
【 チームTT　JCF登録 A 】

2018/08/18 (Sat)

Distance :   4周（23.2km）

第35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 メンバー タイム

4  50.14宇都宮ブリッツェン5191 鈴木 譲 阿部 嵩之 小野寺 玲 増田 成幸 27:45.63

4 00:14.92 49.70チームブリヂストンサイクリング5062 大久保 陣 窪木 一茂 原田 裕成 石橋 学 28:00.56

4 00:33.05 49.17MATRIX POWERTAG5253 Jose Vicente Airan Fernand 佐野 淳哉 安原 大貴 28:18.69

4 00:46.24 48.79Team UKYO5314 畑中 勇介 小石 祐馬 横塚 浩平 徳田 優 28:31.88

4 01:29.65 47.58シマノレーシング537OPN 木村 圭佑 横山 航太 小山 貴大 中田 拓也 29:15.29

4 02:28.29 46.04愛三工業レーシングチーム5135 住吉 宏太 渡邊 翔太郎 岡本 隼 MONIER Dami 30:13.93

4 02:53.95 45.40イナーメ男子部5226 筧 五郎 中村 龍太郎 佐藤 文彦 北野 普識 30:39.59

4 03:59.72 43.83侵略！！！feat.SKH5337 和田山 尚史 川村 誠 豊田 勝徳 桐野 一道 31:45.35

4 04:36.31 43.01大垣ピストンズ　梅5048 柘植 英明 多賀 良成 坂 直之 佐竹 勝弘 32:21.94

4 04:41.28 42.90VC VELOCE5309 李 宗雨 井上 人志 上田 貴史 浅野 真則 32:26.92

4 05:07.32 42.33DESTRA52910 久保田 寛隆 吉原 健太郎 Day Ryan 内丸 達也 32:52.96

4 06:24.19 40.74Tcars cyclingteam50511 堤 大輔 後藤 真一 里地 洋輔 34:09.83

4 06:43.55 40.36大阪工業大学51812 奥田 直継 山岡 由幸 高木 峻紀 吉村 光也 34:29.19

4 07:11.21 39.83ユーロード ゆる練50713 松本 雄大 深川 雅史 松本 哲郎 34:56.85

4 07:38.75 39.31チーム ガンボ広島51714 小林 達也 藤岡 泰之 折本 皇一郎 35:24.38

4 07:51.14 39.09KOGMA Racing Blue50315 小林 直樹 加塩 弘一 宮村 浩平 大竹 康真 35:36.78

4 08:10.21 38.74Team Gruppetto51416 新谷 敦史 桑島 大志 川野 健太 黒田 侑 35:55.85

4 08:18.30 38.60BHMC-Eチーム50817 尾林 淳 石川 僚一 八木 功 村松 新司 36:03.94

4 08:19.39 38.58飲んでもオヤヂ朝練52718 梅田 康之 白石 昌武 及川 裕和 喜多 義昭 36:05.03

4 08:41.03 38.20桜台レーシングチーム52419 内藤 厚典 伊藤 弘泰 内山 紀寿 鈴木 健太 36:26.67

4 08:44.83 38.13EURO-WORKS Racing52020 森 俊夫 角田 光隆 中森 雅人 松本 竜太朗 36:30.47

4 08:55.56 37.94ナカガワＡＳ・Ｋ’デザインＢチ51221 下村 英男 奥野 浩和 前原 和明 香村 裕之 36:41.20

4 09:01.43 37.84NIKO bike factory51122 飯塚 晃浩 吉田 幸司 渡邊 誉大 杉原 宏平 36:47.07

4 09:32.15 37.32third kyo soldier51623 文倉 慎太郎 大石 剣太 柴田 剛 中嶋 洋輔 37:17.79

4 09:34.14 37.29Team Gruppetto53624 鈴木 宏行 早瀬 憲太郎 松田 広則 印南 裕二 37:19.78

4 09:46.97 37.08ヒカル！50125 小田 健司 船岡 敬司 小池 剛 松廣 高久 37:32.61

4 09:51.61 37.00Team まんま52126 石津 佳也 宇佐美 真一 北村 友 高田 昌秀 37:37.25

4 10:17.32 36.58TEAM ZERO53527 福重 成一 柿澤 謙太朗 藤原 一仁 穴井 和弘 38:02.96

4 10:36.09 36.29桜台RT 歳の差4051528 大橋 良之 宮木 審 金田 直樹 鈴木 颯人 38:21.73

4 10:46.01 36.13MELCO UNO52629 山下 和義 秦 一実稚 樫尾 一知 38:31.64

4 10:51.69 36.04ナカガワＡＳ・Ｋ’デザインＣチ52830 村井 政美 老 昭浩 宮崎 直人 稲生 衡樹 38:37.32

4 10:55.42 35.98ナカガワＡＳ・Ｋ’デザインＤチ50231 小賀野 晃 石谷 純一 寺門 徹 木山 時春 38:41.06

4 11:21.05 35.59ＳＤ２６－Ａ50932 今井 英樹 花木 雅敏 岡本 弘文 丸尾 俊介 39:06.69

4 12:15.49 34.78ビターエンダー　B51033 石崎 茂 岡林 一夫 丸山 征二 40:01.13

4 12:32.85 34.53TEAM ZERO　Aグループ52334 清水 礼士 大石 忠寛 小松 隼 村松 里菜 40:18.49

4 12:40.39 34.43OVER  REV53235 西川 広朗 芳賀 隆 村川 功 加藤 健介 40:26.03

4 14:20.23 33.07ビターエンダーＡ53436 田村 健司 高橋 英寿 岡多 慎也 山岡 幹司 42:05.87
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