
【 チームTT（JCF登録） A 】

2017/08/19 (Sat)

Distance :   4周（23.2km）

第34回シマノ鈴鹿ロードレース大会

順位 No.
ﾄｯﾌﾟ
との差周回

平均
時速チーム名 メンバー タイム

4  48.83km/hマトリックスパワータグ5311 Jose Vicente Airan Fernand 佐野 淳哉 吉田 隼人 28:30.53

4 00:00.62 48.81km/h宇都宮ブリッツェン5272 鈴木 譲 阿部 嵩之 飯野 智行 馬渡 伸弥 28:31.16

4 00:26.30 48.09km/hシマノレーシング5353 入部 正太朗 木村 圭佑 湊 諒 小山 貴大 28:56.84

4 00:53.85 47.34km/hブリヂストンアンカー5224 初山 翔 西薗 良太 一丸 尚伍 近谷 涼 29:24.38

4 01:07.94 46.96km/hTeam UKYO5175 畑中 勇介 平塚 吉光 徳田 鍛造 徳田 優 29:38.48

4 01:41.07 46.10km/h愛三工業レーシングチーム5126 早川 朋宏 住吉 宏太 原田 裕成 渡邊 翔太郎 30:11.60

4 01:46.41 45.97km/hイナーメ信濃山形5077 中村 龍太郎 北野 普識 佐野 千尋 筧 五郎 30:16.95

4 02:12.69 45.31km/h侵略！！！feat.SKH485348 和田山 尚史 川村 誠 桐野 一道 豊田 勝徳 30:43.23

4 03:18.61 43.75km/hTEAM　光5199 加藤 淳一 伊藤 寿 山内 譲太 塚本 清太 31:49.15

4 03:36.79 43.33km/hTcars cycling team51410 堤 大輔 堤 環太 後藤 真一 里地 洋輔 32:07.32

4 03:45.63 43.14km/h大垣ピストンズ51311 多賀 良成 柘植 英明 坂 直之 佐竹 勝弘 32:16.17

4 04:34.87 42.07km/h東京ヴェントス50412 大前 翔 高木 三千成 伊藤 舜紀 菊地 悠介 33:05.41

4 05:13.09 41.27km/hチーム サニーサイド53313 和坂 素材 長富 一 寺本 ひろかず 33:43.62

4 05:35.80 40.81km/hTEAM DACHS HUND53014 山本 洋一 井上 文成 野々村 圭介 34:06.33

4 06:54.42 39.30km/hCLOUD 9er's52515 ヒルド 玲音 山本 哲 油浅 弘幸 楠 健司 35:24.95

4 07:13.93 38.95km/hKOGMA Racing51016 宮村 浩平 小林 直樹 加塩 弘一 35:44.47

4 07:19.69 38.84km/hKochi CTC Phensimo50917 山根 大輔 小松 一之 川久保 夏貴 小菅 隆 35:50.23

4 08:01.66 38.10km/hTEAMNISHIKAWA51618 佐野 敦史 田中 明彦 石橋 直也 土田 裕希 36:32.19

4 08:09.21 37.97km/hNIKO Factory52319 浦井 俊一郎 河合 智孝 杉原 宏平 平井 大陽 36:39.74

4 08:15.01 37.87km/hTeamまんま52120 頼近 直純 坂田 秀貴 宇佐美 真一 石津 佳也 36:45.54

4 08:36.84 37.50km/hニコー製作所51521 飯塚 晃浩 吉田 幸司 渡邊 誉大 河合 将吾 37:07.38

4 09:24.27 36.72km/hTEAM ZERO52622 清水 礼士 小松 隼 大石 忠寛 穴井 和弘 37:54.81

4 09:26.15 36.68km/hKochi CTC Vottili52423 小嶋 孝明 上田 芳也 安岡 利文 沢西 芳円 37:56.68

4 10:41.08 35.52km/hC.T.いちもくさんα号50624 礒野 学 塩塚 誠 樋口 貢 樋野 満 39:11.62

4 11:33.38 34.74km/hナカガワＡＳ・Ｋ’デザインＣチ51825 村井 政美 老 昭浩 稲生 衡樹 宮崎 直人 40:03.92

4 11:56.29 34.42km/hビターエンダー50326 岡林 一夫 佐竹 勇哉 細川 琢磨 小林 範雄 40:26.83

4 12:09.08 34.23km/hビターエンダー50827 高橋 英寿 岡多 慎也 石崎 茂 田村 健司 40:39.62

4 12:15.54 34.14km/hR.T.いちもくさん β号52028 中谷 征夫 大里 和弘 江口 周平 清水 尚志 40:46.08

4 12:43.49 33.76km/hチーム・レグルス52829 富田 浩盟 鈴木 健介 有吉 竜一 田中 英彦 41:14.02

4 13:44.22 32.95km/hナカガワＡＳ・Ｋ’デザインＤチ50230 小賀野 晃 石谷 純一 下林 信夫 中村 雅行 42:14.76

4 14:14.48 32.56km/h49ers plus 1250131 柴田 潤一 八幡 泰弘 早川 俊 安藤 義明 42:45.02

3ナカガワＡＳ・Ｋ’デザインＢチ505DNF 鈴木 徹 香村 裕之 前原 和明 寺門 徹

2Team Gruppetto529DNF 桑島 大志 黒田 侑 早瀬 憲太郎 鈴木 宏行
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