
【 2時間エンデュランス JCF登録 】

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

15  41.53おちんぎんれーしんぐ1504 中野 圭 伊奈 孝浩1 2:05:42.43

14 -1Lap 40.58KYB　Racing1513 原田 耕太 樋口 功治2 2:00:02.86

14 -1Lap 40.46イッヌ1530 佐藤 泰介 深谷 優光 清水 大貴3 2:00:25.66

14 -1Lap 40.45BREZA KAMIHAGI1501 江口 成臣 末澤 正太郎 濱野 巧勝4 2:00:27.09

14 -1Lap 40.17Ciel1509 若代 健 横田 慧一5 2:01:17.11

14 -1Lap 40.17Magery : メイジャリー1511 高倉 正善 津田和 弦樹 藤山 龍太6 2:01:17.43

14 -1Lap 39.82モンスターフットレーシング1510 鈴木 紀雄 小池 亨治7 2:02:20.68

14 -1Lap 39.24LeliendeShiga1516 向畑 和貴 木村 太一 中司 大輔8 2:04:09.33

14 -1Lap 38.47大垣ピストンズ　話1528 廣瀬 公智 ヨシダ ケンイチ 住田 篤紀 土屋 智昭9 2:06:39.06

14 -1Lap 38.34名古屋高校自転車競技部1532 杉下 温音 水井 悠都10 2:07:04.70

14 -1Lap 38.15ダイモンレーシング1505 越山 和幸 大井 基司11 2:07:41.93

13 -2Laps 37.20大岡山幼稚園ANNEX組1522 萩原 亜蘭 李 鎬宇12 2:01:36.76

13 -2Laps 37.14Team Monigro1534 田中 洋行 井上 彩13 2:01:48.98

13 -2Laps 36.46SFIDANTE1525 上川 海人 吉川 瑠貴 麻田 拓真14 2:04:05.58

13 -2Laps 36.45島根大学医学部1502 若山 和明 須田 翔太 鴻原 昇太15 2:04:07.91

13 -2Laps 35.75サイクル県やまぐち1526 西川 昌宏 瀧本 尚也 森 悠太16 2:06:33.25

13 -2Laps 35.72ぶりだいこん1520 小林 詢大 宮本 和輝17 2:06:39.88

13 -2Laps 35.71合同チームＡ（金沢・奈良）1507 直江 邦彦 今村 真一朗 山口 知剛18 2:06:40.32

13 -2Laps 34.75TEAM AXIS  パイオニア1531 吉武 孝二 遠山 剛19 2:10:11.66

12 -3Laps 34.75名古屋チェリーボーイズ1533 山﨑 大生 馬渕 栄二郎 近藤 晴人20 2:00:11.37

12 -3Laps 33.65TEAM-T1514 田辺 満 田辺 哲夫21 2:04:05.72

12 -3Laps 31.84Team まんま shandy gaff1523 田淵 克尚 高田 昌秀 外岡 幸容22 2:11:08.73

11 -4Laps 30.99チーム801517 長江 達洋 井下 孝巳23 2:03:30.51

11 -4Laps 30.50SPT自転車同好会Dチーム1508 飯泉 仁美 杉本 大介 宅間 晴香24 2:05:29.79

11 -4Laps 29.02名城1年生2/3ヲタク部会1529 中村 光希 森 俊輔 神崎 聖也25 2:11:54.48

10 -5Laps 28.62愛LEX1527 豊田 幸三 武田 幸弘 柴田 かすみ26 2:01:34.77

10 -5Laps 28.10チーム801518 谷野 勝則 境 仁史27 2:03:50.36

10 -5Laps 28.00斑鳩☆戦隊ウエヤマン1521 安藤 剛 木村 弘次 籠谷 和照 上山 惇志28 2:04:18.15

10 -5Laps 27.68チーム BONDS A&M1519 藤田 あゆみ 新村 真里枝29 2:05:42.18

10 -5Laps 27.38RoadyShiga1506 神山 裕二 菊井 隆裕 山本 真知子30 2:07:06.61

10 -5Laps 27.02タイガー1524 坂 亘人 米川 智志 尾田 英登31 2:08:46.84

9 -6Laps 25.90RJリトルシニア1512 青野 勉 奥村 智 廣岡 和也32 2:00:55.14

9 -6Laps 25.26NISSEI1515 日下 輔 小倉 貞彦 山奥 和宏 堀切 洋一33 2:03:59.54

8 -7Laps 23.15チームへのへのもへじ1503 川筋 一夫 岩科 豪34 2:00:16.87
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