
【 4時間ｴﾝﾃﾞｭｰﾛ 5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

44  team36隊/OGP305 岩田 祐樹 出羽 秀多 古畑 勝之

吉田 健一 高田 晃平

1 4:02:21.68

44 00:54.28Ｔｅａｍ　ＡＲＩ－ＪＩＴＡ309 有持 真人 高塚 理 小嶋 太郎

箭内 秀平 浅野 勤

2 4:03:15.96

43 -1LapB.B.Q312 内野 真治 塩見 学 矢吹 浩一

中里 成人 宮崎 進

3 4:02:52.39

43 -1Lap松本エキノコックス308 山口 浩司 鈴木 敦夫 金井 直嗣

玉田 伸宏 渡邉 旭平

4 4:05:06.65

42 -2Lap日野自動車レーシングチーム321 中山 誠司 佃 祐二 戸田 誠

山邊 誠司 櫻井 亨軌

5 4:01:37.22

42 -2LapTeam スクアドラ ルーキー314 西野 順一 山本 淳史 八木 汰珠

山本 直史 大西 智史

6 4:02:22.42

42 -2LapBOUNCE　Aチーム320 坂手 潤一 武田 和佳 佐川 祐太

吉崎 徹 波多野 健志

7 4:05:19.27

37 -7LapBOUNCE2軍319 渡邊 一憲 内野 昌史 紫藤 秀文

荘 一樹 加藤 孝

8 4:00:02.76

37 -7Lapサイクルマスターうぃんうぃん16324 岸江 貴之 稲吉 裕章 矢野 直倫

江本 健吾 溝口 哲也

9 4:01:38.29

36 -8Lapチーム輪工房317 田口 信博 山崎 洋治 野口 勉

木長 義和 長場 甲太郎

10 4:02:18.96

36 -8Lap３６隊/BUCYOCOFFEE/CLT/307 出羽 敬人 斉藤 知也 金子 英明

藤田 祥伍 井上 真由子

11 4:02:21.86

36 -8LapTeam スクアドラ キャップテン315 大原 勇生 大西 基夫 浅田 宗孝

堀 雅史 北川 滉士

12 4:05:26.68

35 -9Laptrailhopper GREEN311 土屋 和弘 岡本 昌己 関 秀則

片桐 正樹 天野 雅人

13 4:06:33.22

34 -10LapSMBC A322 甘利 伸五 竹内 省二 山口 博

渡邊 法久 打矢 智昭

14 4:01:46.92

34 -10Lapらくらくらく～ん High Five318 井崎 剛至 長原 健郎 長原 英太郎

中村 健太 三橋 隼人

15 4:06:14.90

33 -11Lap大垣ピストンズ桃と渋柿隊303 小栗 智子 石川 真理 岩田 聡子

近藤 耕司 竹中 宏和

16 4:01:21.51

33 -11Lap全力で白戸君を応援します！306 深澤 隆志 千葉 雅春 早瀬 稔

石塚 二郎 白戸 宏和

17 4:02:16.85

32 -12LapOhya-GEE Rehabilies !313 田中 延和 枝野 寛 阿部 浩二

北川 暁生 鈴木 克幸

18 4:06:41.30

29 -15Lap土地家屋調査士大内一之事務301 大内 一之 北城 弘幸 武田 尚之

小池 悠 山室 建三

19 4:03:56.73

28 -16LapＹＡＫＯ310 長谷川 賢 溝口 豊 古川 創

張替 賢 伊藤 陽

20 4:00:57.25

28 -16Lap遊ingKEN ゆるチャリ部316 内山 諭 菊池 由紀夫 鷲尾 徹郎

外塚 健史 宗像 剛

21 4:02:35.46

28 -16LapTEAM DRONE304 末廣 晃一 小川 重紀 中村 春男

松野 舞 末廣 裕子

22 4:04:02.85

24 -20Lapショーワ 今年はワイナリ巡り302 内藤 力 高崎 秀樹 照内 宏雄

遠藤 裕 竹中 雅貴

23 4:08:03.03
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