
【 チームTT（JCF未登録） B 】

2022/08/21 (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37回シマノ鈴鹿ロードレース大会

2  44.36鷹組　二番機1371 服部 隆宏 西島 将晃 藤波 将 伊藤 紘章 15:41.46

2 00:15.10 43.66O☆RACING　Aチーム1352 横井 敏幸 野田 義成 伊藤 謙史 荻上 拓大 15:56.56

2 00:33.41 42.84TEAM 光1063 河野 史瑛呂 山内 譲太 松田 洋幸 浜口 和宏 16:14.87

2 00:37.04 42.68△ミサイル1184 川森 康裕 古市 篤彦 伊藤 衛 16:18.50

2 01:22.28 40.79大同大学サイクリング同好会1225 佐藤 樹 青木 朝飛 青木 天祐 鈴木 竜也 17:03.74

2 01:30.80 40.45伊賀忍者サイクリング部1206 増田 翔太 福岡 圭二 稲川 太 大矢 恭太郎 17:12.26

2 01:40.05 40.10PRESTO1167 辰村 和彦 石尾 勉 檜山 聡 寺川 信一 17:21.51

2 01:48.24 39.78クロスジョーカー1158 早川 周作 岩井 博史 坂野 光俊 平野 友恵 17:29.70

2 01:54.83 39.53クロスジョーカー1259 川口 真人 渡辺 大介 安田 大輔 野々垣 孝洋 17:36.29

2 02:01.50 39.29CSヤマダ YKYK11210 矢内 克志 山田 太郎 梶山 真樹 木下 弘幸 17:42.96

2 02:05.43 39.14シン・ターミネーターRT13211 福本 哲也 門 直道 中池 芳和 篠木 伸次 17:46.89

2 02:05.91 39.12O-RACING A12312 三島 竜二 野田 範幸 成戸 良平 西川 直希 17:47.37

2 02:06.28 39.11O-RACING B11113 花村 進一 岩井 真也 村瀬 智明 金村 勝成 17:47.74

2 02:15.28 38.78LUCKY CATS13014 中村 雄一 春谷 健一 白石 浩一 村瀬 修一 17:56.74

2 02:17.48 38.70CSヤマダNFBK13115 成川 紘平 布川 理久 坂東 正隆 片岡 正也 17:58.94

2 02:27.25 38.36KYOTO Wieler Ploeg11416 山本 篤司 中津 顕 木村 博高 中西 浩一 18:08.71

2 02:40.20 37.91TEAM 光11317 国本 英典 吉田 佳史 伊藤 則義 谷 貴史 18:21.66

2 02:49.17 37.60YR-4612418 加藤 俊介 安部 知史 海面 繁範 藤崎 恵伍 18:30.63

2 03:01.58 37.18KANRIN　Cycling Aチーム12719 上神 輝久 茨木 雅士 永田 弘行 18:43.04

2 03:05.76 37.05サニーサイド13320 和坂 素材 永冨 一 池田 豊 永冨 一 18:47.22

2 03:17.71 36.66CSヤマダ丸11721 山本 剛史 村上 泰則 杉田 晃一 円実 亮 18:59.17

2 03:39.37 35.97関西クラシックレーサーズA11022 田中 克自 中西 泰志 中出 貴之 19:20.83

2 04:05.97 35.17NoguMoriMori10823 中森 雅人 野口 克彦 中森 智史 19:47.43

2 04:34.50 34.34まじりんぐ　ナンバーワン10524 深田 宏 徳田 省二 若代 真二 南 義彦 20:15.96

2 05:20.63 33.09CSヤマダチームいかりや11925 飯田 義雄 小橋 紀彦 岡本 正明 森山 哲郎 21:02.09

2 05:25.67 32.96創一電工レーシング12826 奥山 敦夫 池野 聡一 石居 一哉 21:07.13

2 05:29.36 32.86かめレーシング12627 高橋 侑也 小林 勇太 小野寺 進悟 21:10.82

2 05:59.23 32.11関西クラシックレーサーズC10728 和田 直之 瀧本 憲治 土田 賢一 多田 安男 21:40.69

2 06:13.78 31.75FUKADAまじりんぐ安全第一10229 大西 喜代利 大西 弘 佐野 哲司 島添 雅治 21:55.24

2 06:29.57 31.37KANRIN　Cycling　Bチーム10430 小山 千代治 坂上 寿郎 濱口 徹 西村 喜代一 22:11.03

2 06:32.65 31.30TEAM 光12931 國本 勝弘 永田 真基 西川 孝一 幸村 駿 22:14.11

2 06:45.22 31.01O-RACING Z10332 荻上 宣宏 仙田 康宏 野村 幸喜 小野木 隆 22:26.68

2 07:43.67 29.72関西クラシックレーサーズB10133 前田 保 山本 幸良 森 恭彦 古郷 彰治 23:25.13

2 07:46.43 29.66上から半分10934 足立 哲也 宮津 圭 黒瀬 尚利 23:27.89
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