
【 4時間ｴﾝﾃﾞｭﾗﾝｽ 4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  らくらくらく～ん Ace425 宮田 裕樹 小林 優斗 榊原 龍一

小笠原 拓也

1 2:02:58.98

24 00:10.88B･B･Q with A421 山口 崇史 牧野 元 高橋 誠

浅井 秀樹

2 2:03:09.87

23 -1Lap松本エキノコックス422 山口 浩司 渡邉 旭平 岩垂 公生

玉田 伸宏

3 2:00:21.96

23 -1Lapteam轍屋439 片岡 誉 油谷 徳泰 田河 慎也

太田 真

4 2:04:24.73

22 -2LapSBC MTB TEAM415 石田 浩己 青山 雄一 佐伯 祐輔

高橋 幸佑

5 2:03:06.19

21 -3Lapニーハイエゴイスト427 内山 勝太 山内 和哉 望月 辰朗

藤本 浩太

6 2:04:45.07

21 -3LapSDL YAMAHA401 中野 拓也 柚木 忠之 伊藤 努

山田 祐也

7 2:06:38.59

20 -4LapHEART VIEW capri410 中路 新大 小口 敦 小口 茉理

中路 崇史

8 2:00:05.69

19 -5Lapシミズサイクル　＃SMT　Bチー406 佐藤 優輝 近藤 敏典 北澤 賢

若林 宏行

9 2:01:50.97

19 -5LapKOGMA Racing409 荒木 邦夫 植田 浩平 石丸 温

宮村 浩平

10 2:03:58.87

19 -5LapMountain Stream-M419 宮川 貴央 羽牟 貞幸 岡田 健次

水間 航多

11 2:04:46.34

19 -5LapTeam 設計連合(山)430 豊丸 謙 中原 兼敏 川島 義治

林 祐輔

12 2:05:05.35

18 -6LapSBC431 平野 利浩 藤澤 英夫 瀬谷 佑介

小川 雅子

13 2:02:31.24

18 -6LapSBC432 渋谷 航 中村 倹二 片桐 遼

島内 岳明

14 2:02:31.39

18 -6LapMキャン△（メカキャンプさんか402 石山 弘喜 織田 智陽 里 圭太

赤松 拓真

15 2:03:10.48

17 -7Lapマリンアクティブ？423 林 隆治 山内 亮介 又井 秀人

石田 剛

16 2:01:29.57

17 -7Lapキャンプしに行くわ424 野畑 勇志 森崎 陽平 上村 拓真

宇敷 友裕

17 2:03:13.11

16 -8Lapシミズサイクル　＃SMT　Cチー405 酒向 夏希 佐藤 裕司 近藤 洋介

坂野 勝敏

18 2:00:03.17

16 -8LapチームLMW411 佐野 貴透 水落 新 竹田 裕亮

竹内 史哉

19 2:00:40.52

16 -8Lap亀おやじwith特急子亀413 末廣 晃一 小林 秀一 柿本 けいじろう

前田 裕一

20 2:00:58.45

16 -8Lapリンリンランラン420 遠藤 公彦 品沢 寛文 牧田 三知代

財津 尚子

21 2:03:08.12

16 -8Lapサッポロ半端ないって435 綱 駿介 進士 晃啓 深見 徹

菊池 洋史

22 2:03:14.02

16 -8Lap優勝候補436 長谷川 貴弘 笹川 悠太 髙嶋 快

藤生 駿佑

23 2:03:36.99

15 -9LapY’s自転車同好会416 中島 博志 木下 学 宮島 雅喜

中島 尚紀

24 2:01:39.38

15 -9Lapチーム　エンデューロ404 中島 章夫 中西 裕亮 土屋 雅彦

中島 健

25 2:01:52.18
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15 -9Lapプライム・ビール434 麻生 航平 市橋 倖太 竹内 一平

齋藤 津樹

26 2:02:59.12

15 -9LapYMCキッズサイクリング417 大田 和也 伊藤 輝 大石 和輝

大田 隼斗

27 2:06:04.69

15 -9Lapチーム影武者440 田中 陽一郎 本間 庄太郎 吉瀬 賢

石山 正弘

28 2:06:12.64

14 -10Lapチーム　マキーノ438 丹羽 千知 矢口 翔 古川 大樹

児玉 匠

29 2:00:27.68

14 -10LapSBC429 米倉 健司 五十嵐 一人 三上 浩幸

浅場 誠

30 2:02:31.29

Comment :  悪天候のため2時間に短縮となりました
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