
【 4時間ｴﾝﾃﾞｭﾗﾝｽ 3人組 】

2018/07/28 (Sat)

Distance :   XC(1周 1.7km)

第28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

24  クラブ・カタクリ317 浅野 勤 青木 誠 高塚 理1 2:00:56.95

24 00:41.38待ってろビール！！314 古井 秀人 森 久 太田 賢一2 2:01:38.34

24 02:14.90GRM&Rustic327 大澤 和男 大澤 誠人 上野 悠佑太3 2:03:11.86

23 -1Lapナカザワジム/GRM/航空電子309 重 由一 重 陽斗 落合 康生4 2:00:23.41

23 -1Lap３UP＆スリーアローズ318 高橋 翔 嶋崎 亮我 綾野 尋5 2:02:06.06

23 -1LapMountainStream-F310 須田 陽夫 深沢 晃司 小林 義典6 2:05:00.58

22 -2LapチームM301 松本 典宏 高橋 透 佐川 勇輝7 2:00:01.78

22 -2LapSY-Nak / 轍屋336 中込 辰吾 中込 由香里 橋口 陽子8 2:00:35.29

22 -2Lap日野自動車レーシングチーム340 中山 誠司 千葉 晃 戸田 誠9 2:01:21.87

22 -2Lapベントス　Bチーム342 小泉 茂 池田 勝之助 三宮 尚志10 2:02:00.17

21 -3Lapペルジタ326 榎本 真 松尾 光浩 上野 渉11 2:00:29.47

21 -3LapVERTEX306 龍野 旭飛 垣内 優希 村越 一哉12 2:00:48.49

21 -3Lapベロロ子豚325 平塚 克彦 山下 順 楠 紳一郎13 2:01:45.24

20 -4LapTCKR α338 三輪 貢司 廣田 光彦 名倉 瑞桔14 2:00:13.29

20 -4LapTCKR/846339 石倉 大義 日吉 愛華 山中 賢史15 2:01:06.42

20 -4LapFUN CYCLE－A337 藤本 和昭 杉本 典光 菊池 直輝16 2:01:26.18

20 -4LapFUN CYCLE-B331 田中 諒 長島 悠貴 石倉 玄太17 2:02:28.25

20 -4Lapながのファミリー305 永野 智海 永野 昇海 永野 潤美18 2:04:43.11

19 -5Lap臼杵レーシングMTB部324 増田 昌宏 阿部 歩 佐藤 大19 2:00:30.20

19 -5Lapベントス　Aチーム320 小島 光博 堀間 華世 上條 正明20 2:00:47.43

19 -5Lapシミズサイクル　＃SMT　Aチー302 杉本 達哉 石坂 洋一 愛葉 祐司21 2:01:06.70

19 -5Lapサイクルショップミツワ329 萩原 拓朗 坂井 康昭 松野 秀一22 2:03:14.76

18 -6Lap和田サイクル Amigo319 高橋 泰一郎 福本 英一 片村 陽子23 2:03:43.37

17 -7Lapサイクルショップミツワ330 斉川 祥 百瀬 憲 土屋 康弘24 2:01:54.02

17 -7Lap日立ヘルスケアMTB322 富澤 一修 鈴木 伸一郎 肥垣津 雄日25 2:02:38.67
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16 -8Lapteam SAZU corpration332 村井 資明 佐塚 悠介 渋佐 武夫26 2:05:35.84

14 -10Lapwipe out 1315 寺島 毅 井上 正治 田中 裕士27 2:02:00.43

13 -11Lapwipe out 2316 山本 裕之 石井 宏明 松本 剛典28 2:04:02.56

12 -12Lapうっかりベロロ子豚323 北根 弘雄 齋藤 光正 齋藤 光一29 2:03:42.86

8 -16Lap斜面ライダー2018303 林 佳克 渡邊 慎吾 小林 一郎30 2:05:59.18

Comment :  悪天候のため2時間に短縮となりました

Page: 2 / 2 POWERTAG by Matrix.inc


