
【 4時間ｴﾝﾃﾞｭｰﾛ 4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

42  Team スクアドラ エース221 涌本 正樹 柿本 哲治 木澤 一朗

抽冬 充央

1 4:03:18.67

41 -1LapLiter Class218 岡 拓也 山本 直樹 伊澤 広大

北川 陽太

2 4:01:11.86

40 -2Lapチーム血達磨226 藤田 祐次 松本 充博 益子 博行

伊藤 尚紀

3 4:04:46.08

40 -2Lapブリヂストンサイクル株式会社238 宇田川 聡仁 名波谷 英行 出井 光一

龍田 祐貴

4 4:05:58.44

38 -4Lapらくらくらく～ん Fantastic Fou224 朽木 聡 小林 優斗 相場 裕之

中村 考英

5 4:00:52.62

38 -4Lapハーモニーチャリ部206 中村 雄一郎 川崎 隆志 小野田 将司

久保 恭一

6 4:01:00.51

37 -5LapTeam スクアドラ シングルスピ220 林 泰弘 唐鎌 孝行 佐々木 静雄

岡 幸司

7 4:01:58.59

37 -5LapHAPPY RIDE ２209 上原 元樹 小林 裕貴 小澤 茂雄

遠藤 公彦

8 4:07:30.66

36 -6LapSDLヤマハ211 尾崎 友哉 安西 鉄馬 外川 高男

佐野 貴透

9 4:00:57.65

36 -6LapKOGMAとmioさんチーム208 植田 浩平 小林 直樹 宮村 浩平

三尾 俊介

10 4:04:29.63

36 -6LapSKAY207 龍野 旭飛 垣内 優希 小山 柊平

村越 一哉

11 4:06:12.37

35 -7Lapブリヂストンサイクル株式会社236 境野 高宏 武井 智由 木下 潤一郎

岡崎 大輔

12 4:01:34.63

35 -7Lapｲｵﾝﾊﾞｲｸ・ﾎﾟﾝｼｬｽ・Kﾁｰﾑ201 嶋崎 亮我 大蔵 悟生 高橋 翔

高本 周埜

13 4:04:45.71

34 -8Lap土地家屋調査士小池純平事務202 小池 純平 小池 哲平 竹田 元

松永 宏樹

14 4:01:14.74

34 -8LapHAPPY RIDE １210 高坂 俊樹 高木 昭宏 牧田 三知代

小野 文孝

15 4:04:16.14

33 -9LapGIANT港北229 及川 文月 武石 旭代 会田 俊介

佐藤 隆志

16 4:01:47.07

33 -9Lapベロロ子豚Z217 北根 弘雄 平塚 克彦 渡辺 利満

坂 祐次

17 4:02:09.97

33 -9Lap36隊・トヨタ車体連合205 宍戸 稔 松井 保 渡辺 真也

牧野 功治

18 4:04:26.51

32 -10Lapブリヂストンサイクル株式会社237 村河 裕紀 木村 龍一 草道 聡

福田 泰我

19 4:01:04.67

32 -10LapTSUMAMI232 池田 寛 金澤 真吾 内村 真

伊藤 将

20 4:03:05.84

32 -10LapJGC-Bチーム222 中田 順也 鈴木 孝一 中井 英介

堀井 翔一

21 4:06:21.39

31 -11LapAWまるいちドリトス214 原田 真央 高橋 英拓 大須賀 靖英

長澤 康平

22 4:01:28.67

31 -11Lapブリヂストンサイクル株式会社235 太田 海斗 早川 雄太 白鳥 徹

入野 裕一

23 4:03:24.29

31 -11Lapサイクルショップミツワ227 平野 友太 高山 憲一 百瀬 憲

坂井 康昭

24 4:04:40.12

31 -11LapＴＥＡＭ　ＮＥＸ　ＭＴＢ225 山田 貴久 寺島 靖雅 米田 政史

髙木 寛将

25 4:05:34.89
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ﾃｨメンバー タイム

31 -11Lap山犬団所属：犬の散歩204 菅野 智 戸田 彰彦 成木 訓久

吉見 成正

26 4:06:36.32

31 -11Lapかんぺー213 池ヶ谷 和弥 津野 光晴 天野 広貴

平山 昌治

27 4:07:20.34

31 -11LapAWまるいちドンタコス216 栗本 克敏 宇都宮 龍二 大倉 直人

水野 慶徳

28 4:07:29.00

30 -12Lapマリンアクティブ219 林 隆治 中島 正民 山内 亮介

又井 秀人

29 4:03:20.72

30 -12LapJGC-Cチーム223 林 勇輝 井垣 一人 戸川 芳樹

井本 健太

30 4:07:40.60

29 -13LapMountainStream-M203 三浦 洋一 宮川 貴央 薬師寺 啓

羽牟 貞幸

31 4:00:58.93

28 -14LapSBC湘南平塚B233 大谷 公一 安藤 友之 朴 貞華

小村 克斗

32 4:01:34.03

28 -14Lapmy beer231 宮本 拓直 江尾 卓也 齋藤 津樹

深見 徹

33 4:02:48.12

28 -14Laptrailhopper orange212 渡邊 勇磨 後藤 浩史 羽入 広大

平川 智晴

34 4:03:40.18

28 -14Lapサッポロ１番しょぼい234 進士 晃啓 中沢 皓司 金 達志

深見 徹

35 4:08:07.44

26 -16LapGIANT港北230 及川 功申 ストークス アロ ストークス 晴

ストークス 和

36 4:00:30.68

25 -17Lapチーム影武者228 田中 陽一郎 吉瀬 賢 岩崎 幸太郎

寺尾 拓未

37 4:07:59.38

14 -28Lapあにまるず215 伊東 岳彦 松岡 英智 山下 裕一

中井 健司

38 4:02:42.21
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