
【 チームTT　JCF登録 A 】

2019/08/31 (Sat)

Distance :   4周（23.2km）

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

4  49.92MATRIX POWERTAG5241 Jose Vicente Airan Fernand Orluis Alberto 佐野 淳哉 27:53.20

4 00:00.05 49.91宇都宮ブリッツェン5352 堀 孝明 鈴木 譲 阿部 嵩之 小野寺 玲 27:53.25

4 00:59.73 48.20チームブリヂストンサイクリング5143 窪木 一茂 近谷 涼 橋本 英也 孫崎 大樹 28:52.93

4 01:34.14 47.26シマノレーシング529OPN 入部 正太朗 木村 圭佑 湊 諒 中井 唯晶 29:27.34

4 01:52.69 46.77愛三工業レーシングチーム5094 渡邊 翔太郎 岡本 隼 住吉 宏太 大前 翔 29:45.89

4 02:25.44 45.92INTERPRO CYCLING ACADEM5045 石原 悠希 水野 恭兵 小山 智也 比護 任 30:18.64

4 03:42.41 44.06侵略！！！with MERCs5346 和田山 尚史 川村 誠 村山 椋 花田 金之介 31:35.61

4 04:39.13 42.78VC VELOCE5327 上田 貴史 浜田 健志 井上 人志 小林 洋平 32:32.33

4 04:43.09 42.69大垣ピストンズR5338 多賀 良成 坂 直之 柘植 英明 佐竹 勝弘 32:36.29

4 04:54.11 42.45KOGMA Racing A5319 小林 直樹 加塩 弘一 高橋 恭平 32:47.31

4 05:39.33 41.50チーム GUMBO53010 小林 達也 藤岡 泰之 上川 孝 山中 知義 33:32.53

4 06:07.14 40.93ゴーストシフト50311 田河 賢治 中根 昂大 神谷 正紀 綿貫 和也 34:00.34

4 06:19.34 40.69ＢＨＭＣ50212 石川 剛士 山本 和也 加藤 幸行 藤本 功 34:12.54

4 06:54.76 40.00NASU FAN CLUB52013 林 岳 高橋 聡一 石井 和明 34:47.96

4 06:58.10 39.94チーム　サニーサイド51814 和坂 素材 永冨 一 池田 豊 仲松 康大 34:51.30

4 07:00.86 39.88花道　うさぎ51215 河合 智孝 内田 裕之 若杉 雅也 34:54.06

4 07:04.36 39.82Panaracer50716 夜久 主明 澤瀉 大輝 坂本 章 三上 勇輝 34:57.56

4 07:33.11 39.28ミソノイレーシングチーム51717 坂野 龍太郎 伊藤 謙志 石川 哲章 池田 朋介 35:26.31

4 07:37.13 39.21TEAM AXIS　Bチーム51518 吉武 孝二 西村 茂起 森本 隆寛 上田 泰正 35:30.33

4 08:15.67 38.51Team まんま52719 石津 佳也 紺谷 龍生 高田 昌秀 外岡 幸容 36:08.87

4 08:19.06 38.45TEAM　AXIS50520 萩森 郷太郎 西沢 頼 上野 貴広 大津 淳一 36:12.26

4 08:23.90 38.36nikobikefactory52821 飯塚 晃浩 渡邊 誉大 杉原 宏平 堀川 優太郎 36:17.10

4 08:48.91 37.93BHMCーC50822 阿間見 孝 南澤 健仁 出原 功 池垣 直則 36:42.11

4 08:49.44 37.92BHMCーB51023 糸川 充浩 釘宮 祐治 菊谷 浩司 森田 徹 36:42.64

4 09:08.08 37.60OVER　REV52224 村川 功 西川 広朗 西澤 悠 加藤 健介 37:01.28

4 09:14.92 37.48三菱電機UNO52625 樫尾 一知 角 令央奈 山下 和義 秦 一実稚 37:08.12

4 09:21.00 37.38Kochi CTC 50626 川久保 夏貴 小松 一之 山根 大輔 大谷 勇太 37:14.20

4 10:19.91 36.42ナカガワAS・K’デザインＣチー52527 村井 政美 宮崎 直人 老 昭浩 光田 康一 38:13.11

4 10:43.19 36.06Kochi CTC 若輩50128 小嶋 孝明 森光 重仁 安岡 利文 大崎 優 38:36.39

4 10:48.59 35.97ナカガワAS・K’デザインＢチー51129 下村 英夫 香村 裕之 寺門 徹 前原 和明 38:41.79

4 11:04.67 35.72ビターエンダーＡ52130 山岡 幹司 岡多 慎也 岡林 一夫 川東 豪 38:57.87

4 11:19.88 35.49花道　かめ52331 田邊 守通 吉村 直優 白井 洋平 山田 大暁 39:13.08

4 11:53.64 34.99ナカガワAS・K’デザインＤチー51632 小賀野 晃 石谷 純一 稲生 衡樹 中川 由美 39:46.84

4 12:11.71 34.73BHMC-D51333 川崎 正治 源内 隆夫 松本 弘成 太箸 宗磨 40:04.91
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