
【 2時間エンデュランス 4人チーム 】

2022/08/20 (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
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15  40.52大垣ピストンズ844 佐竹 勝弘 吉田 健一 土屋 智昭 橋野 昭1 2:08:50.34

14 -1Lap 40.52KYB　Racing極819 渡邊 哲彦 星野 宏基 井口 克彦 松浦 和之2 2:00:14.24

14 -1Lap 39.63ユーロード　ダンディ部825 林 邦男 藤原 謙治 大橋 穂高 日高 一幸3 2:02:56.73

14 -1Lap 39.43シャープ自転車部AOK815 小久保 正彦 木村 治 大石 隆俊 天野 義孝4 2:03:33.77

14 -1Lap 38.98ネギトロレーシング837 増見 浩気 片山 悠明 岡本 拓己 山分 俊作5 2:04:59.03

14 -1Lap 38.68BRAGS和歌山831 榎本 耕大 塚田 良幸 吉田 裕之 寒川 慎也6 2:05:56.45

14 -1Lap 38.30TEAM☆SKY KYOTO854 村井 理利 小池 康弘 西垣 孝人 冨田 善裕7 2:07:12.38

14 -1Lap 37.88TEAM☆SKY KYOTO853 近江 忠仁 酒井 孝典 池田 孝輝 田中 識章8 2:08:37.71

14 -1Lap 37.68今年こそ812 西野 康一 森内 勇輔 中野 喜健 岩田 康弘9 2:09:18.93

14 -1Lap 37.38オイッツ848 岩田 祥眞 古川 眞隆 廣藤 蓮 南野 太一10 2:10:21.03

14 -1Lap 37.14隊長は今日も坂が嫌いです。838 庄司 智一 庄司 蓮太朗 三谷 俊介 吉井 憲翔11 2:11:10.23

13 -2Laps 37.55岐阜大学836 松田 育真 田矢 誠喬 長谷川 晴哉 稲葉 勇貴12 2:00:29.19

13 -2Laps 37.20STELLA847 吉村 光也 松尾 涼佑 永井 謙介 三浦 諒己13 2:01:36.85

13 -2Laps 37.05Team DYSS827 山川 大貴 正直 久美子 田中 洋行 大樽 菜摘14 2:02:06.56

13 -2Laps 36.67チームCOCORO808 津田 剛 小椋 宏樹 小椋 琥心 大河原 直樹15 2:03:23.10

13 -2Laps 36.66楽しく自転車season2816 大澤 良和 小幡 洋久 浅田 力也 松尾 浩敬16 2:03:23.67

13 -2Laps 36.55BFN850 浦岡 章太 河野 良信 西田 優希 北川 昌紀17 2:03:46.71

13 -2Laps 35.57まほロバRCひかり号839 喜多 ひかり 小林 英央 古川 貴大 喜多 眞二18 2:07:11.76

12 -3Laps 34.77shirrano racing828 村島 みのり 西岡 拓海 其原 寛 村田 篤郎19 2:00:06.66

12 -3Laps 34.19チームオリオン810 末吉 秀旭 興梠 泰知 牟田 博貴 藤本 祐輝20 2:02:08.10

12 -3Laps 34.00lacquer.c.c843 山下 健一 谷口 竜臣 塚腰 和也 都竹 将成21 2:02:49.93

12 -3Laps 33.60セクシー男性爆発機材846 前田 雄大 雪井 隆臣 富永 涼斗 中 良輔22 2:04:16.44

12 -3Laps 33.56NCBC805 奥田 喜昭 佐藤 大輔 梶田 憲治 岡野 昭博23 2:04:25.51

12 -3Laps 32.29銀輪倶楽部852 齋木 直樹 市川 幸平 服部 雄亮 浅野 英生24 2:09:18.65

12 -3Laps 31.80Team　Gruppetto821 鈴木 宏行 福島 彰男 黒田 侑 兎本 勇雄25 2:11:19.23

12 -3Laps 31.70カミハギエンデュランス855 久野 稜汰 本多 春彦 本田 照博 嶋田 拓海26 2:11:44.06

12 -3Laps 31.49team　odd‘s835 小渡 透 近藤 規之 花谷 昌章 山本 英寿27 2:12:35.84

11 -4Laps 31.69KBC 覇気走826 長野 康太 原口 源 北村 悠祐 橋本 直樹28 2:00:47.34

11 -4Laps 31.67Nissei Squadron811 角谷 直記 槙野 瑛治 山奥 和宏 小倉 貞彦29 2:00:52.52

11 -4Laps 31.57TEAM えびすや832 野上 大作 野上 美歩 光宗 明彦 鈴木 雅彦30 2:01:16.17

11 -4Laps 30.88チームトレカ845 福山 宗春 中森 響一朗 下山 明 木山 公志31 2:03:56.70

11 -4Laps 30.85サイクルサイエンス＆KTM京都　A849 北村 理市 黒木 友規 松田 健太郎 日山 拓海32 2:04:03.99

11 -4Laps 30.33TEAM46-1817 片岡 史朗 古谷 隆裕 住田 哲朗 平塚 惟将33 2:06:12.36

11 -4Laps 30.18TEAM46-2820 安田 勝典 富家 泰宏 辻 貴博 片岡 聡真34 2:06:49.62

11 -4Laps 30.16Lion de kapelmuur806 石津 佳也 戸羽 伸夫 松井 昌弘 宇土 康雄35 2:06:55.81

11 -4Laps 30.15OGR833 小倉 良延 奥田 康祐 西川 ? 下山 達哉36 2:06:58.62

11 -4Laps 30.08Team Gruppetto822 大森 孝夫 石原 裕敬 村上 康裕 根本 麻美37 2:07:15.17

11 -4Laps 30.02チームCAE842 多賀谷 兼介 大江 祥治 黒岩 瑛冴 中橋 卓矢38 2:07:30.97

11 -4Laps 29.92くまさんズ803 根木 靖之 廣﨑 守 小田桐 聡 須川 智旦39 2:07:57.74

11 -4Laps 29.85TYバイカーズ807 中辻 孝巳 山川 智也 佐藤 吉将 白石 哲也40 2:08:14.47

11 -4Laps 29.63ゆかいな仲間たち813 竹谷 舞 高木 まどか 福田 真弓 中達 滋之41 2:09:12.53

11 -4Laps 29.45Team RYOMA802 赤尾 博章 長嶋 茂 井川 文孝 池田 裕一42 2:09:59.47

11 -4Laps 28.77まあええやないですか809 安原 啓雅 斎藤 康治 竹谷 健一 山田 悠貴43 2:13:03.74

10 -5Laps 28.62デトロイト・メタル・サイクル804 佐合 紀和 伊藤 英嗣 佐合 純 佐合 雄一44 2:01:35.51

10 -5Laps 28.22TIPcomposite（A）814 土屋 優 豊留 永久 八牟禮 健 丹羽 晶大45 2:03:18.50

10 -5Laps 28.20SPYs x CURRY824 松岡 隆至 野田 健太郎 黒坂 真依子 矢頭 由加里46 2:03:25.37

10 -5Laps 28.06奈良伝823 高巣 和幸 社内 龍 杉本 幸薫 川上 賢作47 2:04:02.33

10 -5Laps 27.18バルバクラブタカオカ　楽しみ隊851 上田 崇史 高場 章子 長井 由美子 山田 晴太48 2:08:02.72

10 -5Laps 27.17トリアエズナマ840 高見 諭史 高見 恵 福島 俊哉 髙山 孝幸49 2:08:04.97
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10 -5Laps 27.08青鍛自転車部829 熊谷 隆宏 加藤 直也 大井 克真 齋藤 真琴50 2:08:29.45

10 -5Laps 27.05OCC　6年ぶりの鈴鹿だよ830 市川 健太郎 稲尾 卓哉 田中 清隆 青木 誠51 2:08:38.22

10 -5Laps 26.89BOA DIALED IN841 和田 周一 齊藤 重徳 龍崎 龍崎泉 角野 正樹52 2:09:23.74

10 -5Laps 25.83斑鳩☆戦隊ウエヤマン818 田和 祐紀 木村 弘次 上山 惇志 安藤 湧希53 2:14:42.91

9 -6Laps 26.02住友商事グローバルメタルズ株式会社3001 稲見 優介 秋山 翔太 岩原 悠太 託見 美由OPN 2:00:20.82

6 -9Laps 17.19TCSバイカーズ801 鷲家 猛彦 日裏 雄貴 荒尾 和輝 藤岡 和典54 2:01:26.74
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Page: 2 / 2 Matrix.inc printed at 2022/08/20 18:29:31


