島県 府中市 Espoir Asia

86 野田　祐介 男 42 第9グループ ＤＮＦ 鹿児島県 日置市

87 立木　靖種 男 45 第9グループ 11:31:29 奈良県 日置市 bicycle color

88 楡木　成人 男 46 第9グループ 12:37:48 千葉県 奈良市

89 森田　豪 男 34 第9グループ ＤＮＦ 大阪府 千葉市

95 松井　清隆 男 57 第9グループ 11:20:27 東京都 アートスポーツ

出走81名、完走43名（完走率53％）出走81名、完走43名（完走率53％）出走81名、完走43名（完走率53％）出走81名、完走43名（完走率53％）


