
【 チームTT（JCF未登録） B 】

2019/09/01 (Sun)

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  46.55TEAM光1821 塚本 清太 松田 洋幸 福代 直希 松野 裕樹 14:57.16

2 00:11.05 45.98マイヨ・ノワール1902 後藤 孝明 川邊 恭平 中村 拓真 村山 椋 15:08.21

2 00:22.20 45.42HRT1893 武田 光司 沖本 篤 藤村 剛 河野 稔之 15:19.36

2 00:50.01 44.09White Jack1864 前川 圭助 奥川 夏弥 大橋 宣之 北川 大慈 15:47.17

2 01:05.24 43.39Riseレーシングチーム1425 大入 隆平 園田 恭明 中川 健 神谷 崇大 16:02.40

2 01:09.78 43.19gyrfalcon1876 名越 一全 池田 一則 平田 要 鈴置 卓也 16:06.94

2 01:16.10 42.91鷹組　ブッチャー・シーク組1187 岸田 直樹 近藤 達哉 橋本 洋孝 川田原 奨 16:13.26

2 01:16.83 42.87DESTRA1518 吉原 健太郎 加藤 正晴 倉田 裕之 16:13.99

2 01:16.85 42.87TTマイスター1559 松本 孝 宇田 裕行 浦谷 篤 堀井 卓 16:14.01

2 01:38.51 41.94O★RACING-1号11510 横井 敏幸 伊藤 謙史 村田 知憲 荻上 拓大 16:35.67

2 01:39.18 41.91The BRAKER’S 小隊18411 山下 隆浩 館 栄太郎 黒岡 正巳 黒岩 侯生 16:36.34

2 01:44.22 41.70TEAM　AXIS18112 萩森 郷太郎 西沢 頼 上野 貴広 中屋 和久 16:41.38

2 01:46.74 41.60ターミネーターＲ・Ｔ 布袋尊18013 中池 芳和 篠木 伸次 大江 貴幸 井田 龍宝 16:43.90

2 01:47.90 41.55Team Gruppetto A15014 新谷 敦史 桑島 大志 印南 裕二 松田 広則 16:45.06

2 02:00.52 41.03CSK Racing Club11315 真野 功 岩崎 嶺 与北 奈須夫 河下 友則 16:57.68

2 02:00.64 41.03CSヤマダHU２Y17216 山田 太郎 上野 君徳 山本 剛史 平岡 直樹 16:57.80

2 02:02.11 40.97大垣ピストンズ　ＴＡＫＥ　ｉｔ12617 清水 勝也 冨田 剛 竹中 宏和 住田 篤紀 16:59.27

2 02:05.12 40.85いとう内科クリニックRT118518 伊藤 雄介 長縄 貴史 山本 栄和 原田 侑亮 17:02.28

2 02:05.74 40.83バルバクラブハクサン A15919 森 拓也 粟津 創 金山 貴宣 後藤 将寛 17:02.90

2 02:14.95 40.46エコサイクル11420 塩谷 隆行 曽根 謙一 勝元 貴良 17:12.11

2 02:26.63 40.01サンワRT12121 秋山 政明 降矢 大資 脇田 裕貴 田中 康介 17:23.79

2 02:28.77 39.93大垣CSC BTS17422 今井 義信 市川 豊 加納 知宏 澤口 弘 17:25.93

2 02:34.15 39.72ペレグリン14023 横幕 浩宜 遠藤 信一 岡 勇輝 斎藤 翔 17:31.31

2 02:34.79 39.70CSヤマダHKNS16524 成川 紘平 服部 享英 片岡 正也 杉田 晃一 17:31.95

2 02:39.49 39.52DRONE TT班17125 末廣 晃一 中村 春男 河合 一徳 富田 将士 17:36.65

2 02:41.58 39.44TEAM NISHIKAWA14926 佐野 敦史 棟保 祐介 徳野 慎平 17:38.74

2 02:50.61 39.11CSヤマダ SMYK17727 矢内 克志 杉崎 雅俊 村上 泰則 木下 弘幸 17:47.77

2 02:57.36 38.86O★RACING-2号12328 岡本 壮一郎 服部 健一 戸谷 健太郎 三島 竜二 17:54.52

2 03:02.42 38.68甘いものハンターズ17529 鈴木 英徳 高橋 栄蔵 水野 善康 小林 一郎 17:59.58

2 03:02.61 38.67Bicycle Color Rabbit14730 米田 泰史 大村 達史 川井 拓摩 17:59.77

2 03:03.02 38.66Rimbridge14831 稲葉 誉人 二ノ宮 道雄 中本 涼馬 後藤 勇 18:00.18

2 03:10.70 38.39スクアドラ19815332 渡辺 信行 加藤 喜丈 野村 一貴 犬伏 雄一 18:07.86

2 03:12.47 38.32IZUMI CHAIN cc16233 瀬藤 暢 福竹 慶一 南 裕之 溝畑 泰伸 18:09.63

2 03:16.06 38.20team光だもの17634 吉田 佳史 國本 英典 伊藤 光一 伊藤 則義 18:13.22

2 03:18.55 38.11ＬＵＣＫＹ ＣＡＴＳ16035 中村 雄一 春谷 健一 白石 浩一 村瀬 修一 18:15.71

2 03:22.08 37.99チーム サニーサイド18836 和坂 素材 永冨 一 池田 豊 川本 憲一 18:19.24

2 03:23.09 37.95Team Gruppetto18337 松本 和仁 藤田 康博 福島 彰男 黒田 侑 18:20.25

2 03:28.84 37.76O★RACING-4号14138 市原 伸示 馬渕 俊信 徳重 政則 構井 智哉 18:26.00

2 03:31.92 37.65ブレイカーズ13939 西川 幸保 田中 やすひろ 岨 宗介 江頭 昭男 18:29.08

2 03:35.78 37.52TCC-SPEED 5 OB11740 森 由光 早川 孝明 竹村 照雄 黒田 賢 18:32.94

2 03:36.74 37.49創一電工レーシング10641 奥山 敦夫 池野 聡一 下 佳晃 18:33.90

2 03:37.75 37.46DRONE ロード班17842 西村 光明 河辺 孝明 田中 大作 18:34.91

2 03:45.91 37.18Team Gruppetto C16343 杉浦 真一郎 渡辺 龍平 伊東 恵雄 鈴木 宏行 18:43.07

2 03:46.00 37.18フットワークにい16844 田中 長柔 山中 啓允 瀧澤 和之 栗山 茂 18:43.16

2 03:52.76 36.96Team Link11045 山田 裕之 杉浦 邦男 山田 智 江頭 慎治 18:49.92

2 03:54.25 36.91堀場製作所自転車倶楽部17946 入江 和大 小嶋 健太郎 水谷 尚登 宇佐美 翔太 18:51.41

2 03:56.34 36.84TEAM　LINK　A12047 後藤 幸哉 難波 修平 岡島 秀樹 岩田 伸一 18:53.50

2 03:56.63 36.83トーテック４６８15648 塚本 英二 松永 文明 森川 正浩 北嶋 智弥 18:53.79

2 04:02.50 36.64BREZZA KAMIHAGI10849 加藤 大典 福田 宏 濱田 雄樹 上萩 泰司 18:59.66

2 04:06.38 36.52Bicycle Color 亀さんチーム13050 永野 人士 中村 茂樹 新井 啓利 19:03.54
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2 04:08.50 36.45チーム今日だけよ201916951 三谷 恭介 島本 直樹 寺山 初範 山崎 正裕 19:05.66

2 04:08.60 36.45バルバクラブトヤマ14652 飛田 修平 荒井 隆雄 東 直樹 青山 洋樹 19:05.76

2 04:09.12 36.43BicyclePlanner11153 前川 裕之 恩田 勇輝 酒井 宏典 酒井 綾乃 19:06.28

2 04:13.15 36.30Bicycle Color A16754 篠崎 秀一 日比 一仁 江崎 賢一 吾妻 健夫 19:10.31

2 04:15.89 36.22C.C.YOU12255 岡本 尚希 戸塚 幸生 豊田 尚広 和久田 英次 19:13.05

2 04:43.04 35.38O★RACING-5号10756 伊佐治 隆行 金武 智彦 武田 剛和 野田 範幸 19:40.20

2 04:55.38 35.02FRC10557 西 卓巳 福井 純 佐藤 俊明 小島 久志 19:52.54

2 05:04.24 34.76ＴＣＣ－ＳＰＥＥＤ　アドシーチ12858 西井 政文 田中 良和 生川 博士 小沢 禎久 20:01.40

2 05:05.84 34.71Team DTK15259 内田 裕之 浅井 政俊 水元 優一 林 裕貴 20:03.00

2 05:13.60 34.49フットワークいち14360 長谷川 直輝 辻 正明 渡辺 康司 伊藤 昭 20:10.76

2 05:24.90 34.17スターまじりんぐ13161 深田 宏 森本 賢 南 義彦 岡部 則子 20:22.06

2 05:28.18 34.08大垣CSC　13262 立木 昌幸 平林 大治 廣瀬 和彦 赤嶺 直樹 20:25.34

2 05:31.51 33.99CSヤマダNONM13563 宮原 教行 中原 毅 岡本 正明 野田 富生 20:28.67

2 05:33.35 33.94CATTURA13664 野﨑 歩 茂木 孝裕 亀位 耕平 20:30.51

2 05:33.38 33.94サンワGR11265 佐野 祐二 柴田 浩 古屋 一樹 宮脇 康夫 20:30.54

2 05:37.28 33.83ＺＩＰＰＹ　ＯＢ10366 河野 哲寛 北村 正憲 柳田 佳奈江 児嶋 博徳 20:34.44

2 05:40.21 33.75サトウファーム＆ムック15867 佐藤 善昭 佐藤 善隆 佐藤 正基 下向 正之 20:37.37

2 05:40.36 33.74まほロバRCのぞみ13868 本多 秀明 奥野 英司 竹村 年生 谷口 七海 20:37.52

2 05:42.79 33.68関輪サイクリングクラブBチーム12769 小山 千代治 本田 日出男 西村 喜代一 三神 信一郎 20:39.95

2 05:44.03 33.65トーテック４６８17070 湊原 正司 鈴木 通民 長谷川 智 木村 浩基 20:41.19

2 05:46.95 33.57サンワRT14471 矢持 真一 麻田 貴文 古結 雅裕 増田 尚弘 20:44.11

2 05:47.57 33.55伊丹NCCーG11672 大町 辰也 青木 昌文 糸本 守 黒瀬 和哉 20:44.73

2 05:59.71 33.23O★RACING-3号13473 荻上 宣宏 仙田 康宏 野村 幸喜 花村 進一 20:56.87

2 06:00.50 33.20ＦＵＫＡＤＡまじりんぐ安全第一16674 大西 喜代利 大西 弘 島添 雅治 佐野 哲司 20:57.66

2 06:00.51 33.20茨土サイクリング部15475 濵田 隆之 秋庭 伸正 松坂 崇司 栗下 朋也 20:57.67

2 06:08.80 32.99サンワRT　B13776 阪本 勝 二井 俊成 丸草 倫明 高尾 直人 21:05.96

2 06:14.18 32.85いとう内科クリニックRT213377 能美 善彦 山上 智史 長尾 隆史 21:11.34

2 06:29.82 32.45C.C.YOU16178 古橋 貴之 鈴木 啓介 太田 翔梧 21:26.98

2 06:57.46 31.77関西クラシックレーサーズT11979 前田 保 瀧本 憲治 和田 直之 土田 賢一 21:54.62

2 07:04.48 31.60関輪サイクリングクラブAチーム16480 上神 輝久 坂上 寿郎 庄司 晶夫 濱口 徹 22:01.64

2 07:13.45 31.38CSヤマダＭ２ＫＴ10981 寺本 敦大 望月 光男 森山 哲朗 香西 健 22:10.61

2 07:59.72 30.33まほロバRCひかり10282 喜多 眞二 丹羽 康之 丹羽 知香 喜多 ひかり 22:56.88

2 08:09.98 30.11たからくじ同好会ねお15783 横山 航輝 永山 英太 塚本 大貴 小林 勇揮 23:07.14

2 08:11.87 30.06関西クラシックレーサーズI12984 多田 安男 神谷 一男 佐藤 安伸 佐藤 真喜子 23:09.03

2 08:36.63 29.54堀場自転車倶楽部レジェンド12485 細川 浩司 長谷川 良晴 江草 隆志 23:33.79

2 09:04.35 28.97ＣＳヤマダ紅10186 織田 高志 亀崎 邦彦 菱本 禎恒 久世 貴也 24:01.51

2 09:37.13 28.33サンワRT　A12587 水野 宏 岡山 貞美 古川 昌伸 北谷 伸二郎 24:34.29

2 10:17.21 27.58トーテック４６８14588 佐野 明 三宅 誠之 加藤 紘基 竹田 格成 25:14.37
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