
【 2時間エンデューロ JCF登録 】

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  41.19ネクストリーム・うどん虹や1519 井手 道康 根田 裕司1 2:06:43.57

15 01:02.65 40.85TRAILBLAZER1504 久保田 航太 大森 健史2 2:07:46.23

15 01:06.55 40.83bフクイ　やればできる子1524 柳 神二郎 白崎 剛3 2:07:50.13

14 -1Lap 39.99BRIDGE BIKE PRODUCTS1533 髙橋 美保 髙橋 仁4 2:01:49.30

14 -1Lap 39.27スッキリひょうたん島1506 福田 伸考 和田 拓也 横田 勝之5 2:04:02.93

14 -1Lap 39.27ダイモンレーシング1508 大井 基司 越山 和幸6 2:04:04.68

14 -1Lap 39.11W-works1528 林 祐作 宮田 直紀 石田 悠貴 山越 亮太7 2:04:33.59

14 -1Lap 38.84KYB　３人でがんばるぞぉう1505 原田 耕太 豊崎 正裕 能田 光8 2:05:26.37

14 -1Lap 38.63bフクイ　りょうちゃん！！1522 齋藤 友一 渡辺 諒9 2:06:06.99

14 -1Lap 38.50深吉西古1501 西野 康一 深田 優樹 吉田 優志 古川 眞隆10 2:06:33.41

14 -1Lap 38.13ウオズミサイクル1535 藤原 優子 前村 悟11 2:07:47.36

14 -1Lap 38.12日本ろう自転車競技協会&トン1534 中村 勝彦 小杉 亮太12 2:07:47.82

13 -2Lap 37.14オール阪神チーム1525 吉田 義幸 福田 雅彦 池田 圭一郎 手塚 俊雄13 2:01:48.34

13 -2Lap 36.81サイクルプラス福岡1518 坂本 祥一 生越 丈夫 森下 真己子 濵野 慎仁朗14 2:02:54.51

13 -2Lap 35.38Team Kanimiso Racing1510 城 健斗 萩野 弘明 谷 拓希 中務 竜之介15 2:07:52.90

13 -2Lap 35.37Team allout1532 磯田 友賀 永安 啓介16 2:07:53.74

12 -3Lap 34.61西神戸クラブ1526 名定 博 岸本 耕作17 2:00:39.24

12 -3Lap 34.26Panasonic　ﾓｰﾀｰ開発1509 岩鼻 敏明 山口 雄大 森椙 哲也18 2:01:53.21

12 -3Lap 33.39おいなりさん1503 伊藤 透 安井 誠治 岩田 志保19 2:05:03.52

12 -3Lap 33.26KuroyamaCyclingTeam1514 土居 剛徳 松永 健 大隅 尚樹20 2:05:34.35

12 -3Lap 32.00チームOPP1520 豊田 弘幸 杉谷 雅人 坂本 俊之21 2:10:31.22

12 -3Lap 31.81nm7 Racing1513 西岡 佳祐 鈴木 司22 2:11:15.91

12 -3Lap 31.58エキサイクルSr1523 野崎 雄揮 佐々木 郁磨 佐々木 裕太郎23 2:12:15.13

12 -3Lap 31.50バルバクラブトヤマ1529 荒井 隆雄 西野 達弥24 2:12:33.48

11 -4Lap 32.45AITCC Team11527 吉田 大紀 岡田 倫明 木挽 崇博25 1:57:59.04

11 -4Lap 31.45トリオで１０２（テンツー）1502 山本 英浩 保坂 賢治 渡辺 彰規26 2:01:43.25

11 -4Lap 31.13Nitto CC 呉三1507 三浦 卓 呉 会杰27 2:02:57.29

11 -4Lap 30.66バルバクラブトヤマ1530 藤原 嘉彦 工藤 利孝 塚本 真琴 木本 誠28 2:04:51.21

11 -4Lap 30.53club Speranza1517 渡邉 直樹 水持 直樹 石川 恵一29 2:05:23.80

11 -4Lap 29.43ザ・ドリン禁ず021511 香口 英則 谷山 晋平30 2:10:03.00

11 -4Lap 29.22バルバクラブタカオカ　A1531 宮崎 慎吾 石川 勝美 小倉 一太郎31 2:11:00.03

11 -4Lap 28.99kode1515 小寺 儀忠 小寺 智江32 2:12:03.58

10 -5Lap 28.76kansai parts1521 松田 誠 平田 勝也 田中 基晴 増井 鵬朗33 2:01:01.23

10 -5Lap 28.08AKBBC-A1516 秋葉 淳一 森 英樹 細澤 新太郎 金坂 大樹34 2:03:55.01
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