
【 チームTT　JCF未登録 A 】

2022/08/20 (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37回シマノ鈴鹿ロードレース大会

2  43.22鷹組　一番機2431 服部 隆宏 西島 将晃 藤波 将 伊藤 紘章 16:06.27

2 00:03.73 43.05ぴっとレーシングチームＡ1282 岡田 幸裕 田平 真也 馬淵 智広 榊原 輝昭 16:10.00

2 00:26.94 42.05レブハフトレーシングSONK2423 岩田 文彦 奥田 晃彦 近藤 享平 中地 優喜 16:33.21

2 00:31.66 41.85KYB　Racing極2044 渡邊 哲彦 星野 宏基 井口 克彦 松浦 和之 16:37.93

2 01:02.37 40.60TEAM☆SKY KYOTO2335 近江 忠仁 酒井 孝典 池田 孝輝 田中 識章 17:08.64

2 01:15.92 40.07DRONE Aチーム2376 末廣 晃一 河合 一徳 富田 将士 神谷 拓図 17:22.19

2 01:16.47 40.05TEAM☆SKY KYOTO2357 村井 理利 小池 康弘 西垣 孝人 冨田 善裕 17:22.74

2 01:17.70 40.00パナレーサーサイクリングクラブ2318 吉岡 拓也 青木 悠輔 清水 康登 坂本 章 17:23.97

2 01:23.40 39.78山会1319 伊藤 大倫 渡邊 佑哉 三浦 卓 17:29.67

2 01:25.98 39.69三菱電機姫路ZERO22710 小林 裕幸 濱中 康志 田中 典行 橋本 尚也 17:32.25

2 01:37.47 39.26High Ambition マスターズ23211 加藤 修 山脇 靖宏 横井 利明 小川 毅 17:43.74

2 01:38.85 39.21サニーサイド ベント風11712 松本 暢浩 法常 博 藤田 敦司 國武 康範 17:45.12

2 01:40.04 39.16Flying dog racing 11513 国ノ十 英考 恒川 貢一 藤井 琢也 片平 昂作 17:46.31

2 01:46.63 38.92KYB　Racing卍12014 原田 耕太 文元 裕也 松尾 彰久 豊崎 正裕 17:52.90

2 01:48.75 38.85★藤谷サイクル★11615 小坂 雄一 藤谷 照治 内藤 昭裕 八田 友成 17:55.02

2 01:51.75 38.74STRADA CX23616 篁 佳太 大崎 雅信 坂本 陽介 17:58.02

2 01:52.38 38.72Team Gruppetto20617 鈴木 宏行 松本 和仁 松田 広則 佐々木 敏之 17:58.65

2 02:00.06 38.44サニーサイド プレミオ稲妻12218 大田 敬一 二重 朝幸 川辺 亮太 浦畑 政之 18:06.33

2 02:01.90 38.38レブハフトレーシング 50's22219 水草 和英 山口 正起 菊地 憲司 尾碕 嘉成 18:08.17

2 02:02.13 38.37つうばいつうレーシングＲ24020 青山 明義 五百蔵 雅之 定本 真輔 小山 晃弘 18:08.40

2 02:04.46 38.29高知C.T.C.22421 井上 亨 沢西 芳円 福家 築 安岡 利文 18:10.73

2 02:08.12 38.16カヤマレーシング12422 福岡 恒夫 森江 康貴 永瀬 泉 福岡 清治 18:14.39

2 02:15.75 37.89まほロバRC21323 冨永 敬亮 金札 啓介 西村 亮 古川 貴大 18:22.02

2 02:20.82 37.72バルバクラブハクサンB11324 久保出 憲央 藪田 将貴 山﨑 昭吾 中井 進一 18:27.09

2 02:21.07 37.71ぴっとレーシングチームＢ24125 久木村 求 宮嶋 美規夫 近藤 真一 長谷川 雅敏 18:27.34

2 02:21.18 37.71ターミネーターRT・マーヴェリッ21126 打田 功 井田 龍宝 松田 慎司 服部 環 18:27.45

2 02:29.31 37.43サニーサイド23827 和坂 素材 永冨 一 池田 豊 大村 睦 18:35.58

2 02:30.39 37.40ミズノサイクル部21928 藤本 和也 尾田 貴雄 田代 茂 吉川 祐輔 18:36.66

2 02:32.92 37.31カミハギフレッシャーズとおまけ11129 岩瀬 群青 久野 稜汰 嶋田 拓海 石田 拓海 18:39.19

2 02:37.65 37.16ＴＯＭＯＳ　ＲＦ２11030 各務 健文 山田 武志 渡邉 健人 金澤 健太郎 18:43.92

2 02:37.99 37.14ユーロワークスTTT(OKT)20131 竹村 伸宏 岡田 和宏 梶田 哲平 18:44.26

2 02:44.90 36.92Zwifters@ダイモン10732 吉田 威久 西尾 宗仁 越山 和幸 今井 隆文 18:51.17

2 02:48.78 36.79伊丹NCC-A22033 青木 昌文 森口 靖弘 當眞 康嗣 中島 秀規 18:55.05

2 02:50.31 36.74TEAM LINK わんわん12934 後藤 幸哉 山本 匡大 山田 智 畑佐 充史 18:56.58

2 02:52.35 36.68ROND BICYCLE23035 伊藤 明宏 大澤 洋一郎 山崎 陽太 18:58.62

2 02:52.39 36.67サニーサイド チーム320536 松浦 精司 江口 冬起 土岐 忍 岩出 長雄 18:58.66

2 02:57.71 36.50TCC-SPEED 5OB10837 森 由光 竹村 照雄 伊藤 勉 阿部 竜一郎 19:03.98

2 03:00.55 36.41ぴっとレーシングチームＣ22938 前田 浩 牧田 芳和 桑島 隆之 梅本 伸行 19:06.82

2 03:09.06 36.15つうばいつうレーシングＧ12539 本田 日出男 竹田 豊 伊与田 宏之 富澤 克彦 19:15.33

2 03:22.14 35.74ＴＯＭＯＳ　ＲＦＯＧ３10340 服部 喜勇 水野 聡 伊藤 賢二 安藤 学 19:28.41

2 03:37.23 35.29DRONE Bチーム23441 高田 侑亮 田中 大作 中村 春男 19:43.50

2 03:50.37 34.90西宮市役所自転車部22342 米永 拓真 杉山 裕樹 千葉 祐介 19:56.64

2 04:01.41 34.58TOTEC46821543 竹田 格成 松永 文明 湊原 正司 森川 正浩 20:07.68

2 04:02.47 34.55エンドウ商会20944 今野 裕貴 兵頭 毅之 青木 佳史 長田 君彦 20:08.74

2 04:02.79 34.54サカイワハラレーシング11445 原田 修 酒井 国一 岩本 涼太郎 20:09.06

2 04:34.08 33.67セピアレーシングチーム星組21846 吉野 英毅 仲田 耕史 水野 聖人 立川 一秀 20:40.35

2 04:45.05 33.37轟輪会監督班Ａチーム10147 守本 幸一 岸本 廣 小松 永治 宮路 佳秀 20:51.32

2 04:49.28 33.26三菱北伊丹さいくる同好会10948 井上 喜光 木藤 大祐人 山﨑 匠治 20:55.55

2 04:49.75 33.25KROCC team lapins13049 上神 輝久 浅木 英生 坂上 寿郎 松田 信一 20:56.02

2 04:57.89 33.03チーム斜面ライダー10450 水野 善康 小林 一郎 渡辺 慎吾 斉藤 到 21:04.16
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2 05:08.07 32.77セピアレーシングチーム宙組11851 小松 吉則 山本 眞也 大形 雅俊 仲田 美佐緒 21:14.34

2 05:13.02 32.64TEAM 光22652 國本 勝弘 西川 孝一 永田 真基 幸村 駿 21:19.29

2 05:14.00 32.62パナレーサーサイクリングクラブ21253 高見 俊樹 高橋 諭 足立 健策 齋藤 仁敬 21:20.27

2 05:21.54 32.43轟輪会監督班Ｂチーム11254 今堀 克治 金子 秀樹 山本 勉 細井 一 21:27.81

2 05:30.50 32.20伊丹NCC-B21455 糸本 守 寺垣 元晴 松浦 誠 伊丹 隆人 21:36.77

2 05:43.56 31.88西宮市役所自転車部20356 森 利文 大谷 義和 酒井 大輔 21:49.83

2 06:09.89 31.25KROCC team tortues21757 小山 千代治 森川 重喜 横田 俊彦 與倉 稔 22:16.16

2 06:21.47 30.99サニーサイド ルーチェ光12758 岡 哲也 今井 均 川口 英樹 二間瀬 英利 22:27.74

2 06:23.74 30.93SEPIA2110659 西山 忠 佐山 卓也 嶋屋 創 堀口 宗和 22:30.01

2 06:31.14 30.76三菱北伊丹さいくる同好会12160 西澤 弘一郎 綿谷 力 坂上 智 吉野 達郎 22:37.41

2 06:43.08 30.50つうばいつうレーシング23961 角屋 由香里 北吉 舞 定本 真輔 五角 博純 22:49.35

2 07:12.61 29.85伊丹NCC-D21662 山元 裕史 山元 幸太 井口 潤一 23:18.88

2 07:33.95 29.40つうばいつうレーシング10563 角屋 裕 角屋 良 角屋 卓美 近藤 克彦 23:40.22

2 07:52.70 29.02バナナ大学工学部20264 大久保 和典 宇野 彰伸 則長 美穂 大沼 孝志 23:58.97

2 08:07.02 28.73TOTEC468　競争得点30点以下22165 鈴木 通民 長谷川 智 佐野 明 加藤 紘基 24:13.29

2 09:19.14 27.38つうばいつうレーシングＣ11966 西 忠夫 清水 裕之 大津 誠 山下 賢仁 25:25.41

2 10:45.54 25.91RVW10267 松田 清孝 広岡 豊 足立 智輝 片山 長和 26:51.81

0つうばいつうレーシングＢ208DNF 廣瀬 尚紀 垣本 充生 中野 等 武井 孝平

0TEAM　光228DNF 河野 史瑛呂 小林 政徳 三浦 真吾 塚本 清太

Comment
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