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2  46.15三味線レーシング2831 荻野 徹 川邊 恭平 青砥 英明 増田 翔太 15:04.79

2 00:09.72 45.66HRT2822 武田 光司 沖本 篤 藤村 剛 河野 稔之 15:14.52

2 00:18.27 45.24鷹組スペシウムビーム1693 服部 隆宏 酒巻 弘志 橋本 洋孝 村山 椋 15:23.06

2 00:21.17 45.10zeke×幻海領域RACING2804 渡部 晃久 浦田 昂希 大久保 裕樹 原田 昇 15:25.97

2 00:23.64 44.98レブハフトレーシング40+2815 岩田 文彦 奥田 晃彦 亀山 誠 山本 雅一 15:28.44

2 00:35.23 44.42△ミサイル　ロデオスター2766 大山 陽一郎 川森 康裕 井上 聡史 古市 篤彦 15:40.03

2 00:54.77 43.52ぴっとレーシングチームＢ2737 久木村 求 桑島 隆之 宮嶋 美規夫 松本 佳朗 15:59.57

2 00:54.80 43.52つうばいつうRチーム2788 青山 明義 中川 隆司 廣瀬 尚起 西 紘平 15:59.59

2 00:55.24 43.50チームカミハギＣ2759 吉田 康彦 稲葉 誉人 山本 敬 舟橋 伸宏 16:00.03

2 00:59.08 43.32オルクドールT.N.27710 杉本 勇二 早川 信明 長江 浩穂 香月 眞一 16:03.88

2 01:09.55 42.86ぴっとレーシングチームＡ25111 岡田 幸裕 田平 真也 馬淵 智広 榊原 輝昭 16:14.34

2 01:14.41 42.65レブハフトレーシング50Ｓ26912 山口 正起 矢船 良洋 水草 和英 佐々木 義智 16:19.21

2 01:15.99 42.58△ミサイル　トマホーク27213 中村 和志 黒田 孝 太田 誠 杉浦 友昭 16:20.78

2 01:20.48 42.38ストラーダライダーズ 完全無欠26414 上野 剛志 大家 篤 間所 智幸 篁 佳太 16:25.27

2 01:31.02 41.94KYB　Racing　Cチーム15615 坂下 卓 郷 和広 青木 優太 高柳 樹 16:35.82

2 01:32.15 41.89カミハギサイクル　山崎会26216 山崎 大樹 本多 春彦 渡辺 真一 佐藤 淳 16:36.95

2 01:34.42 41.79大垣ピストンズage２２９26817 中井 久人 下野 勝浩 中河 義浩 林 孝英 16:39.21

2 01:35.82 41.73CJ栄海青弘11018 栄田 富夫 成海 大地 槙野 青葉 山本 和弘 16:40.62

2 01:35.86 41.73ターミネーターＲ・Ｔ　大黒天26719 福本 哲也 大久保 克哉 服部 環 澤口 卓弘 16:40.65

2 01:48.71 41.20ぴっとレーシングチームＣ26120 前田 浩 梅本 伸行 近藤 真一 長谷川 雅敏 16:53.50

2 01:50.68 41.12LRCC ゆる練12421 松本 哲郎 盛田 裕紀 深川 雅史 荒川 卓俊 16:55.48

2 01:57.06 40.87Rise-RTまろやか25922 田中 伸之 金田 誠次 川端 浩介 樋口 龍行 17:01.85

2 01:58.99 40.79E-WORKS＠PINKY25623 斉藤 玄 小形 健作 高村 拓也 長田 貴彦 17:03.78

2 02:01.75 40.68ペレグリン26524 横幕 浩宜 遠藤 信一 岡 勇輝 斉藤 翔 17:06.55

2 02:02.29 40.66ストラーダライダーズ 大安吉日26025 中脇 武洋 奥村 健一 佐川 友樹 大崎 雅信 17:07.09

2 02:11.56 40.29チーム GUMBO16826 上川 孝 山中 知義 折本 皇一郎 柳橋 寛人 17:16.35

2 02:19.10 40.00エンドウ商会25527 佐藤 宏一 石井 純一 兵頭 毅之 五十嵐 陵 17:23.89

2 02:20.05 39.97サニーサイド　ヴォルツァーノ25828 川辺 和広 松岡 雅仁 野口 裕之 橋本 健次 17:24.84

2 02:21.95 39.89KYB　Racing　Bチーム24929 能田 光 伊藤 一浩 鈴木 亮太 松尾 彰久 17:26.75

2 02:24.19 39.81Team Hakusei A15430 浅原 宏之 毛呂 康夫 森嶋 康仁 渡邉 聖一郎 17:28.99

2 02:25.93 39.74チームカミハギＡ27031 伊井 孝之 青木 健悟 大脇 邦弘 矢野 修 17:30.73

2 02:28.97 39.63ＴＯＭＯＳ　Ｒａｃｉｎｇ26332 水野 晶之 板津 昌也 鍵谷 照紀 三浦 栄一 17:33.76

2 02:31.36 39.54チームダックスフンド15233 山本 洋一 田中 義晃 村上 淳 笠間 知宏 17:36.15

2 02:33.39 39.46レブハフト　レーシング　Z26634 井上 裕 高木 篤 大脇 誠治 西嶋 等 17:38.19

2 02:41.32 39.17もちもちレーシング14535 小坂 悠人 加藤 寛隆 星野 龍磨 飛鳥 湊 17:46.12

2 02:43.40 39.09Panasonic　品質管理25736 原田 正太郎 横山 真作 水谷 隆太 西森 皓耶 17:48.19

2 02:46.70 38.97スワコレーシングチーム16437 福田 和博 菊池 伸悟 山崎 直樹 山崎 陽太 17:51.49

2 02:47.57 38.94サニーサイド24638 村田 明彦 斉藤 忠義 秀 孝一 平野 吉照 17:52.36

2 02:52.82 38.75wil13339 形部 直登 辻本 雅俊 木村 雅弥 百津 幹太 17:57.62

2 02:53.37 38.73藤谷サイクル25040 藤谷 照治 内藤 昭裕 八田 友成 小坂 雄一 17:58.16

2 02:53.46 38.73ストラーダライダーズ 勇猛果敢13241 田中 宏樹 千菊 道典 日比 淳夫 小川 祐毅 17:58.26

2 02:55.94 38.64つうばいつうGチーム25342 竹田 豊 本田 日出男 富澤 克彦 伊与田 宏之 18:00.74

2 02:58.71 38.54ととまるレーシング16743 伊藤 透 服部 真哉 村田 進 佐藤 丞 18:03.50

2 02:59.79 38.50Nitto CC 哲慶倫22944 伊藤 大倫 原 慶太 柴田 哲宏 18:04.59

2 03:01.47 38.44チームM-2 B11645 荒木 充雄 小泉 敏一 前瀬 和顕 竹島 昭一 18:06.26

2 03:14.77 37.98KROCC チームＫ24346 上神 輝久 坂上 寿郎 志水 利治 浅木 英生 18:19.57

2 03:14.84 37.98チームアクオード ３13147 木村 朋宏 小橋 駿輝 大和 恒星 永井 笙太 18:19.63

2 03:14.85 37.98ナゴレン「日曜は霞埠頭に集合」14348 加藤 浩一 水谷 聡 渡辺 敬史 18:19.65

2 03:17.83 37.87ＺＩＰＰＹ　ＯＢ14449 児嶋 博徳 河野 哲寛 前田 哲宏 北村 正憲 18:22.63

2 03:26.77 37.57Breakers TT部23850 岨 宗介 西川 幸保 山口 真也 江頭 昭男 18:31.57

2 03:29.02 37.49伊丹NCC-A24451 青木 昌文 七野 智昭 中島 秀規 藤田 一博 18:33.81

2 03:29.40 37.48ＴＯＭＯＳ　Ｒ／Ｆ127152 川合 隆博 安藤 明生 丹羽 憲章 山田 武志 18:34.19
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2 03:31.47 37.41ＢＥＡＣＨ １０％22753 細川 広道 石原 祥量 細川 寿美子 宮城 玲央名 18:36.27

2 03:34.18 37.32△ミサイル　ハープーン24254 水本 雅樹 加藤 恭路 伊藤 智幸 豊田 佳人 18:38.97

2 03:37.19 37.22Team Bonds K21855 吉住 和洋 望月 康 青山 護 伊藤 真己 18:41.99

2 03:37.64 37.20△ミサイル　飛翔体13756 茂利 隆俊 内田 信 水谷 浩明 堀川 洋一 18:42.44

2 03:38.99 37.16KOGMA Racing B13857 羽田野 恭司 田中 秀樹 植田 浩平 荒木 邦夫 18:43.78

2 03:40.77 37.10チームカミハギＢ22358 浜田 知伸 伊藤 大輔 伊藤 精哉 森崎 尭夫 18:45.56

2 03:42.17 37.06サニーサイド　アズーリ青い騎11559 向囿 友博 田村 英敏 三浦 正也 18:46.97

2 03:44.45 36.98ストラーダライダーズ 海千山千24560 坂本 陽介 清瀬 健司 駒水 亘 井上 修治 18:49.24

2 03:46.47 36.91Team Hakusei B15861 足立 圭哉 南 孝久 伊藤 知史 福島 良久 18:51.26

2 03:53.63 36.68ミズノサイクルチーム16162 藤本 和也 老川 哲広 吉川 佑輔 笹森 哲弥 18:58.42

2 03:56.77 36.58伊丹ＮＣＣ－Ｂ24063 森口 靖弘 糸本 守 大町 辰也 渡邊 樹 19:01.56

2 03:56.82 36.58SEPIA RACING 星組24164 吉野 英毅 仲田 耕史 水野 聖人 立川 一秀 19:01.62

2 03:58.40 36.53IRT12865 谷野 広卓 入江 一仁 坂田 紀彦 19:03.19

2 04:09.71 36.17つうばいつうＡチーム22666 木村 昇 山中 康正 大津 誠 定本 真輔 19:14.50

2 04:10.58 36.14team BONDS22467 鬢櫛 渉 長倉 和也 横畑 直人 長倉 純也 19:15.37

2 04:10.59 36.14チームM-2 A13068 田中 孝欣 松田 健太 坂井 佑介 中山 綱記 19:15.39

2 04:10.85 36.14つうばいつうＢチーム14669 川村 勝久 中野 等 武井 孝平 小山 晃弘 19:15.64

2 04:25.26 35.69ＴＯＭＯＳ　Ｒ／Ｆ415770 安藤 学 山田 了 佐合 満岳 渡邉 健人 19:30.06

2 04:31.43 35.50ストラーダライダーズ 一念発起23971 濱田 健司 奥 義詞 下川 賢祐 大前 吉史 19:36.22

2 04:33.45 35.44SPT自転車同好会　チーム瀬田12272 松田 光平 石原 巧 杉本 大介 19:38.25

2 04:35.39 35.38TCC-SPEEDO21473 田中 秀明 田中 利幸 中野 修 小林 潔 19:40.18

2 04:37.57 35.32ストラーダライダーズ 曼珠沙華20774 西原 英則 大西 邦浩 國領 康弘 森野 晃司 19:42.36

2 04:37.80 35.31Team HCR16675 日比 亨 日比 克 日比 巧 19:42.59

2 04:39.68 35.26ダイモンレーシング22876 土田 賢一 鈴木 正和 岡田 尚久 19:44.47

2 04:40.15 35.24ターミネーター　ビシャモン12077 酒井 研二 服部 秀彦 早瀬 典男 打田 功 19:44.94

2 04:43.72 35.14KYB　Racing　Aチーム27478 宮本 修一 ミケル バライ 樋口 功治 原田 耕太 19:48.52

2 04:45.03 35.10伊丹NCC－C21379 山元 裕史 合澤 豊 松浦 誠 山内 信彦 19:49.82

2 04:45.39 35.09ベァーズ15180 名越 勝也 岡本 員己 水越 茂樹 19:50.18

2 04:45.72 35.08ＴＣＣ－ＳＰＥＥＤ　Ｂず23281 下向 正之 石川 佳範 大西 幸夫 佐藤 善昭 19:50.52

2 04:46.35 35.06KROCC チームＲ22182 松田 信一 横田 俊彦 小山 千代治 19:51.14

2 04:46.36 35.06変態戦隊11983 細田 将史 木村 裕章 大原 壮史 19:51.15

2 04:46.42 35.06ストラーダライダーズ 余裕綽綽22584 西藤 栄祉 山本 俊和 西尾 彰宏 19:51.22

2 04:46.89 35.04TCC-SPEED 三和日21985 沢出 秀雄 高田 和幸 伊藤 賢二 黒田 賢 19:51.68

2 04:50.13 34.95サニーサイド　ベント風11186 乙咩 陽平 國武 康範 藤田 敦司 19:54.93

2 04:52.78 34.87ＴＣＣ－ＳＰＥＥＤ　アドシーチ22287 西井 政文 田中 良和 生川 博士 小沢 禎久 19:57.57

2 05:00.40 34.65ストラーダライダーズ 意気投合21188 新宅 謙市 上嶋 真一 梶原 久典 20:05.20

2 05:00.93 34.63エンドウ商会13489 渡部 雅彦 今野 裕貴 遠藤 慧 今野 真菜 20:05.72

2 05:04.20 34.54チームアクオード ６14090 渋谷 晃也 早川 祐二 平田 佳之 安川 秀範 20:08.99

2 05:07.06 34.46CJ秋藤優郎13591 藤原 優 秋吉 健 伊藤 浩希 森下 敏郎 20:11.85

2 05:07.22 34.45TCC-SPEED 5 OB14992 森 由光 早川 孝明 竹村 照雄 20:12.02

2 05:08.47 34.42チームアクオード ７12193 西橋 雅人 湯浅 真一 仲田 浩二 内村 晋也 20:13.27

2 05:13.89 34.27ターミネーターＲ・Ｔ　恵比寿天20694 若林 勤 荒木 伸一 武野 義郎 森岡 淳 20:18.68

2 05:20.13 34.09コカドサイクル 北摂支部21695 小門 栄喜 井上 喜光 坂上 智 木藤 大祐人 20:24.92

2 05:20.73 34.08ＴＯＭＯＳ　Ｒ／Ｆ623596 白木 大智 奥村 貴俊 加藤 善光 和田 哲哉 20:25.52

2 05:32.23 33.76サニーサイド　ルーチェ光12597 新後 研二 久保 誉 村瀬 和宏 松本 典和 20:37.03

2 05:33.11 33.73FORTUNEBIKE16598 龍池 哲也 朝倉 寛史 山口 利彰 鈴木 昌弘 20:37.91

2 05:34.00 33.71TZ-AYACY11399 吉田 威久 今西 孝彰 中出 貴之 20:38.80

2 05:35.96 33.66チームアクオード ５148100 遊佐 浩宣 櫻井 俊也 小川 昌史 金森 修一 20:40.75

2 05:39.47 33.56ＴＯＭＯＳ　Ｒ／Ｆ3252101 今井 亮一 永田 卓也 松尾 璃音 安藤 知起 20:44.26

2 05:40.57 33.53ＴＯＭＯＳ　Ｒ／Ｆ5248102 羽田野 隆 水野 聡 池田 勉 佐藤 雅徳 20:45.36

2 05:43.32 33.46チーム・レグルス236103 山下 依知郎 富田 浩盟 鈴木 健介 田中 英彦 20:48.11

2 05:49.87 33.28SEPIA21212104 西山 忠 佐山 卓也 嶋屋 創 堀口 宗和 20:54.67

Page: 2 / 3 Matrix.inc printed at 2019/08/31 14:57:39



【 チームTT　JCF未登録 A 】

2019/08/31 (Sat)

Distance :   2周（11.6km）

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

第36回シマノ鈴鹿ロードレース大会

2 05:50.31 33.27西宮市役所自転車部A205105 仲 浩延 畑 文隆 森 利文 大谷 義和 20:55.10

2 05:51.36 33.24つうばいつうKちいむ215106 角屋 裕 角屋 卓美 角屋 育美 角屋 良 20:56.15

2 05:51.96 33.23TCCーSPEED  タチバナ208107 橘 昭久 市村 寿岳 伊藤 俊之 伊藤 勉 20:56.76

2 05:57.18 33.09ビターエンダーＢ150108 田村 健司 乃万 明彦 広瀬 雅旨 21:01.98

2 05:59.08 33.04老ーでぃ147109 堰口 義正 藤原 一史 阪口 竜一 田頭 紘治 21:03.87

2 06:01.00 32.99ストラーダライダーズ 威風堂々217110 渡辺 真理 西秋 敬太 田中 慎司 桑山 雅行 21:05.79

2 06:01.89 32.97西宮市役所自転車部C233111 中尾 公紀 阿部 雄太 米永 拓真 厚見 和範 21:06.69

2 06:04.73 32.89チーム斜面ライダー162112 水野 善康 寺嶋 丈博 小林 一郎 渡辺 慎吾 21:09.52

2 06:09.36 32.77Flight of MKFK 209113 増田 武士 纐纈 佳英 福本 裕司 加藤 剛士 21:14.15

2 06:10.33 32.75ＴＥＡＭ-554234114 彦坂 渉 福西 淳司 大西 基夫 21:15.13

2 06:11.58 32.72SEPIARACING　宙組129115 仲田 美佐緒 小松 吉則 山本 眞也 大形 雅俊 21:16.38

2 06:17.61 32.56シミソウルブラザーズ127116 清水 幸一 山口 均 濱田 隆雄 宇城 正博 21:22.40

2 06:23.59 32.41La Tartaruga α153117 青木 拓也 中嶋 一雄 三浦 宏之 21:28.38

2 06:35.76 32.11轟輪会 令和記念Aチーム210118 今堀 克治 岸本 廣 山本 勉 細井 一 21:40.56

2 06:52.48 31.70STR118119 斎木 拓郎 山室 俊介 田井中 宏文 神谷 映輝 21:57.27

2 06:59.53 31.53CJ佐銘茂太117120 佐藤 弘樹 当銘 稔和 長谷川 茂 長谷部 圭太 22:04.33

2 07:14.90 31.17ＷｉＬＬ141121 山 英則 渡部 哲也 田中 義博 22:19.69

2 07:17.96 31.10ストラーダライダーズ 酒池肉林109122 井上 寿 ジェフリー グ 矢盛 久登 森田 耕 22:22.76

2 07:19.07 31.07SBK2104123 仲林 和宣 楳田 謙治 原井 敬太 菊永 輝紀 22:23.86

2 07:20.21 31.05伊丹NCC－E203124 伊丹 隆人 平井 清武 宇都宮 正 22:25.01

2 07:22.81 30.99Team　Cyarinco126125 森 裕和 中村 直人 神崎 蒼 近藤 明法 22:27.61

2 07:31.81 30.78ＴＯＭＯＳ　Ｒ/Ｆ2105126 服部 喜勇 伊藤 賢二 伊佐治 朗 西垣 勝弘 22:36.60

2 07:34.06 30.73RVW123127 松田 清孝 広岡 豊 片山 長和 足立 智輝 22:38.85

2 07:46.94 30.44西宮市役所自転車部B139128 岡井 一樹 原 昌義 杉山 裕樹 宮本 宏 22:51.73

2 07:47.20 30.44SERACRAFT103129 岩井 健 丹羽 秀記 谷 昭司 中川 雄介 22:52.00

2 07:47.33 30.43サニーサイド　ミーチェ201130 松谷 庄司 長友 秀子 永田 和美 辻田 晶子 22:52.12

2 07:52.08 30.33FORTUNEBIKE163131 秋山 修 真隅 剛 渡邉 直樹 錦織 大祐 22:56.87

2 07:54.93 30.27轟輪会 令和記念Bチーム230132 守本 幸一 大坂 文男 宮路 佳秀 小山 耕二 22:59.72

2 08:08.80 29.97つうばいつうＤちいむ220133 清水 裕之 垣本 充生 西 忠夫 小杉 亮太 23:13.60

2 08:26.60 29.59KROCC チームO204134 當房 章 森川 重喜 滝辺 和恵 與倉 稔 23:31.40

2 08:26.84 29.58SPT自転車同好会（KAZE)136135 飯泉 仁美 薮下 富生 小塩 昭彦 宅間 晴香 23:31.63

2 08:37.25 29.37ローディ滋賀112136 菊井 隆裕 高井 武 神山 裕二 今村 良二 23:42.04

2 08:40.81 29.29Team Ausfahrt101137 森 和裕 高松 繁 杉浦 教之 木澤 武史 23:45.61

2 09:01.30 28.88合輪会会長班107138 原田 彰 堀 高 金子 秀樹 林 浩二 24:06.10

2 09:12.45 28.66ストラーダライダーズ 文武両道231139 山本 朋貴 吉田 義春 善本 保志 貝澤 理花 24:17.24

2 09:25.24 28.41まほロバRC254140 喜多 眞二 本多 秀明 谷口 七海 吉村 康男 24:30.04

2 09:41.18 28.10STOOH! RACING106141 大野 剛 豊嶋 宏和 佐脇 一郎 小川 義文 24:45.98

2 09:56.83 27.81チームアクオード ２114142 松本 直樹 堀内 直光 谷 紀彦 桐山 昌也 25:01.62

2 10:00.44 27.74SANYU RAITO CYCLING TEAM237143 梶原 永吉 五百井 真人 井上 龍祐 伊藤 吉考 25:05.23

2 10:27.92 27.25伊丹NCC－D108144 西田 雅彦 丸山 幸夫 寺垣 元晴 根井 歩 25:32.71

2 10:36.54 27.09チームアクオード １160145 髙山 淳一 辻 豪 宮崎 英司 25:41.34

2 11:42.79 25.98ビターエンダーＣ102146 安藤 健 鎌田 照夫 原田 俊秀 26:47.58

2 12:15.09 25.47SANYU RAITO CYCLING TEAM159147 松原 竹志 尹 太権 古家後 和彦 27:19.89

2 12:21.05 25.37アントニオ155148 磯尾 利幸 高見 俊樹 莵原 裕太郎 野村 信介 27:25.85

2 14:00.37 23.93伊丹ＮＣＣ－Ｆ142149 平井 清隆 井口 潤一 松本 浩一 根木 利和 29:05.17

1チームダックスフンドA247DNF 中山 雅弘 齋藤 和也 坂崎 俊治
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