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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
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15  40.85チームカミハギごっちゃんです886 松川 航 城所 皐輔 佐藤 淳 岩瀬 群青1 2:07:46.25

14 -1Lap 40.26シャープ自転車部AOK^2833 木村 治 小久保 正彦 天野 義孝 大石 隆俊2 2:01:01.00

14 -1Lap 39.65鬼踏會809 津田 剛 小谷 嘉隆 釜口 耀二朗 岩崎 幸太3 2:02:53.05

14 -1Lap 39.62大垣ピストンズ　大阪支店912 廣瀬 公智 吉田 健一 土屋 智昭 柿本 哲治4 2:02:57.34

14 -1Lap 38.37Wind Noise808 佐藤 伸彦 森本 真博 磯貝 卓磨 寺平 賢人5 2:06:58.76

14 -1Lap 38.27アウグーリオ－２914 小渡 透 小渡 哲 谷口 尚己 伊藤 修一郎6 2:07:17.85

14 -1Lap 38.13KYB　リターンズ821 樋口 功治 粟野 宏一郎 水野 晶之 宮本 修一7 2:07:47.27

13 -2Lap 37.55名古屋 自転車競技部918 三摩 龍太郎 丹羽 駿登 辻 隼人 鈴木 佑太8 2:00:29.26

13 -2Lap 37.39アヴァンギャルド和歌山910 唐崎 健 林 恭平 今西 毅 猪鼻 進哉9 2:00:59.26

13 -2Lap 37.18ヴェローズ810 形部 直登 百津 幹太 岡崎 康孝 福田 翔太10 2:01:41.23

13 -2Lap 36.80OGPチーム池田山826 竹中 宏和 林 孝英 中井 久人 渡辺 達也11 2:02:57.07

13 -2Lap 36.55大垣ピストンズ　本格派905 冨田 剛 下野 勝浩 山田 篤 田辺 英孝12 2:03:45.77

13 -2Lap 36.44三井住友銀行自転車部A845 中田 慎介 工藤 顕 上村 大輔 森本 隆寛13 2:04:09.68

13 -2Lap 36.23ストラーダライダーズG865 熊谷 祐希 佐波古 直仁 村松 誠也 鹿野 史也14 2:04:51.36

13 -2Lap 36.06尼崎ＦＤＣＴ816 野村 匡敏 山口 利継 金井 啓人 岡部 健15 2:05:27.09

13 -2Lap 35.36ＴＥＡＭ　ＣＴＩ812 上杉 基法 岸 伸司 村田 知憲 渡邉 旭弘16 2:07:55.79

13 -2Lap 34.93バンビーノFAST802 近久 孝司 川阪 健太郎 山本 勇 竹田 颯人17 2:09:30.61

12 -3Lap 34.79サニーサイドチームゆるぽた887 國武 康範 乙咩 陽平 松岡 雅仁 川崎 真司18 2:00:02.98

12 -3Lap 34.77チームMRK907 岡 央 加藤 正竹 服部 達典 嶋倉 直樹19 2:00:05.44

12 -3Lap 34.77Inspire Racing Team806 谷野 広卓 碇 純治 奥村 正幸 坂田 憲彦20 2:00:07.03

12 -3Lap 34.58今日も安全運転チャリンコ部909 森 裕和 中村 直人 神崎 蒼 村井 佑輔21 2:00:45.90

12 -3Lap 34.52SHINKANSEN814 三木 利則 西岡 克英 勝山 重遠 高木 公昭22 2:00:58.39

12 -3Lap 34.47SMCCガチチーム853 山田 龍之介 長谷川 博生 籔下 富生 神屋 葉一23 2:01:08.53

12 -3Lap 34.37チームご近所さん☆チームＳ815 下尾 雅夫 伊藤 尚 松原 岳生 野口 一人24 2:01:29.09

12 -3Lap 34.37名岐ﾍﾞﾝﾄﾞｴﾝﾃﾞｭｰﾛﾁｰﾑ894 金武 克也 杉山 泰典 青木 貴央 村井 和佳子25 2:01:30.66

12 -3Lap 34.36Team Gruppetto 4857 藤田 康博 福島 彰男 八巻 和善 細淵 憲太26 2:01:32.54

12 -3Lap 34.32チームご近所さん☆Ｍチーム820 前原 憲治 寺嶋 領一 田中 裕司 本西 健太27 2:01:41.39

12 -3Lap 34.20ASCリアルガチ846 南條 嘉暉 小松原 健史 渋谷 友暉 酒井 啓佑28 2:02:07.07

12 -3Lap 34.17チームインナーロー889 上田 圭哉 牛嶋 俊介 是枝 雅大 竹村 和真29 2:02:12.79

12 -3Lap 34.09チーム殿ご乱心834 飯田 豊 西牟田 将之 和田 成仁 山本 真也30 2:02:30.69

12 -3Lap 33.84Team 水滴石穿　愛大自転車840 尾辻 篤重 高橋 侑也 稲場 良太 松田 侃31 2:03:24.09

12 -3Lap 33.68チーム梅ちゃん848 梅田 康之 梅田 美穂 及川 裕和 江並 美紀32 2:03:59.04

12 -3Lap 33.65ビターエンダー855 安藤 健 高橋 英寿 石崎 茂 岡多 慎也33 2:04:05.17

12 -3Lap 33.46シャープ自転車部SFYS844 杉岡 正浩 坂本 恭彦 古川 洋一 吉村 和也34 2:04:48.04

12 -3Lap 33.43Golden woods822 西川 彰範 金森 大知 高橋 優司 藤井 比郎35 2:04:54.78

12 -3Lap 33.38老―ディ811 堰口 義正 藤原 一史 新井 寛一 阪口 竜一36 2:05:07.34

12 -3Lap 33.25チーム濱田866 濱田 達也 淺野 真 西城 秀幸 山田 耕資37 2:05:34.73

12 -3Lap 33.14大垣ピストンズ　角898 市原 ツタヲ 田辺 勝之 佐藤 博司 小里 浩昭38 2:06:00.98

12 -3Lap 32.97CEKAI829 千合 洋輔 村山 明宏 竹内 祥訓 中田 拓馬39 2:06:40.28

12 -3Lap 32.92ウオズミサイクル830 駒田 貴則 駒田 喜美子 山本 一成 松田 泰仁40 2:06:51.06

12 -3Lap 32.90スワトルズ899 山本 一浩 鳥谷 大洋 沢西 芳円 岩瀬 博重41 2:06:54.97

12 -3Lap 32.89PPC831 長井 稔 大石 洋平 沖本 人政 藤倉 美佑貴42 2:06:58.58

12 -3Lap 32.86ALLEZ877 妻鹿 靖 鰐淵 尚平 有光 博司 本田 三記43 2:07:04.60

12 -3Lap 32.84チームTENGA倶楽部839 西口 隆 萬賀 善彦 古川 英和 隅田 一徳44 2:07:10.47

12 -3Lap 32.77Team オイナリーズ　愛大自転842 大井上 渉 鵜飼 寛也 富越 信弘 兵藤 孝祐45 2:07:25.22

12 -3Lap 32.77ストラーダライダーズF859 山本 朋貴 松森 信二 久保 武夫 井上 修二46 2:07:27.00

12 -3Lap 32.63TEAM SIMIZU801 牛田 成俊 山本 達也 濱村 宏幸 林 亮47 2:07:58.00

12 -3Lap 32.49グットデー913 加藤 晴康 林 彩香 高田 瑞樹 坪井 克己48 2:08:32.27

12 -3Lap 32.49ストラーダライダーズC858 田中 宏樹 田中 亮 山崎 克 中川 勝也49 2:08:33.04

Page: 1 / 3 Matrix.inc printed at 2017/08/19 18:34:22



【 2時間エンデューロ 4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 32.47ビターエンダー854 鎌田 照夫 田村 健司 岡林 一夫 細川 琢磨50 2:08:37.54

12 -3Lap 32.45ウオズミサイクル828 黒井 亜子 三浦 泉美 臼井 晴彦 藤村 和正51 2:08:42.09

12 -3Lap 32.28MELCO UNO893 山下 和義 加納 和弥 秦 一実稚 下中 淳史52 2:09:21.39

12 -3Lap 32.15＋CHARIBU900 堀内 祐希 宮本 大輝 加藤 周 上嶋 朔吏53 2:09:54.15

12 -3Lap 31.95TEAM LORObicycles B 849 遠藤 宏 木内 克幸 小林 享 櫻田 大輔54 2:10:43.00

12 -3Lap 31.83仁井大心843 鈴木 悠史 佐藤 弘一 足立 裕之 添田 一徳55 2:11:11.10

12 -3Lap 31.74サイクルステーションSKY823 北本 恵三 道願 幸治郎 西村 新 野々山 和浩56 2:11:33.61

12 -3Lap 31.00FRC873 佐藤 俊明 大山 智聖 福井 純 丸谷 祥太57 2:14:43.28

11 -4Lap 31.84TEAM LINGO856 間瀬 研二 中井 栄次 水野 航 吉原 大貴58 2:00:12.81

11 -4Lap 31.72Pansonic　POS課841 東浦 信裕 黒澤 永吉 小泉 要治 奥野 光晴59 2:00:41.97

11 -4Lap 31.70ウオズミサイクル827 横山 哲久 岡 真理 植田 美佳 酒井 真一60 2:00:45.21

11 -4Lap 31.62TEAM LORO bicycles A850 徳田 鉄也 長島 貴光 森田 穣治 早川 統久61 2:01:04.54

11 -4Lap 31.50Team Gruppetto 5868 江渕 邦彦 松本 和仁 渡辺 龍平 大森 孝夫62 2:01:32.07

11 -4Lap 31.44UBQ cycling club 888 塚田 貴文 高井 優介 平野 隆之 恩田 昭平63 2:01:46.28

11 -4Lap 31.40四ッ橋862 駒路 真一 池田 啓介 下久保 尚貴 佐々木 亮輔64 2:01:54.19

11 -4Lap 31.36ストラーダライダーズB861 太田 貴明 仲川 智之 久保 敦 久保 裕65 2:02:03.08

11 -4Lap 31.32チーム激走A870 藤岡 隼人 竹之内 謙次 林 洋平 曾我 裕敏66 2:02:13.14

11 -4Lap 31.30丸中サイクリング部911 鈴木 亮市 河村 彰人 猪飼 哲臣 後藤 威彦67 2:02:17.60

11 -4Lap 31.21OCC　あいこ親衛隊852 梅田 智仁 園田 愛子 赤本 拓也 中村 哲也68 2:02:39.80

11 -4Lap 31.15チーム激走B872 滝川 祥平 秋田 育久 森 陽亮 赤枝 寛基69 2:02:52.32

11 -4Lap 31.14Super Concorde824 岩本 徹 高部 和男 雨島 秀樹 沼田 渉70 2:02:54.68

11 -4Lap 31.08ストラーダライダーズE864 厚海 聖子 辻内 直樹 大城 陣 福地 明71 2:03:10.09

11 -4Lap 31.01BTMU　チームB884 中嶋 剛 大塚 優 内田 貴行 佐藤 寛之72 2:03:26.85

11 -4Lap 30.73堀場製作所自転車倶楽部885 細川 浩司 西川 徹 小口 真弘 齊藤 惇73 2:04:33.71

11 -4Lap 30.70SMCCユルガチ混成851 三好 俊明 河西 敬祐 高田 博史 森神 孝義74 2:04:40.40

11 -4Lap 30.57デロイトサイクリングチームA867 木部 朋典 後藤 孝久 伊藤 聡長 杉山 翔一75 2:05:13.12

11 -4Lap 30.55ストラーダライダーズA860 上野 剛志 橋本 幸二 小林 遊 下村 信二76 2:05:19.16

11 -4Lap 30.43ＴＥＡＭ　ＣＴＩ804 矢田 高志 伊藤 一成 後藤 昭治 森本 和樹77 2:05:48.55

11 -4Lap 30.31サイクル県やまぐち890 中林 健二 森重 信博 志賀 孝治 刀禰 大次郎78 2:06:16.89

11 -4Lap 30.25森カ山Ｂ817 下河 広幸 山崎 悠平 風間 敬太 四月朔日 大貴79 2:06:33.48

11 -4Lap 30.02Strikers with KYOU895 内田 了太 山下 祥平 菊池 和樹 小倉 優加80 2:07:30.20

11 -4Lap 29.78大垣ピストンズチームカルカル825 近藤 耕司 村井 弘人 岩田 聡子 板垣 美穂81 2:08:33.79

11 -4Lap 29.69ストラーダライダーズD863 井上 寿 篁 佳太 大崎 雅信 瀬崎 順一82 2:08:56.05

11 -4Lap 29.65＋CHARIBU897 高田 碧起 下河邉 悠史 山家 康平 リョウ ガイフウ83 2:09:06.83

11 -4Lap 29.58ゆーちかっち896 伊東 克浩 加藤 優一 水野 敏彰 加藤 智美84 2:09:25.58

11 -4Lap 29.29AITCC Team2904 荒木 雄飛 岩下 智寛 羽生 魁 戸田 悠斗85 2:10:42.89

11 -4Lap 28.80チーム激走C869 奥野 敏之 上野 裕二 年財 考芳 小谷 仁一86 2:12:55.80

11 -4Lap 28.48チームアオキ878 青木 誠 伊藤 義幸 村木 潤之 西山 翔太郎87 2:14:25.20

10 -5Lap 29.78バンビーノFUN807 野崎 敬史 岡 政徳 浦谷 昴志 三浦 哲雄88 1:56:51.93

10 -5Lap 28.99チームアクオード　TEN880 髙山 淳一 三宮 勇希 長瀬 康博 河内 大輔89 2:00:03.56

10 -5Lap 28.83Team TORAYCA903 福山 宗春 甲斐 美幸 宮城 雅貴 中西 祐介90 2:00:41.59

10 -5Lap 28.79森カ山Ａ819 日浦 暢大 内田 洋介 入濱 勇気 柄川 冬輝91 2:00:52.41

10 -5Lap 28.77チームOCA875 二宮 憲二 堀江 一磨 秋元 あゆみ 蛯原 あゆ美92 2:00:58.53

10 -5Lap 28.73望月ＲＳ２901 浅井 敏光 和田 真人 薩川 陽祐 田中 真己子93 2:01:07.09

10 -5Lap 28.71BTMU　チームA882 嶋内 義和 中村 充孝 福富 理郎 谷口 宗哉94 2:01:13.42

10 -5Lap 28.64まあええやないですか818 安原 啓雅 東川 嘉邦 斎藤 康治 竹谷 健一95 2:01:29.36

10 -5Lap 28.51チーム激走D871 造道 真孝 吉井 政敏 三谷 健治 藤田 敦宜96 2:02:03.95

10 -5Lap 27.87Ｔｗｏ－ｈｕｎｄｒｅｄ－３805 古倉 一正 田部 和明 田部 美保子 森 優治97 2:04:51.16

10 -5Lap 27.87ＴＥＡＭ　ＣＴＩ813 長瀬 進治 糠谷 友海 真野 匡司 山谷 誠吾98 2:04:52.55
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10 -5Lap 27.87Olla de oro (Bチーム)838 永松 晶 松政 好一 永松 忠 田邉 由佳99 2:04:52.87

10 -5Lap 27.46住友商事株式会社919OPN 2:06:42.87

10 -5Lap 27.31チームNISSEI832 日下 輔 豊留 州二 山奥 和弘 黒川 元規100 2:07:25.72

10 -5Lap 27.30ＴＥＡＭ　ＣＴＩ803 遠藤 拓磨 岩田 光平 佐藤 駿 冨田 将也101 2:07:28.48

10 -5Lap 27.08チームホリッキー883 堀木 聡 白石 哲也 中辻 孝巳 石谷 正幸102 2:08:30.59

10 -5Lap 26.94ミノフスキー粒子891 西倉 啓之 山本 幸一郎 土井 勇二 田中 正剛103 2:09:09.55

10 -5Lap 26.79ガンバ大倉836 松田 真ニ 岡田 将司 村田 充孝 山下 貞則104 2:09:54.83

10 -5Lap 26.67キャットアイ　コンポ with T892 櫻井 菜都子 玉野 耕司 横田 貴俊 林 育全105 2:10:29.45

10 -5Lap 26.63Chari-chingu874 安 永民 清水 綾子 仙波 悟 平田 敬三106 2:10:39.90

10 -5Lap 26.46LITTLE RIVER908 小川 眞之介 小川 美貴子 小川 龍太朗 小川 千春107 2:11:31.48

9 -6Lap 26.02望月ＲＳ902 菅沼 崇 望月 昭 後藤 隆志 長澤 藍108 2:00:21.53

9 -6Lap 24.63SPT自転車同好会835 有田 公治 太田 知男 岡崎 未希 数馬 元美109 2:07:08.93

9 -6Lap 24.56NIGHT OF KING915 福島 俊哉 福島 有希 今村 亮一 高見 諭史110 2:07:31.30

9 -6Lap 24.52BTMU　チームC881 山下 貴弘 吉田 実平 金岡 興 上野 文博111 2:07:42.66

9 -6Lap 24.04Chari-Ching876 金子 雅俊 木村 美樹 任 芝亭 金子 ひとみ112 2:10:16.56

8 -7Lap 22.30チームナカツジアタワ906 中辻 嗣浩 中家 大輔 中尾 伸也 南 拓具113 2:04:52.13

7 -8Lap 26.87平野A917 下野 光司 渡辺 政一 北出 善孝 和気 金昭114 1:30:39.14

7 -8Lap 26.70平野B916 田村 孝 田村 章恵 宮内 益美 小山 亮治115 1:31:13.54

6 -9Lap 23.05MYK先生と愉快な仲間たち879 小島 匡貴 橋本 卓也 前田 憲一郎 小島 有智116 1:30:35.76

6 -9Lap 18.37ろうさい自転車競技部847 浪方 悠 大畔 裕 西川 陽介 若林 知子117 1:53:40.97

0 -15Lap 00.00つねさぶらうＮＩｆ837 西田 秀樹 西田 初穂 西田 耕平 白川 啓一118  
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