
【 2時間エンデューロ 2人チーム 】

2017/08/19 (Sat)

Distance :   1周（5.8ｋｍ）×R

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

ﾍﾟﾅﾙ
ﾃｨメンバー タイム

15  40.91まるいち 黒ヘル族74 神谷 直希 近藤 健介1 2:07:36.65

15 00:08.83 40.86Team ELMO57 山田 和弘 三宅 常晴2 2:07:45.48

15 00:10.39 40.85チームヤマシゲ33 横井 淳児 坂上 嘉則3 2:07:47.04

14 -1Lap 39.30Clover A304 柴谷 智則 中畠 明彦4 2:03:58.64

14 -1Lap 39.28グンジ374 新山 大輔 秋葉 昭智5 2:04:02.03

14 -1Lap 39.22PGBT G188 板垣 素 白神 健介6 2:04:12.79

14 -1Lap 39.05JKCCチームY252 金井 良樹 中村 裕太郎7 2:04:45.49

14 -1Lap 38.63PGBT M186 柳沢 直久 田中 佑季8 2:06:06.48

14 -1Lap 38.49MAZAK サイクリングクラブ154 酒井 康博 上沼 一也9 2:06:34.39

14 -1Lap 38.18Monster Foot Racing68 鈴木 紀雄 山崎 大樹10 2:07:36.33

14 -1Lap 38.12ウオズミサイクル234 田中 慎太郎 前田 拓也11 2:07:48.27

14 -1Lap 37.80Ｍ－ＢＬＯＯＤ283 森下 博喜 牧田 義博12 2:08:53.06

14 -1Lap 37.74竹田設計 自転車部261 井上 聡 倉田 貴生13 2:09:05.57

14 -1Lap 37.39近畿大学経済学部352 井口 達也 勝野 滉大14 2:10:18.93

13 -2Lap 37.34チーム両さんパワー375 執行 和弘 上地 慎吾15 2:01:08.99

13 -2Lap 37.21Colpi di vento A262 土居 誠 清水 圭16 2:01:34.22

13 -2Lap 36.88三菱重工自転車部267 小宮 真一 角谷 敦之17 2:02:40.44

13 -2Lap 36.80神戸高専自転車競技部263 清水 克哉 菅波 周磨18 2:02:55.77

13 -2Lap 36.61Artemis Japan45 佐藤 真一郎 粟村 聡資19 2:03:33.38

13 -2Lap 36.61LRGAME CYCLING CLUB145 杉山 夏樹 奥山 公志20 2:03:34.37

13 -2Lap 36.56ＴＯＭＯＳ　Ｒ．Ｆ143 永田 卓也 鍵谷 照紀21 2:03:44.99

13 -2Lap 36.49Teamスクアドラ おまけ314 孫崎 敏之 宇恵 千純22 2:03:59.09

13 -2Lap 36.49出前迅速８８隊297 福永 龍也 小林 真23 2:03:59.72

13 -2Lap 36.47バイシクルわたなべ　浜松店311 福田 清人 大橋 賢也24 2:04:03.38

13 -2Lap 36.46バルバクラブカナザワA200 澤田 剛 濱田 雅和25 2:04:04.17

13 -2Lap 36.08M-2・A173 荒木 充雄 前瀬 和顕26 2:05:22.94

13 -2Lap 36.06ＣＨＡＰＴＥＲ０８　⑤38 河田 喜宣 高橋 一嘉27 2:05:26.46

13 -2Lap 35.93Super fluffy page1199 山田 幸平 冨塚 大輔28 2:05:54.68

13 -2Lap 35.92THE有吉365 吉川 匠 有村 恭介29 2:05:57.37

13 -2Lap 35.78Bei Cycling Club244 柴原 和志 中芝 正視30 2:06:26.97

13 -2Lap 35.75海星自転車同好会142 中瀬 修介 荻田 涼太31 2:06:32.12

13 -2Lap 35.75KCCT 高重丸28 高重 建太 高重 俊之32 2:06:33.45

13 -2Lap 35.74かほくＪＡＣ　Ａ73 川渕 稔弘 一二三 誓祐33 2:06:34.45

13 -2Lap 35.73WINGZERO　B338 蓑島 貴則 岩本 薫34 2:06:35.96

13 -2Lap 35.73チームマウンテンポテト278 川邊 恭平 後藤 卓也35 2:06:36.60

13 -2Lap 35.73TRBE with 金時212 長倉 寿典 内城 敏博36 2:06:36.95

13 -2Lap 35.55九州大学OBと現役19 澤井 恭久 冨田 純史37 2:07:15.93

13 -2Lap 35.50チームOCA206 今泉 直二 山城 健一38 2:07:25.72

13 -2Lap 35.46Clover C307 橋本 淳一 三浦 穂高39 2:07:35.36

13 -2Lap 35.31アラサー轟輪会290 辻 厚樹 松本 宙也40 2:08:08.27

13 -2Lap 35.27アセス35 ザワ レバー サオ タツヤ41 2:08:16.62

13 -2Lap 35.26WILSON CYCLE GF 園長371 山崎 卓也 山崎 卓也42 2:08:17.50

13 -2Lap 35.23ＣＨＡＰＴＥＲ０８　①31 長瀬 毅彦 中山 浩二43 2:08:25.20

13 -2Lap 35.02ＲＹＯＺＡＮＰＡＫＵ　Ａ49 西田 暁史 田中 宏樹44 2:09:11.63

13 -2Lap 34.98金沢工業大学243 藤田 匠 服部 泰成45 2:09:19.16

13 -2Lap 34.76チーム東西22 渡部 晃久 原田 昇46 2:10:09.99

13 -2Lap 34.64ターミネーターRT156 中池 芳和 高山 司47 2:10:35.23

13 -2Lap 34.23TEAM475138 東 道裕 東 健喜48 2:12:10.34

13 -2Lap 34.18とんかつ337 奥田 修二 森 和樹49 2:12:20.34

Page: 1 / 8 Matrix.inc printed at 2017/08/19 18:33:42



【 2時間エンデューロ 2人チーム 】

2017/08/19 (Sat)

Distance :   1周（5.8ｋｍ）×R

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

ﾍﾟﾅﾙ
ﾃｨメンバー タイム

12 -3Lap 34.78TEAM BONDS U20363 安部 遼 北村 晋太郎50 2:00:04.47

12 -3Lap 34.77まぐろ369 西川 真太郎 今村 洸太51 2:00:05.67

12 -3Lap 34.77PUNK WORKS JAPAN377 蘆田 やすし 浜田 修之52 2:00:06.75

12 -3Lap 34.65田原達Ⅱ359 瀬戸 隆則 浦城 康友53 2:00:32.00

12 -3Lap 34.60中部チェブロD131 苅谷 重晴 小島 克仁54 2:00:41.38

12 -3Lap 34.46チーム関西2 浦田 昂希 西田 樹史55 2:01:10.33

12 -3Lap 34.46神戸高専自転車競技部264 福田 初芽 美籏 應登56 2:01:10.76

12 -3Lap 34.45GOOD VIBES CYCLE4 有木 聡 二ノ宮 慶太57 2:01:13.95

12 -3Lap 34.40Ayana Racing201 伊藤 大介 神田 寛之58 2:01:24.55

12 -3Lap 34.31Endorphin 2202 高木 隆弘 渡辺 健司59 2:01:43.43

12 -3Lap 34.30アバンギャルド 和歌山Aチーム116 三澤 正典 平井 武雄60 2:01:45.46

12 -3Lap 34.29KCCT team 白石37 白石 智幸 白石 陸歩61 2:01:47.26

12 -3Lap 34.24トーチャンズ・新車軍団139 山岡 政己 山口 博司62 2:01:56.75

12 -3Lap 34.17ヤマシゲ  ミズマツチーム88 松尾 透 水谷 剛63 2:02:13.27

12 -3Lap 34.15Sakatani 40230 上野 貴広 高山 訓史64 2:02:17.91

12 -3Lap 34.13まいくろらいだぁす！315 松本 知也 筒井 朋伸65 2:02:20.58

12 -3Lap 34.10SPT自転車同好会109 大藤 正幹 細田 将史66 2:02:27.18

12 -3Lap 34.10ヤマアラシ76 堀田 俊則 堀田 俊嘉67 2:02:27.73

12 -3Lap 34.04サンエイＳＴＲ　ゆる86 大原 康明 安間 大剛68 2:02:40.73

12 -3Lap 34.03ザッキJAPAN!!(2)111 櫻井 悟 櫻井 陽太69 2:02:42.83

12 -3Lap 34.02Team Maru Vero_C9 柴田 國幸 小川 忠70 2:02:45.87

12 -3Lap 34.01Team Maru Vero_D42 高井 武 大江 佳寛71 2:02:46.16

12 -3Lap 33.94CRANK SLAVEチームA312 奥岡 佑季 木村 佳史72 2:03:01.74

12 -3Lap 33.93へぼ輪　瀬戸248 水谷 慎吾 山田 篤73 2:03:03.53

12 -3Lap 33.93bフクイ　やっちゃう同い年258 高橋 昌裕 上野 拓也74 2:03:05.29

12 -3Lap 33.82サニーサイド  チームおざ中16 秀 孝一 平野 吉照75 2:03:29.44

12 -3Lap 33.78TEAM ウイール ■295 山上 正樹 服部 直人76 2:03:38.23

12 -3Lap 33.76トーチャンズ・トレラン部140 目片 清隆 奥村 亮彦77 2:03:42.34

12 -3Lap 33.73TTCC52 清水 康成 石川 隆志78 2:03:49.31

12 -3Lap 33.69サンエイＳＴＲ　ガチ87 高野 秀治 小嶋 知也79 2:03:56.82

12 -3Lap 33.65チームT51 田辺 満 田辺 哲夫80 2:04:06.55

12 -3Lap 33.50チームデポ157 酒井 克裕 藤井 篤樹81 2:04:39.51

12 -3Lap 33.48Team KMCH367 加藤 優佑 福島 聡82 2:04:44.48

12 -3Lap 33.48Clover B309 山田 一男 木村 健一83 2:04:44.60

12 -3Lap 33.46ＫＡＮＫＯ　ＧＵＭＩ240 西川 奏 西川 俊夫84 2:04:48.78

12 -3Lap 33.45チームOCA205 堀場 翔太 鈴木 基大85 2:04:50.28

12 -3Lap 33.45C.C.YOU287 小杉 哲徳 増谷 優太郎86 2:04:50.50

12 -3Lap 33.41BONDS108 杉山 輔 伊藤 聡87 2:04:59.05

12 -3Lap 33.40Ultra Pervers301 長村 徹 北之原 智88 2:05:01.05

12 -3Lap 33.38CHARMING CYCLE TEAM212 各務 達哉 井戸田 知之89 2:05:05.84

12 -3Lap 33.36ローラ208 下枝 圭介 高橋 健太郎90 2:05:09.81

12 -3Lap 33.35Reflection247 白戸 裕介 大嶋 英輔91 2:05:14.14

12 -3Lap 33.335胃痛316 吉原 征之 淺田 賢一92 2:05:17.75

12 -3Lap 33.32うま～ずC229 東森 稔 鈴木 毅典93 2:05:19.00

12 -3Lap 33.31チーム親父の底力34 宮本 貴彦 笹川 昌志94 2:05:21.87

12 -3Lap 33.30TEAM K.K.K342 岩田 茂 寺崎 淳95 2:05:23.47

12 -3Lap 33.29TUFFSTUFF タフスタッフ169 関谷 光広 野村 英隆96 2:05:26.49

12 -3Lap 33.27出前迅速97隊294 池田 慶三 堀川 昌弘97 2:05:29.98

12 -3Lap 33.04西神戸クラブ299 吉田 茂 唐澤 健98 2:06:23.54
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12 -3Lap 33.03チームキノ216 木野 雅夫 木野 幸子99 2:06:25.94

12 -3Lap 33.01中部チェブロB130 長瀬 悦也 山内 俊弘100 2:06:30.44

12 -3Lap 32.88チームOCA198 水谷 新吾 福岡 道明101 2:07:00.95

12 -3Lap 32.87ＥＮＧ　ＬＥＯＮＩＳ289 江口 智史 岡田 俊輝102 2:07:03.10

12 -3Lap 32.83バルバクラブ　エチゼン146 河瀬 真一郎 谷 大輔103 2:07:12.55

12 -3Lap 32.81チームゆるポタ107 江頭 慎治 樋口 栄一104 2:07:17.70

12 -3Lap 32.80チームアクオードUSJ163 渋谷 晃也 内村 晋也105 2:07:19.14

12 -3Lap 32.79かほくＪＡＣ  Ｂ62 小杉 幸大 小杉 亮太106 2:07:21.66

12 -3Lap 32.76バルバクラブ　ハクサンｂ354 山口 優也 森 拓也107 2:07:28.75

12 -3Lap 32.64チーム　VAAM_SAVAS32 磯野 洋一 岡 雅也108 2:07:55.46

12 -3Lap 32.51アバンギャルド熊取チーム115 齋藤 信也 高松 稔樹109 2:08:27.98

12 -3Lap 32.36チーム80長田180 長江 達洋 田口 洋平110 2:09:02.12

12 -3Lap 32.36チームアクオード　水森220 水谷 博一 森 英和111 2:09:02.60

12 -3Lap 32.35ハマダレーシングＨＴ288 寺井 貴紀 浜田 知伸112 2:09:05.25

12 -3Lap 32.34NAS一里山緩走会40 中村 伸 小島 正和113 2:09:07.82

12 -3Lap 32.33M-2・B182 坂井 祐介 庄司 織人114 2:09:10.17

12 -3Lap 32.32LOVEBEERS133 梶山 隆治 三浦 富士雄115 2:09:13.10

12 -3Lap 32.30Augurio S.V.E364 住田 敏彦 山本 英寿116 2:09:17.74

12 -3Lap 32.27TEAM NARO なるおかサイクル272 成岡 一明 成岡 一恵117 2:09:24.08

12 -3Lap 32.18Team sunr ISE 72 出口 貴大 高田 正俊118 2:09:45.99

12 -3Lap 32.16松代ファミリー11 松代 健太郎 松代 祐來119 2:09:49.95

12 -3Lap 32.15ＥＮＧ　ＶＩＫＩＮＧ285 深山 慶 河野 隆之120 2:09:52.38

12 -3Lap 32.15日本車輌トヨタ支部254 大野 雅之 富太 翔也121 2:09:53.95

12 -3Lap 32.13First bikes185 塚田 潤司 大上 達也122 2:09:58.70

12 -3Lap 32.11Firstbikes187 鈴木 貴斗 二宮 靖治123 2:10:03.19

12 -3Lap 32.10RYOZANPAKU B50 中山 成章 宇城 章文124 2:10:05.65

12 -3Lap 32.10シェパードうさぎさん259 永田 隆二 久保 智125 2:10:05.90

12 -3Lap 32.07税金引かれても5000兆円欲し348 森 さとい 藤本 孝彰126 2:10:12.25

12 -3Lap 32.01ロックンローディーズ43 長谷 秀之 堂前 雅史127 2:10:26.54

12 -3Lap 31.99分析技術MSBU選抜117 下村 学 藤田 健128 2:10:32.25

12 -3Lap 31.93moca&nakota; S55年製80 吉田 真太郎 片岡 大豪129 2:10:47.33

12 -3Lap 31.80キャノンデール心斎橋66 高山 健人 花岡 隆仁130 2:11:19.53

12 -3Lap 31.45チームアクオード　ヤング219 吉田 光汰 柏原 大輔131 2:12:47.65

12 -3Lap 31.40TEAM ウイール ■298 大田 和司 椿 雅弘132 2:13:00.27

12 -3Lap 31.32チーム塩ラーメン349 平川 伸 田原 翔三133 2:13:19.87

12 -3Lap 30.94きくちといいだ94 飯田 貴大 菊池 雄也134 2:14:57.55

11 -4Lap 31.89バルバクラブ　エチゼン184 橋爪 一祥 尾崎 誠一郎135 2:00:03.29

11 -4Lap 31.85AITCC Team4305 門野 佑亮 吉村 慧136 2:00:10.63

11 -4Lap 31.85うま～ずA218 田邉 充 田内 拓至137 2:00:12.09

11 -4Lap 31.84元６ー2A141 里平 勝彦 川北 伊織138 2:00:14.64

11 -4Lap 31.83Team　DTK203 廣瀬 靖真 宇佐美 俊之139 2:00:16.54

11 -4Lap 31.82キャノンデル心斎橋137 中村 岳雄 木戸 秀行140 2:00:17.99

11 -4Lap 31.77バイシクルわたなべ　浜松店310 後藤 太希 安藤 博夫141 2:00:28.55

11 -4Lap 31.72アバンギャルド 和歌山Bチーム114 近藤 章浩 山下 拓珠142 2:00:39.84

11 -4Lap 31.71へたれDASH164 阿曽 優 金田 純也143 2:00:42.94

11 -4Lap 31.68チームOCA275 中山 真治 中山 里美144 2:00:49.08

11 -4Lap 31.62BONDS×マギカ8 伊藤 真己 長倉 純也145 2:01:03.33

11 -4Lap 31.60チーム本館6F153 中川 利久 伊東 文彦146 2:01:08.23

11 -4Lap 31.46RYOZANPAKU 黒垣17 黒田 武志 稲垣 雄己147 2:01:41.04
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11 -4Lap 31.46S-WALKS　H&E60 酒井 江美 酒井 恒148 2:01:41.85

11 -4Lap 31.44BEI CYCLING CLUB56 井戸 良祐 浪花 祐之149 2:01:46.35

11 -4Lap 31.42Clover E308 勢木 拓郎 園部 英也150 2:01:51.02

11 -4Lap 31.41SPT自転車同好会112 木村 裕章 大原 壮史151 2:01:51.48

11 -4Lap 31.39トーチャンズ・鉄分100％134 八田 準一郎 八田 知加152 2:01:56.94

11 -4Lap 31.38中部チェブロC125 高柳 樹 岩島 昌文153 2:01:58.75

11 -4Lap 31.36おいしい！かぶせ茶レーシング23 広野 照政 広野 優璃154 2:02:04.95

11 -4Lap 31.32LRCC317 茶谷 和久 丸山 隆志155 2:02:13.27

11 -4Lap 31.31転倒虫B320 鈴木 一矢 吉田 一次156 2:02:15.74

11 -4Lap 31.30UTH82 寺田 博一 浦上 智弘157 2:02:18.24

11 -4Lap 31.29転倒虫A324 前田 洸太朗 久保田 正樹158 2:02:19.76

11 -4Lap 31.28ウオズミサイクル89 柳原 浩嗣 中野 直也159 2:02:23.80

11 -4Lap 31.27Love me tender!? ma281 松永 佳久 松永 薫160 2:02:25.82

11 -4Lap 31.23FKD Racing341 芳野 正裕 祖川 伸悟161 2:02:34.64

11 -4Lap 31.22日本車輌自転車部B171 小林 由征 藤井 大貴162 2:02:37.33

11 -4Lap 31.17へのへのもへじ128 吉野 ひろみ 吉野 友雄163 2:02:48.16

11 -4Lap 31.17LIXIL RACING242 村瀬 賢祐 村瀬 芳男164 2:02:48.62

11 -4Lap 31.15LOVEBEERS132 和田 哲夫 高田 耕一165 2:02:54.18

11 -4Lap 31.14Team M362 三浦 茂 三浦 愛166 2:02:54.54

11 -4Lap 31.14かほくJAC C75 沖野 正人 沖野 真那希167 2:02:56.65

11 -4Lap 31.13ダイワサイクル91 佐藤 裕一 黒岩 龍也168 2:02:57.35

11 -4Lap 31.12チームなんちゃって経験者360 野田 哲矢 秋庭 伸行169 2:03:00.75

11 -4Lap 31.11KYB　２人は長いヨ53 山本 海人 青木 優太170 2:03:03.97

11 -4Lap 31.09SーWALKS256 佐藤 勇気 羽佐田 智隆171 2:03:07.53

11 -4Lap 31.05Ｎｉｔｔｏ　ＣＣ　ＢＫ71 金田 充宏 朴 東燮172 2:03:16.62

11 -4Lap 31.05アクオード　TANI225 谷 紀彦 平山 大介173 2:03:17.35

11 -4Lap 31.02ウオズミサイクル93 北野 由城 神田 聡174 2:03:24.31

11 -4Lap 31.02KUTC road team C179 津田 大次郎 奥野 有輝175 2:03:24.43

11 -4Lap 31.01ＹＭＤ興業(番外)47 新実 誠悟 奥村 俊宏176 2:03:26.76

11 -4Lap 31.01SPT自転車同好会106 山口 均 山口 峻177 2:03:27.11

11 -4Lap 31.00KUTC road team B175 奥野 皓大 大矢 隼佑178 2:03:27.99

11 -4Lap 30.98GMC CYCLING-1323 渡部 秀樹 田島 祐179 2:03:33.07

11 -4Lap 30.98チーム80柳築181 柳田 真一 築地 義弘180 2:03:34.82

11 -4Lap 30.95Clover D306 渡邊 保典 大園 幸一181 2:03:40.21

11 -4Lap 30.90ポテチンR１７21 大藪 浩昭 渡辺 晃基182 2:03:52.64

11 -4Lap 30.87カンパニョロニョロ334 水谷 公彦 伊藤 基司183 2:03:59.14

11 -4Lap 30.86焼肉大好き241 宮嶋 宏明 早川 直子184 2:04:01.69

11 -4Lap 30.82legame271 中村 幸寛 大橋 孝一郎185 2:04:11.58

11 -4Lap 30.73TEAM NARO344 塚本 章博 望月 佑記186 2:04:33.07

11 -4Lap 30.67今は自転車より育児が大事！355 青木 敏郎 山口 大輔187 2:04:47.54

11 -4Lap 30.67チームデポ245 安藤 裕太 井上 晃188 2:04:48.95

11 -4Lap 30.63BONDS190 横畑 直人 鬢櫛 渉189 2:04:58.61

11 -4Lap 30.63違駄天 #さすが変態207 殿水 利之 髙橋 悠介190 2:04:59.43

11 -4Lap 30.615000兆円何に使う？347 田代 昴陽 見山 大樹191 2:05:03.37

11 -4Lap 30.61CATEYE 大福39 大島 健太郎 福島 智彦192 2:05:03.60

11 -4Lap 30.60骨と筋肉194 大野 大心 辻 泰良193 2:05:06.42

11 -4Lap 30.59ＥＮＧ　ＡＣＥ279 後藤 康文 森口 豪允194 2:05:07.84

11 -4Lap 30.54ShirahamaBC46 岩城 浩 鈴木 芳典195 2:05:20.77

11 -4Lap 30.54DTSK61 木村 哲士 土肥 史196 2:05:21.85
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11 -4Lap 30.51ミヤノレーシング215 宮崎 真人 宮野 暁197 2:05:26.82

11 -4Lap 30.47E.M.P292 廣瀬 雅和 小酒井 一輝198 2:05:37.82

11 -4Lap 30.42極力平坦で！296 山下 竜昇 鈴木 卓哉199 2:05:50.99

11 -4Lap 30.37to be Announced260 福田 一謙 栗田 惇平200 2:06:01.73

11 -4Lap 30.34チーム 身から出たサビB98 萱野 雄一 山崎 ひとみ201 2:06:09.93

11 -4Lap 30.29みっきん99 三木 美枝 三木 貴史202 2:06:22.03

11 -4Lap 30.27GMC CYCLING-3322 寺島 俊和 林 恒賢203 2:06:28.73

11 -4Lap 30.25TEAM  NARO313 鈴木 和視 鈴木 幸江204 2:06:32.57

11 -4Lap 30.24JKCCチームO257 西 志信 又井 秀人205 2:06:35.07

11 -4Lap 30.23チームクレア WITH O110 清水 亮太 片山 真之206 2:06:37.05

11 -4Lap 30.23エンドウ商会250 山田 博之 青井 慎吾207 2:06:38.04

11 -4Lap 30.22ウオズミサイクル366 安富 雄大 立岩 真衣208 2:06:39.45

11 -4Lap 30.13Sakatani  K2232 海田 力 海田 哲平209 2:07:02.51

11 -4Lap 30.13うなぎDASH167 小河 雄 高塚 拓海210 2:07:02.53

11 -4Lap 30.11中部チェブロA124 尾関 亮 松井 清治211 2:07:08.51

11 -4Lap 30.10JKCCチームA249 高辻 貴嘉 小出仙 憲康212 2:07:10.38

11 -4Lap 30.08kingfisher5 中 鉄也 畑 俊一郎213 2:07:16.73

11 -4Lap 30.07ひかりん135 大津 淳一 大津 操214 2:07:18.83

11 -4Lap 30.07nm7Racing235 木村 孝明 進藤 良知215 2:07:19.18

11 -4Lap 30.06やったるぜ160 高野 大介 稲津 三夫216 2:07:21.19

11 -4Lap 30.00Team　all　out6 前川 成喜 山口 明美217 2:07:35.90

11 -4Lap 29.95チーム 身から出たサビA103 実重 誠吾 喜田 直子218 2:07:48.33

11 -4Lap 29.95ショコラの会25 山本 聡 山本 紘子219 2:07:49.09

11 -4Lap 29.93EMP2017269 渡会 佳吾 石井 康介220 2:07:53.62

11 -4Lap 29.89クレプスキュール29 岩佐 紘 内堀 善有221 2:08:05.17

11 -4Lap 29.87ﾁｰﾑ　カンペ～！379 小林 誠司 竹内 栄哉222 2:08:10.38

11 -4Lap 29.86TEAM K-WORKS273 川畑 義智 小田 久和223 2:08:10.82

11 -4Lap 29.84oyako159 山岸 紀明 山岸 瑛実224 2:08:16.26

11 -4Lap 29.84ちーむかわむら327 河村 和広 米倉 拓弥225 2:08:17.21

11 -4Lap 29.83☆FKM去年も半分以下：）58 川部 篤司 石崎 昇226 2:08:18.68

11 -4Lap 29.80TEAM ウイール ■302 河合 光彦 白倉 優美227 2:08:28.40

11 -4Lap 29.79ＥＮＧ　ＳＩＲＩＵＳ286 伊藤 慎一郎 晶貴 孝之228 2:08:30.71

11 -4Lap 29.78関西戦士保安協会／アルファ217 有馬 吉弘 丸山 秀樹229 2:08:32.64

11 -4Lap 29.63TUFFSTUFF タフスタッフ170 今川 正文 磯野 孝志230 2:09:10.48

11 -4Lap 29.62KUTC road team A178 森本 貴大 中川 学231 2:09:13.73

11 -4Lap 29.57チームアクオード　松辻214 松本 直樹 辻 豪232 2:09:26.67

11 -4Lap 29.50OneKame0141 湯峯 卓哉 大江 富夫233 2:09:46.35

11 -4Lap 29.49DOYUJAC 2193 寺田 暁彦 鈴村 通陽234 2:09:47.70

11 -4Lap 29.44ブリッジバイクプロダクツ329 檀上 康彦 檀上 好235 2:10:00.81

11 -4Lap 29.38アセス10 シル ワッキー アセ センパイ236 2:10:17.77

11 -4Lap 29.37GMC CYCLING-4326 武田 泰明 後藤 広樹237 2:10:20.31

11 -4Lap 29.31ＣＨＡＰＴＥＲ０８　④30 山田 英二 大井 慶太238 2:10:35.95

11 -4Lap 29.28Revolver　ゴリ鍋333 渡辺 雅俊 笠原 篤239 2:10:43.98

11 -4Lap 29.20バルバクラブ　ハクサン　A335 野村 峯弘 野村 るみ子240 2:11:04.95

11 -4Lap 29.18team TAC161 竹内 淳憲 福島 大地241 2:11:12.46

11 -4Lap 29.13DOYUJAC　１191 大橋 慶之 蔭山 大輔242 2:11:24.23

11 -4Lap 29.05チームカミハギＦＯＲＥＳＴ345 森﨑 暁生 林 勝臣243 2:11:47.46

11 -4Lap 28.99TEAM K.K.K339 武井 佑介 鈴木 翔太244 2:12:02.51

11 -4Lap 28.97TEAM CATTURA255 上田 真弥 堀内 望245 2:12:07.11
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11 -4Lap 28.74マルイチワークスC270 足立 裕介 原田 純平246 2:13:12.66

11 -4Lap 28.71Revolver HS328 平井 哲郎 澤田 敏貴247 2:13:19.57

11 -4Lap 28.37カンパニョロニョロ336 市川 博康 中澤 和典248 2:14:56.17

10 -5Lap 29.11元６ー2B144 岡本 大 廣瀬 航249 1:59:33.80

10 -5Lap 29.00チームM122 前川 賢太郎 梅木 隆弘250 1:59:59.24

10 -5Lap 28.97ウオズミサイクル95 鳥畑 健吾 名村 洋子251 2:00:08.17

10 -5Lap 28.95チームアクオード　やすかや210 河盛 康国 河盛 かや252 2:00:11.47

10 -5Lap 28.94teamコンパル176 伊藤 惇 山田 梨詠253 2:00:14.21

10 -5Lap 28.90ＣＨＡＰＴＥＲ０８　③1 池田 尚文 岩澤 和也254 2:00:25.31

10 -5Lap 28.89おやじくらぶ120 山本 直良 谷 敏治255 2:00:28.50

10 -5Lap 28.78TMーKUMAERA321 杉本 崇祐貴 原田 英典256 2:00:56.09

10 -5Lap 28.77チーム80福松177 福永 哲也 松本 孝太257 2:00:58.79

10 -5Lap 28.76一休み一休み291 長谷川 公紀 杉山 卓258 2:01:00.74

10 -5Lap 28.73KANKO GUMI54 大角 祥吾 大角 美恵259 2:01:07.20

10 -5Lap 28.71へぼ輪　大垣253 久保 隆直 加藤 敏夫260 2:01:11.53

10 -5Lap 28.67チームHONDE　上中組224 田中 良典 上山 直樹261 2:01:22.80

10 -5Lap 28.63TEAM YASUMOTO166 安本 義久 安本 尚樹262 2:01:32.70

10 -5Lap 28.63チーム80田米183 田岡 秀規 米家 栄理263 2:01:33.49

10 -5Lap 28.59シズテック102 村山 公一 川端 天幾264 2:01:44.22

10 -5Lap 28.53爆走家族36 浅原 弘輝 丸山 正裕265 2:01:57.92

10 -5Lap 28.53カフェ79 恒川 真二 恒川 拓豊266 2:01:58.66

10 -5Lap 28.45UNAGI '08233 江花 克俊 小嶋 聡嗣267 2:02:18.03

10 -5Lap 28.44サーモン59 猪野 正視 猪野 瑠美268 2:02:22.15

10 -5Lap 28.37エンドレスおじさん204 松崎 真也 小阪田 恵一269 2:02:40.13

10 -5Lap 28.37チームヤマシゲ普通列車158 丸山 恭弘 丸山 美智子270 2:02:40.75

10 -5Lap 28.29TEAM TAC121 渡邊 大輔 大竹 賢人271 2:02:59.75

10 -5Lap 28.29DOYUJAC 3189 太田 宗男 岡田 研二272 2:03:00.63

10 -5Lap 28.28Team M361 三浦 純 安田 奈美273 2:03:03.45

10 -5Lap 28.28かたくなＭＴＢ238 北村 隆司 大西 幸司274 2:03:03.91

10 -5Lap 28.13三菱自動車自転車部B13 原田 修 岩本 涼太郎275 2:03:42.88

10 -5Lap 28.11ＰＵＣ　Ｆｉｆｔｙ’ｓ209 西村 誠 富田 和彦276 2:03:48.31

10 -5Lap 28.10NZRO343 松本 宏和 桑原 一泰277 2:03:50.71

10 -5Lap 28.08ＫＭＵ　ＲＦＣ18 柳川 慎平 齋藤 淳史278 2:03:55.41

10 -5Lap 27.92TEAM BONDS MT368 矢崎 雅也 青島 朋香279 2:04:39.16

10 -5Lap 27.90ENDORPHIN 2113 平野 晋哉 西島 広泰280 2:04:43.71

10 -5Lap 27.89マルイチワークスA265 市橋 浩之 西村 岳之281 2:04:47.73

10 -5Lap 27.87OKIRAKU136 辰巳 雅也 深瀬 敦士282 2:04:52.28

10 -5Lap 27.82チームHONDE　深田組213 深井 謙二 古田 裕二283 2:05:05.17

10 -5Lap 27.82ブルーボタン165 中村 圭作 中山 和明284 2:05:06.30

10 -5Lap 27.70シズテック100 齊藤 善幸 小塚 満285 2:05:38.43

10 -5Lap 27.68nitto cc ueda97 加藤 優和 伊藤 健一郎286 2:05:42.20

10 -5Lap 27.60ＥＮＧ　ＳＫＹＥＲ280 加藤 貴行 波谷 宜典287 2:06:04.67

10 -5Lap 27.53TUFFSTUFF タフスタッフ168 牧野 一登 牧野 直秀288 2:06:23.12

10 -5Lap 27.52Melcoと島津64 冨田 眞巳 作田 明289 2:06:28.23

10 -5Lap 27.48Super fluffy196 小笠 智司 三谷 仁紀290 2:06:39.14

10 -5Lap 27.45TEAM＠LYNX119 友田 輝 浅山 忠291 2:06:47.76

10 -5Lap 27.44ツアー班グルメ小隊20 里 圭太 橋本 志勇292 2:06:49.84

10 -5Lap 27.39SK自転車倶楽部239 黒田 通啓 小林 一公293 2:07:02.07

10 -5Lap 27.33STKK自転車部83 野村 陽一 橋本 翔也294 2:07:21.16
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10 -5Lap 27.28Team 武運長久332 北岡 季巳 北岡 由吏香295 2:07:32.80

10 -5Lap 27.25サイズ難民27 本間 明子 本間 亮296 2:07:42.75

10 -5Lap 27.15マルイチワークスB268 高橋 正直 後藤 健芳297 2:08:09.60

10 -5Lap 27.11Sensunique123 鈴木 芳典 山中 一樹298 2:08:22.35

10 -5Lap 26.99お気楽なふたり293 荒賀 博志 永井 太一299 2:08:54.98

10 -5Lap 26.97TEAM ウイール ■300 兵藤 栄恭 村瀬 寛泰300 2:09:02.38

10 -5Lap 26.93KUTC road team D172 田路 祐一 小竹 輝301 2:09:14.11

10 -5Lap 26.93チームHONDE　白村組222 白谷 和雄 牧村 敏彦302 2:09:14.78

10 -5Lap 26.92Team Nagai231 永井 庸平 永井 佳与子303 2:09:15.65

10 -5Lap 26.91アドホック319 西畑 あゆみ 喜多 徳幸304 2:09:18.04

10 -5Lap 26.79タナカとハヤシ353 林 宏紀 田中 伸一305 2:09:54.29

10 -5Lap 26.61ロホ自転車部277 宇江 英正 森 ヒロアキ306 2:10:45.72

10 -5Lap 26.48チームまめた63 松本 貢治 松本 拓巳307 2:11:24.16

10 -5Lap 26.47うま～ずB211 田中 豊治 内山 大輔308 2:11:27.24

10 -5Lap 26.34週末サイクリスト☆351 北島 悠平 大河内 彰浩309 2:12:06.16

10 -5Lap 26.29関西戦士保安協会／チャーリ221 塩濱 誠彦 出口 志智雄310 2:12:22.48

10 -5Lap 26.27GMC CYCLING-2318 野口 智史 諸戸 英明311 2:12:29.30

10 -5Lap 26.20三洋化成囲碁部376 渡邉 貴士 松村 菜々子312 2:12:48.16

10 -5Lap 26.00チームへのへのもへじ84 相川 幸弘 相川 壱美313 2:13:50.37

10 -5Lap 25.89ヒロ&ヒロ15 柴田 紘孝 長谷部 裕宣314 2:14:26.25

9 -6Lap 28.37キャノンデール心斎橋48 友成 安裕 友成 渚315 1:50:24.72

9 -6Lap 27.06ＴＯＭＯＳ147 和田 哲哉 王生 淳子316 1:55:45.58

9 -6Lap 26.13VIX-1151 東 武紀 河合 洋317 1:59:50.59

9 -6Lap 26.11なをみは俺の嫁55 寺木 義晴 寺木 なをみ318 1:59:56.72

9 -6Lap 25.99WINGZERO　D340 水谷 直宏 山下 真司319 2:00:30.03

9 -6Lap 25.97OneKame0226 高野 渉 下川 喜申320 2:00:35.36

9 -6Lap 25.92ドライジーネ127 鈴木 伸哉 野々村 裕321 2:00:48.79

9 -6Lap 25.49TEAM BONDS 133372 大石 真 大石 舞子322 2:02:51.01

9 -6Lap 25.37チームピナトレ105 三輪 孝司 木村 英一郎323 2:03:26.95

9 -6Lap 25.33STOOH!RACING92 豊嶋 宏和 小川 義文324 2:03:39.98

9 -6Lap 25.24チーム・へろへろ！282 宮地 賢次 西藤 芳樹325 2:04:04.68

9 -6Lap 25.23Team Swallow378 山本 浩一郎 山本 裕子326 2:04:08.04

9 -6Lap 25.17Team Maru Vero_B3 姉﨑 哲 多久島 美登里327 2:04:26.97

9 -6Lap 25.02kccc152 中井 克裕 佐藤 浩史328 2:05:09.80

9 -6Lap 24.85チームフジオカ223 藤岡 和典 大野 裕康329 2:06:03.20

9 -6Lap 24.83キャラメルマン３１と３２号350 石原 陽一 平井 啓介330 2:06:07.03

9 -6Lap 24.79南戸かなるさ373 今田 雄造 南戸 義一331 2:06:20.75

9 -6Lap 24.71競歩から自転車まで149 柴田 隼也 岩田 淳332 2:06:45.14

9 -6Lap 24.65チームSafety148 山上 潤一 伊藤 寿英333 2:07:04.51

9 -6Lap 24.62ギョニソーズ274 辻川 真規 安藤 啓一334 2:07:13.46

9 -6Lap 24.55田原達Ⅰ357 瑞徳 道弘 松本 浩和335 2:07:33.62

9 -6Lap 24.52Team こやじ輪業70 丹治 純子 長谷川 泰史336 2:07:43.81

9 -6Lap 24.47未来工業　自転車部α67 久保田 悠揮 加藤 佳志337 2:08:00.17

9 -6Lap 24.38チームへのへのもへじ85 川筋 喜代枝 岩科 豪338 2:08:27.81

9 -6Lap 24.33KEMOOL RT90 猶原 秀明 上谷 典秀339 2:08:43.48

9 -6Lap 23.98鐵羅（てつら）126 伊藤 泰則 伊藤 晴美340 2:10:35.90

9 -6Lap 23.98東海プラント78 百瀬 透 中尾 将徳341 2:10:36.80

9 -6Lap 23.97チーム  まほろば227 中谷 公宣 米谷 将士342 2:10:39.43

9 -6Lap 23.96TEAM BONDS TEKITOU370 坂本 克弘 佐藤 昌喜343 2:10:42.73
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【 2時間エンデューロ 2人チーム 】

2017/08/19 (Sat)

Distance :   1周（5.8ｋｍ）×R

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

ﾍﾟﾅﾙ
ﾃｨメンバー タイム

9 -6Lap 23.89関西戦士保安協会／ブラボー228 中条 俊士 高階 知宜344 2:11:05.89

9 -6Lap 23.82通勤快速356 杉山 正光 杉山 忠男345 2:11:29.39

9 -6Lap 23.64ゼブラーマン346 水野 久和 水野 剛志346 2:12:30.47

9 -6Lap 23.57オムレンジャー118 福山 陽佑 河田 利香347 2:12:51.59

9 -6Lap 23.37マジマブラザーズ24 馬島 浩嘉 馬島 典希348 2:14:01.69

9 -6Lap 22.95umibuta2331 田口 有香 長沼 博正349 2:16:28.08

9 -6Lap 22.95umibuta1330 山田 芳江 中根 尚仁350 2:16:28.12

8 -7Lap 25.24Team　DTK195 松井 訓央 松宮 周平351 1:50:18.10

8 -7Lap 24.30Team　DTK197 相原 毅 岡山 卓矢352 1:54:33.14

8 -7Lap 22.97キャノンデール心斎橋150 長谷川 隆則 藤多 真未353 2:01:11.28

8 -7Lap 22.36キャノンデール心斎橋155 磯村 洋行 西島 勇太354 2:04:29.97

8 -7Lap 22.33バルバクラブカナザワ　田畑夫266 田畑 雅弘 田畑 千代子355 2:04:40.30

7 -8Lap 21.27元岐山192 太田 圭悟 加來 勇人356 1:54:30.87

7 -8Lap 18.78未来工業　自転車部β69 中村 敦 中村 裕美357 2:09:44.64

6 -9Lap 30.05aoarashi129 西山 大司 西山 典子358 1:09:28.43

6 -9Lap 26.76Team Maru Vero_A44 佐藤 純彦 山神 英昭359 1:18:01.37

6 -9Lap 16.58Roadrunner440 237 松澤 隆 田邊 百合子360 2:05:55.98

5 -10Lap 27.58カミハギみにまむ246 伊藤 祐次朗 横山 和也361 1:03:05.94

5 -10Lap 25.84チームローマン 夜がメイン358 高田 瑞生 奥野 治男362 1:07:19.66

5 -10Lap 24.00チーム・へろへろ！！284 浅井 幸二 藤田 伸行363 1:12:30.42

4 -11Lap 29.75通勤途中325 衣川 一行 酒井 寛明364 46:47.16

4 -11Lap 23.14チームアクオード　井櫻226 井川 弘大 櫻井 俊也365 1:00:08.86

3 -12Lap 30.75TEAM  日生第二251 佐橋 純 野崎 泰光366 33:56.87

3 -12Lap 18.59タンタントライアスロン部！104 長谷川 智章 丹下 英典367 56:09.72

3 -12Lap 17.99カイヤ96 小川 増幸 小川 凱也368 58:01.40

2 -13Lap 18.06山猿MTB　JAPAN101 尾関 拓平 中川 宏369 38:32.74

1 -14Lap 25.52AITCC Team5303 井手窪 利樹 近藤 秀370 13:38.20

0 -15Lap 00.00TUFFSTUFF タフスタッフ162 木村 隆 久野 文彰371  

Comment
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