
【 2時間エンデュランス 4人チーム 】

2019/08/31 (Sat)

Distance :   1周（5.8ｋｍ）×R

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

14  38.50BREZZA KAMIHAGI828 磯部 暢啓 桐山 茂樹 福本 大輔 木下 拓哉1 2:06:32.68

14 00:06.62 38.47KYB　Racing　4人だぜぇ839 宮本 修一 ミケル バライ 伊藤 一浩 水野 晶之2 2:06:39.30

14 02:09.50 37.85LeliendeShiga884 大橋 雷太 長谷川 諒 浦勇 樹 平野 蓮太郎3 2:08:42.18

13 -1Lap 37.20YUCC901 倉本 直人 下瀬 創也 岩野 秀太 破魔 翔平4 2:01:36.85

13 -1Lap 36.58Cycle　Road892 平尾 敦志 小野 尚幸 谷村 幸治 丸山 善貴5 2:03:39.62

13 -1Lap 36.44皇學館大学自転車競技同好会856 東久保 悠斗 坂本 達哉 平田 大喜 稲垣 充人6 2:04:09.82

13 -1Lap 36.07尼崎FDCT831 野村 匡敏 山口 利継 金井 啓人 山田 大起7 2:05:25.29

13 -1Lap 35.84BFN837 浦岡 章太 河野 良信 西田 優希 北川 昌紀8 2:06:14.04

13 -1Lap 35.67３人精鋭818 西野 康一 魚谷 朋寛 船越 冬馬 近藤 光9 2:06:49.59

13 -1Lap 35.41ストラーダライダーズ 勇猛果敢804 田中 宏樹 千菊 道典 日比 淳夫 小川 祐毅10 2:07:46.15

13 -1Lap 35.19愛知工業大学自転車同好会846 新美 孝祐 山腰 亮太 野々山 大我 佐野 大輝11 2:08:33.55

13 -1Lap 35.17OMCCC808 平井 準一 任 聿輝 長沼 龍青 千原 拓也12 2:08:37.95

13 -1Lap 34.99大垣ピストンズ　チーム池田山845 中井 久人 林 孝英 渡辺 達也 田辺 英孝13 2:09:18.19

12 -2Laps 34.63NEXTAGE867 藤田 淳 武田 智行 澤中 喜紀 江間 諒輔14 2:00:34.31

12 -2Laps 34.42CJ栄﨑稔茂810 栄田 富夫 岩﨑 聡子 当銘 稔和 長谷川 茂15 2:01:19.05

12 -2Laps 34.09CJ成田浩太802 成海 大地 島田 久美 伊藤 浩希 長谷部 圭太16 2:02:30.73

12 -2Laps 34.04竜巻旋風脚834 木内 克幸 小林 亨 越川 貴仁 根本 直義17 2:02:40.21

12 -2Laps 33.75CJ山吉敏紀811 山本 和弘 永吉 久美子 森下 敏郎 渡瀬 佳紀18 2:03:44.90

12 -2Laps 33.58中部リサイクル（株）880 佐藤 格 田尻 敦士 深谷 幸彦 深谷 豪汰19 2:04:21.28

12 -2Laps 33.27ドヒーズ849 土肥 範之 岡崎 年晴 美崎 弘樹 笹山 貴広20 2:05:30.86

12 -2Laps 33.20ストラーダライダーズ 海千山千801 坂本 陽介 清瀬 健司 駒水 亘 井上 修治21 2:05:46.57

12 -2Laps 33.16ミズノサイクルチームB872 笹森 哲弥 齊藤 幹 吉川 佑輔 竹村 悠22 2:05:56.05

12 -2Laps 32.97CJ槙見優樹823 槙野 青葉 高見 エリ 藤原 優 佐藤 弘樹23 2:06:39.72

12 -2Laps 32.87名古屋大学医学部チームA821 野原 俊平 郡司 眞人 小川 泰健 大河内 優24 2:07:01.74

12 -2Laps 32.81合同チームＢ（山口・島根）813 佐々木 淳一 古田 裕幸 吾郷 貴大 今村 ルカス25 2:07:15.60

12 -2Laps 32.64Teamクセが強いんじゃ826 濱田 達也 西城 秀幸 山田 耕資 村山 勢奈26 2:07:56.86

12 -2Laps 32.45にしまたサドラーズ895 初谷 博都 村井 真二郎 三縄 賢 伊藤 暢彦27 2:08:40.71

12 -2Laps 32.42チーム桂川896 立石 順也 田中 亮 西山 信幸 長岡 大貴28 2:08:49.63

12 -2Laps 32.41CROSS JOKER886 早川 周作 早川 亜沙美 坂野 光俊 小林 忠江29 2:08:50.70

12 -2Laps 32.28ストラーダライダーズ 曼珠沙華819 西原 英則 大西 邦浩 國領 康弘 森野 晃司30 2:09:22.35

12 -2Laps 32.26CJ秋木曾保チェル803 秋吉 健 小木曾 さくら 鈴木 保志 Sutjitra Mitchel31 2:09:25.95

12 -2Laps 32.04TEAM TORAYCA β873 中西 祐介 首藤 将之 立花 佑規 宮城 雅貴32 2:10:19.89

12 -2Laps 32.00Team　Cyrainco825 森 裕和 中村 直人 神崎 蒼 近藤 明法33 2:10:28.80

12 -2Laps 32.00チーム介護847 金築 敬晃 小野 尊之 垣坂 資 柳井 崇広34 2:10:29.00

12 -2Laps 31.99チリンチリンCLUB β812 寺岡 俊幸 井川 雅志 島田 武典 溝畑 健喜35 2:10:33.28

12 -2Laps 31.94シャープ自転車SFYS850 杉岡 正浩 坂本 恭彦 古川 洋一 吉村 和也36 2:10:45.04

11 -3Laps 31.89ストラーダライダーズ 威風堂々820 渡辺 真理 西秋 敬太 田中 慎司 桑山 雅行37 2:00:01.71

11 -3Laps 31.78ストラーダライダーズ 酒池肉林815 井上 寿 ジェフリー グラ 矢盛 久登 森田 耕38 2:00:26.28

11 -3Laps 31.67遊輪会836 内田 悠希 板垣 謙太郎 稗田 大輔 田尻 純平39 2:00:51.30

11 -3Laps 31.67ストラーダライダーズ 完全無欠824 上野 剛志 大家 篤 西村 勇人 梶谷 優太40 2:00:52.53

11 -3Laps 31.56もなか904 中村 栄登 川本 ゆうたろう 山下 周眞 後藤 羽駆41 2:01:18.14

11 -3Laps 31.42Team Gruppetto C858 大森 孝夫 石原 裕敬 渡辺 龍平 村上 康博42 2:01:48.91

11 -3Laps 31.13Flight of MKFK 859 増田 武士 纐纈 佳英 福本 裕司 加藤 剛士43 2:02:59.03

11 -3Laps 31.02大垣ピストンズ稀861 佐藤 博司 山田 篤 村井 弘人 橋野 昭44 2:03:24.06

11 -3Laps 31.00team 傾奇者874 佐々木 茂夫 佐々木 秀次 吉本 顕 小西 晃平45 2:03:29.38

11 -3Laps 30.93ストラーダライダーズ 余裕綽綽805 西藤 栄祉 田丸 修 山本 俊和 石黒 俊彦46 2:03:46.56

11 -3Laps 30.86Super Concorde848 岩本 徹 高部 和男 清水 将一 沼田 渉47 2:04:01.88

11 -3Laps 30.69JPF　虎876 渡辺 俊太郎 荻原 健二 吉澤 苑実 栃山 恭平48 2:04:44.88

11 -3Laps 30.68JPF　龍879 久場 善博 尾﨑 由佳 長村 達也 妹尾 有高49 2:04:46.54
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11 -3Laps 30.55TEAM SIMIZU A854 小笠原 幹 林 亮 藤上 卓也 村林 孝50 2:05:16.95

11 -3Laps 30.46大垣ピストンズ　チーム角843 田辺 勝之 山岸 真一 岩田 聡子 近藤 耕司51 2:05:41.14

11 -3Laps 30.33オーヘス自転車同好会852 大原 康平 堀木 裕 清水 聡 江藤 潤紀52 2:06:12.14

11 -3Laps 30.31ミズノサイクルチーム870 宮田 美文 老川 哲広 渡辺 良信 岡村 尚美53 2:06:17.16

11 -3Laps 30.13ストラーダライダーズ 意気投合809 新宅 謙市 上嶋 真一 梶原 久典 小田 厚一54 2:07:03.17

11 -3Laps 29.97ＫＰレーシング903 平田 勝也 田中 基晴 木戸 成樹 原田 涼太郎55 2:07:44.42

11 -3Laps 29.92チームアクオード Ｇ840 小川 昌史 宮本 昌樹 堀内 直光 桐山 昌也56 2:07:57.14

11 -3Laps 29.85UBQ827 塚田 貴文 高井 優介 恩田 昭平 平野 隆之57 2:08:13.68

11 -3Laps 29.81ストラーダライダーズ 悠々自適822 山崎 克 吉永 敦 上田 慎一郎 藤井 学58 2:08:26.03

11 -3Laps 29.77ＴＹバイカーズ907 中辻 孝巳 岡田 毅 白石 哲也 木野 雅夫59 2:08:34.70

11 -3Laps 29.74サンデーライダース882 武本 直浩 熊本 淳 近藤 知美 石田 正文60 2:08:43.11

11 -3Laps 29.66伊賀ファイヤー885 米島 徳和 久保 翔治 小田 達也 稲穂 孝亮61 2:09:04.88

11 -3Laps 29.64NEXTAGE866 木村 雄紀 山下 智司 鈴木 一男 内山 剛史62 2:09:10.04

11 -3Laps 29.44バルバクラブトヤマＤ898 島林 孝宏 長澤 竜雅 西野 達弥 吉本 将之63 2:10:00.62

11 -3Laps 29.22チームCAE課860 多賀谷 兼介 大江 祥治 中橋 卓矢 黒岩 瑛冴64 2:11:00.32

11 -3Laps 29.06TEAM走891 荒木 正人 長田 淳仁 蒲澤 昌宏 鈴木 博也65 2:11:42.48

10 -4Laps 28.99メビウスC806 森 美穂 松本 陽子 高橋 直人 木村 吉伸66 2:00:01.78

10 -4Laps 28.94野口サイクル844 野口 大輔 猿田 晴広 河合 淑亘 河合 正旨67 2:00:15.30

10 -4Laps 28.93チームG897 岩澤 伸晃 西井 靖浩 本多 和徳 飯島 健治68 2:00:18.13

10 -4Laps 28.88GMC CYCLING 3865 諸戸 英明 小林 紗依 堀江 将太朗 吉崎 友哉69 2:00:31.12

10 -4Laps 28.84TEAM LINGO-e893 間瀬 研二 小林 敏行 中村 正行 馬場 康寛70 2:00:39.37

10 -4Laps 28.84チーム ウッチー890 内田 友樹 古山 達也 藤原 颯人 古田 哲也71 2:00:40.32

10 -4Laps 28.51アグリスSMIB862 籾山 益己 伴 徳人 佐久間 遼太 井上 知恵72 2:02:04.35

10 -4Laps 28.35名古屋大学医学部チームB814 藤井 論 許 伊凡 山本 英樹 櫻井 悠樹73 2:02:45.56

10 -4Laps 28.20NST Wings832 餅田 翔太 遠西 亮太 小林 洸介 關 孝一74 2:03:23.51

10 -4Laps 28.18GMC CYCLING 1868 渡部 秀樹 佐藤 翼 後藤 広樹 家城 英治75 2:03:30.35

10 -4Laps 28.15日鉄ステンレス894 岩品 貴大 田村 大輔 和田 裕之 岸本 晋作76 2:03:36.11

10 -4Laps 28.03大野YOHEI905 濱崎 あずさ 山岸 勇太 伊藤 正浩 中島 拓也77 2:04:10.30

10 -4Laps 27.98team YTKR838 辻村 太一 辻村 和美 山本 幸彦 星野 麗奈78 2:04:21.52

10 -4Laps 27.79チームアキタ3841 大田 義信 堀田 徹 横田 智久 山崎 奨悟79 2:05:12.45

10 -4Laps 27.61チーム日本製鉄857 露口 秀樹 露口 寛 加島 尚徳 北村 卓也80 2:06:02.79

10 -4Laps 27.59AKBBC900 細澤 新太郎 青木 啓明 川村 将人 相澤 良昌81 2:06:06.89

10 -4Laps 27.48チーム マルカン807 福見 竜也 谷垣 孝男 藤澤 重昭 片山 嘉章82 2:06:39.50

10 -4Laps 27.44GMC CYCLING 2864 野口 智史 市川 由布子 田島 祐 竹市 憲人83 2:06:50.18

10 -4Laps 27.39チームA877 中原 佑太 新堀 貞美 中村 充孝 竹原 一樹84 2:07:04.59

10 -4Laps 27.31チームC881 宇納 直矢 森 浩一 橋本 新 田邊 吉治85 2:07:25.93

10 -4Laps 27.15バルバクラブハクサン 楽しみで906 山田 一博 新保 充功 野田 誠 浅田 祥明86 2:08:09.90

10 -4Laps 26.92住友商事グローバルメタルズ902 小原 豪 秋山 翔太 河本 剛児 春田 原希87 2:09:16.18

10 -4Laps 26.72STOOH! RACING829 豊嶋 宏和 大野 剛 佐脇 一郎 小川 義文88 2:10:14.74

10 -4Laps 26.71チーム クレイシー889 伊東 靖剛 暮石 芳治 上高原 優 坂田 圭佑89 2:10:16.59

10 -4Laps 26.71TEAM TORAYCA α875 直塚 和也 高瀬 裕志 城所 謙一 増田 靖久90 2:10:18.69

10 -4Laps 26.35キャットアイドリマーズ6階883 津山 晃一 津山 政士 木村 誠 宮本 義治91 2:12:05.31

10 -4Laps 25.75GMC CYCLING 4863 田邊 信 水野 光 福永 旭弘 筏井 亮太92 2:15:08.91

9 -5Laps 27.64チームアキタ842 秋田 育久 甘崎 功将 ブイ トウクタン 岩崎 直人93 1:53:19.52

9 -5Laps 25.23弾丸小僧A853 土屋 優 豊留 永久 竹本 哲也 豊留 匠太94 2:04:07.03

9 -5Laps 25.11roadbikerーず888 小久保 維人 赤川 隼一 大西 仁美 石倉 沙里奈95 2:04:44.08

9 -5Laps 24.23あこう部851 赤穂 陽治 本部 伸一 福田 良子 石原 尚之96 2:09:14.81

8 -6Laps 29.68空前絶後の超ミラクルスコーンハ855 石川 涼介 加藤 真巴呂 佐野 佑樹 井上 直人97 1:33:47.78

8 -6Laps 23.04戎びーる871 福島 俊哉 福島 有希 高見 諭史 戎 晋太朗98 2:00:49.54
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8 -6Laps 22.44チームD878 堺 浩貴 吉田 実平 本間 岳志 香川 佑介99 2:04:03.55

8 -6Laps 21.45Team SFORZO869 黒田 勝巳 吉田 裕輔 天野 寿紀 鈴木 麻美100 2:09:48.92

7 -7Laps 26.75Olla de oro816 永松 晶 永松 忠 松政 好一 赤枝 明洋101 1:31:03.17

6 -8Laps 28.42スティール・ロード・ラン817 城 泰教 水谷 友哉 有川 卓見 岩花 理102 1:13:28.08

5 -9Laps 33.74SOLEIL FLIEGER830 木野 良敬 山口 裕子 山口 統生 西井 敬二103 51:34.16

2 -12Laps 35.79チームローロバイシクルズ833 堀内 謙一郎 野村 彗 藤井 秀治 藤井 一輝104 19:26.88

2 -12Laps 35.75徳田輪業スペシャルチーム835 徳田 鉄也 山本 恭久 高橋 秀章 早川 統久105 19:28.00

Comment

Page: 3 / 3 Matrix.inc printed at 2019/08/31 18:33:33


