
【 4時間ｴﾝﾃﾞｭｰﾛ 3人組 】

2016/07/30 (Sat)

Distance :   XC(1周 1.8km)

第26回シマノバイカーズ・フェスティバル

順位 No.
ﾄｯﾌﾟ
との差周回チーム名

ﾍﾟﾅﾙ
ﾃｨメンバー タイム

46  USM102 浅井 秀樹 佐藤 誠示 平井 啓資1 4:05:48.05

44 -2Lap筋トレ友の会124 辻 陽介 政井 亮一 小田島 貴弘2 4:04:15.96

43 -3Lapcafe綾 Mr.バニー108 古井 秀人 森 久 太田 賢一3 4:04:28.00

40 -6Lapteam轍屋133 片岡 誉 嘉村 憲司 田河 慎也4 4:01:30.01

40 -6Lapベロロ子豚Z121 山下 順 楠 紳一郎 飯塚 卓也5 4:04:01.82

40 -6Lap一撃101 間 友明 長尾 宣治 矢島 俊秀6 4:04:26.95

40 -6LapTeam MOMO116 大澤 和男 大澤 誠人 上野 悠佑太7 4:06:06.54

39 -7Lapペルジタ・Ａ129 上野 渉 横山 亮介 榎本 一輝8 4:00:20.47

38 -8Lapペルジタ・Ｂ131 榎本 真 斎藤 定直 清水 昇9 4:00:55.63

37 -9Lapjagen rad racing118 平林 芳一 上沼 悟 池田 大10 4:03:47.11

37 -9Lapスネークブラザーズ112 鈴木 直人 山口 崇史 武市 佳人11 4:04:47.30

36 -10Lap大垣ピストンズ ばなな135 渡辺 達也 林 ばなな 岩田 大輝12 4:00:29.94

36 -10LapMountainStream-F105 須田 陽夫 深沢 晃司 森下 和志13 4:01:17.95

36 -10LapMountainStream-S106 okada kenji yamaguti youh sakai noriyuki14 4:01:41.79

36 -10Lapからっかぜ輪友会113 鍋谷 由紀一 谷 孝行 櫻井 繁15 4:02:27.44

36 -10Lapチーム ローマン おっさん122 船木 道 三ッ塚 仁志 永山 守16 4:04:02.58

36 -10Lapゆったんず141 遠藤 広貴 遠藤 尊琉 遠藤 弓弦17 4:04:58.92

36 -10Lapペルジタ・Ｃ130 清水 剛 佐藤 正規 伊藤 拓郎18 4:06:04.62

35 -11Lapさよならマウンテンキャット136 眞野 恵亮 犬飼 昌伸 寺本 真也19 4:02:13.16

35 -11Lapニーハイエゴイスト山部117 内山 勝太 山内 和哉 古畑 香一20 4:02:58.86

35 -11LapHeartVeiw capri140 中路 新大 田代 泰也 中路 崇史21 4:04:06.65

35 -11Lapブリヂストンサイクル株式会社147 浦野 篤 中野 哲也 金田 正OPN 4:04:13.72

35 -11LapART Cycling Club128 橘田 真吾 滝沢 利憲 伊藤 雅人22 4:06:15.28

35 -11Lapチームローマン・エキサイト123 伊藤 慎祐 小西 泰明 東海 宗治23 4:07:03.70

34 -12LapKAZE109 廣瀬 保隆 小島 尚 榊 政司24 4:00:35.82
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34 -12Lapまいてっく自転車狂走部138 屋田 憲吾 稲垣 武志 中鉢 裕介25 4:01:48.86

33 -13LapHAPPY RIDE ３110 海老名 哲哉 三島 文豪 鈴木 友将26 4:01:30.67

33 -13Lapサイクルショップミツワ137 塩原 光廣 萩原 拓朗 松野 秀一27 4:02:06.30

33 -13LapCWS吉祥寺145 横山 一憲 篠崎 俊幸 吉川 英仁28 4:02:09.92

32 -14LapHAPPY RIDE ４111 大澤 由季 金井 正和 小野 真理子29 4:00:24.31

32 -14LapTWOCYCLE115 多賀 靖男 吉元 紘一郎 長谷川 剛士30 4:03:27.00

32 -14Lap本日夜勤明け132 村井 帆希 寺澤 悠 武藤 真美香31 4:06:37.76

32 -14LapJGC-Aチーム127 岩田 俊介 佐野 康太郎 森 創一32 4:07:07.44

31 -15Lapチーム斜面ライダー107 渡辺 慎吾 林 佳克 山田 昌幸33 4:02:01.90

31 -15Lap裏山五郎104 清野 賢一 高橋 友一 斎藤 祐吾34 4:02:10.76

31 -15Lap飯綱高原自転車練習場管理人134 松田 幸也 吉村 明純 野々村 真生35 4:05:51.93

30 -16Lapベレーニョ 華麗119 鮫田 雄二 清水 太治 春原 純一36 4:00:33.26

29 -17LapSBC湘南平塚A143 鹿嶋 優 藤本 和昭 熊澤 裕児37 4:00:35.30

29 -17Lapベレーニョ 優雅120 大鹿 真治 地引 大雅 堀内 克敏38 4:04:54.09

29 -17Lap自転車道103 杉浦 正和 石渡 雅大 山口 暢也39 4:07:21.54

28 -18LapTWOCYCLE114 濱田 透 野口 琢磨 小野田 貴章40 4:02:57.47

28 -18Lapストラーダマッタリ139 大浦地 智哉 富岡 憲司 山本 朋貴41 4:06:22.00

23 -23LapWIPE OUT A126 寺島 毅 井上 正治 田中 裕士42 4:03:06.77

23 -23Lap株式会社枻出版社142 高橋 大典 金井 里美 入江 凱OPN 4:07:06.75

20 -26LapWIPE OUT B125 山本 浩幸 石井 宏明 松本 剛典43 4:04:13.61

18 -28Lap株式会社枻出版社144 川隅 勝広 関口 克己 田口 俊子OPN 4:05:21.50

6 -40Lapスペシャライズド･ジャパン146 二コラ カソル 早坂 貴大 中西 啓介OPN 2:09:00.25
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