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1111 277 40.39 km/h8:02:58.165DESTRA β 56周遠松 純子/豊崎 正裕/山田 晴大/二俣 雄哉/三島 考博/小南 友和

2222 823 +03:40.286 40.09 km/h8:06:38.451SAUCE・みかん棒 with ゆ 56周久保田 航太/福本 宗太/設楽 彗斗/高橋 真吾/久保田 夕夏

3333 822 -1Lap 39.67 km/h8:02:59.146チーム シルクロード 55周谷名 修一/谷名 正代/松本 知/野口 翔太

4444 276 -1Lap 39.60 km/h8:03:51.377HAMMER　HEAD 55周織田 修/松谷 一範/久木田 真一/渡辺 祐樹/渡辺 佳織

5555 591 -1Lap 39.36 km/h8:06:50.585ギルファルコン B 55周福田 和重/石井 浩二/鈴置 卓也/荒川 大嶺/福本 里奈/杉浦 康之

6666 738 -1Lap 39.18 km/h8:09:02.348TEAM EAU ROUGE 55周萩原 武/下山 征人/山本 良介/持永 真美/加賀山 就臣/北川 麻利奈

7777 66 -2Lap 38.72 km/h8:05:52.605和歌山強力馬力レーシング 54周岡本 好博/山本 哲也/田中 美香/小林 高啓/桔梗 洋明

8888 794 -3Lap 38.29 km/h8:02:09.705トライアスロンクラブアルファ 53周山﨑 向陽/潮田 小波/蜂矢 涼/福山 昇吾/石川 颯汰

9999 303 -4Lap 37.73 km/h8:00:09.987Cycom ～Team Arissa～ 52周辻 利明/西浦 敬一/石山 正樹/西村 有紗

10101010 85 -4Lap 37.07 km/h8:08:41.764TEAM CIMAF 52周小田 一仁/松山 康基/藤田 真司/齋藤 慎/下田 優子

11111111 155 -5Lap 36.46 km/h8:07:16.476おとんとでっかい息子たち 51周越 大輔/岩崎 るみ子/三浦 由行/深海 幸平/高木 住友

12121212 803 -6Lap 36.00 km/h8:03:47.704TEAM568/松本CC 50周内河 慎吾/柴田 直樹/内河 香奈

13131313 246 -6Lap 35.78 km/h8:06:46.190Cool Velo Bチーム 50周鳥越 生資/前坂 明瑞/山崎  知美/木下 香織

14141414 754 -6Lap 35.65 km/h8:08:38.887Ultra Pervers 50周長村 徹/北之原 智/森田 晃博/中山 めぐみ

15151515 563 -6Lap 35.56 km/h8:09:53.308RCC 金魚のフン同好会 50周金兵 圭吾/堀出 恭輔/柳生 彰宏/金澤  享哉/松吉 滉生/長村 志歩

16161616 695 -7Lap 35.30 km/h8:03:37.059まったり1軍 49周駒田 通明/久木田 真一/織田 修/東山 輝昭/釜下 裕子

17171717 33 -7Lap 35.16 km/h8:05:26.637チーム手羽先 49周山野 恭平/山野 江里加/青木 邦之/田中 大祐/長岡 昭太/本佛 大輔

18181818 180 -7Lap 35.07 km/h8:06:41.591YCC ヒーヒーチームB 49周大月 和夫/中田 政士/杉元 かおり/平岩 詠太郎/赤田 征司/中野 みつ

19191919 391 -7Lap 34.88 km/h8:09:21.116名古屋大学サイクリング部A 49周久保木 陽亮/川野 翔平/粂田 航/古田 真夕

OPNOPNOPNOPN 4508 -8Lap 34.82 km/h8:00:10.959チーム隼アスリチューン 48周古井 秀人/山口 智哉/横山 祥子/田崎 綾/三上 将醐

20202020 699 -8Lap 34.75 km/h8:01:08.658PK愚連隊 48周坂本 哲紀/佐々木 武治/牧 郁子/杉本 啓樹

21212121 142 -8Lap 34.04 km/h8:11:13.264ガマ親衛隊 48周下釜 拓大/高見 しずく/前窪 知希/田辺 浩生/要川 拓野

22222222 242 -8Lap 33.91 km/h8:13:09.371B-SOUL信大 48周岡林 秀樹/岡林 真理江/長谷川 和弥/寺澤 拓也

23232323 406 -9Lap 33.65 km/h8:06:38.255Team UP! UP! 47周大倉 賢典/川上 昇一/阪元 勝一/川上 真理子/土田 博司/小島 鉄心

24242424 564 -10Lap 33.37 km/h8:00:09.847結構なスピードで走ることもあるチ 46周山川 優太朗/仙波 祥伍/山田 海斗/初田 瞬祐/西林 遥奈

25252525 310 -10Lap 32.86 km/h8:07:36.915Cycom～Team Chiaki～ 46周大村 明裕/野畑 直寛/岡 千晃/宮坂 周

26262626 86 -10Lap 32.85 km/h8:07:53.111Left Keepers ‐低速の逆襲‐ 46周木村 伊都子/木村 淳二/岡田 光司/岡田 葉子/谷口 龍正/谷口 巧

27272727 337 -11Lap 32.58 km/h8:01:14.582ぐるぐる自転車部　暇人C 45周嶋貫 俊幸/小出 和行/森 裕美子/森 一弘

28282828 299 -11Lap 32.47 km/h8:02:52.176COOL VELO C 45周大石 晃信/石井 敦士/加賀 恵/利田 卓也

29292929 630 -11Lap 32.33 km/h8:04:56.681SAGARY レア 45周今井 陽介/半田 康彦/山口 芽美/桒原 浩司

30303030 707 -11Lap 32.07 km/h8:08:46.028PKアモーレ 45周鎌仲 恵一/安田 浩輔/中川 雅人/中川 みつる

31313131 383 -11Lap 31.96 km/h8:10:31.903Team p-des 45周村田 亘/矢沢 由尚/西口 哲也/塚本 あきよ/朝井 まさよし

32323232 832 -12Lap 31.72 km/h8:03:16.125TEAM EAU ROUGE　２ 44周名雪 誠/笠井 光/田中 遊歩/関口 優/斉藤 陽子/竹林 仁志

33333333 795 -12Lap 31.71 km/h8:03:25.001韋駄天女子＆(ちょっと危ない)老人 44周石井 明弘/加藤 よし子/大矢 梨紗子/上田 均

34343434 478 -12Lap 31.68 km/h8:03:52.844ポンテカルロB 44周藤井 敏史/鍛治谷 伸英/柳沢 梨絵/富 順子

35353535 5 -12Lap 31.65 km/h8:04:20.133赤い４連星 44周長尾 栄一/浅田 章敬/渡辺 悦妙/小林 純也

36363636 821 -12Lap 31.51 km/h8:06:30.382八代レーシングチーム 44周友田 義昭/堀 隆史/臼井 剛/大持 秀廉/杉山 睦子

OPNOPNOPNOPN 4509 -12Lap 31.38 km/h8:08:26.097チームスポーツキッド 44周菊池 直道/秋葉 龍之介/森 沙月/石橋 羅敢

37373737 834 -12Lap 31.00 km/h8:14:31.538美女と４人の野獣 44周中川 和男/中川 美樹/薦田 敏博/中尾 良孝/中尾 英哲

38383838 89 -13Lap 31.16 km/h8:00:45.908県境なきサイクル団 43周福井 泰成/窪野 恒司/竹原 嘉彦/島口 絢伍/石原 裕理

39393939 463 -13Lap 31.10 km/h8:01:37.133ダイキンレーシングA 43周中村 善宏/真島 義和/浄閑 直也/加藤 理恵子

40404040 525 -13Lap 30.99 km/h8:03:24.286Team P-make2 43周尾崎 富士雄/畑中 崇志/松尾 荘也/野村 辰広/塩見 航子

41414141 744 -13Lap 30.87 km/h8:05:13.732ASTAC 43周堀崎 玄/保岡 英一郎/松岡 智之/山下 大貴/白築 衣子

42424242 712 -13Lap 30.86 km/h8:05:21.255チーム赤コン君　S 43周薗田 毅/龍華 由規/植村 理穂/阿加井 恍太

43434343 514 -13Lap 30.73 km/h8:07:26.280裏ポンテ 43周梯 ひとみ/田中 真平/大浦 宗久

44444444 696 -13Lap 30.64 km/h8:08:54.353まったり2軍 43周上村 学/新久保 峰/藤田 潔/辻田 尚史/重安 美佳

45454545 161 -13Lap 30.51 km/h8:11:01.904Team e.s.p.2 43周尾村 貴久/川勝 和美/瀬尾 智則/木村 敬/船津 大輔

46464646 628 -13Lap 30.35 km/h8:13:30.282SAGARY ウェルダン 43周楳村 貴一/鈴木 孝義/坪内 由佳/三野 正貴

47474747 278 -14Lap 30.46 km/h8:00:24.378チームTAX 42周駕田 進/竹村 祥世/森田 仁志/松村 洋
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48484848 461 -14Lap 30.45 km/h8:00:26.179NTK Carbon 42周加田 大昌/福原 竣/江尻 誠/友石 早菜

49494949 162 -14Lap 30.42 km/h8:01:01.980Team e.s.p.1 42周山口 修史/袴田 千鶴/江崎 浩司/菊池 有真/篠澤 洋充

50505050 173 -14Lap 30.35 km/h8:02:06.379みかちゃんとその他老害 42周安達 柊馬/藤原 勇輝/中尾 美翔/中村 聡汰/片山 湧太

51515151 533 -14Lap 30.33 km/h8:02:21.201D&D自転車部 42周武田 英嗣/武田 奈帆子/佐久間 博/佐久間 乃亜/小川 悠二

52525252 78 -14Lap 30.30 km/h8:02:52.652眞鍋会ちゃりんこ支部B 42周坂井 達宣/岩佐 拓哉/満谷 哲朗/河合 李果

53535353 430 -14Lap 29.66 km/h8:13:14.724ぎゅーとらーズ 42周玉暉 美華/安井  正和/渡辺 智之/江川 浩文/長谷川 美穂

54545454 743 -14Lap 29.60 km/h8:14:18.028NDチャリ部 42周重 信之/稲荷 貞之/中井 滋之/杉浦 宏和/三森 隼人/三森 加奈子

55555555 96 -14Lap 29.57 km/h8:14:42.876Tip Red Friends 42周川戸 圭介/久田 健吾/三宅 絵馬/岩崎 果南/土佐 幸大/長野 博之

56565656 631 -14Lap 29.56 km/h8:14:58.985SAGARY ミディアム 42周肌附 克郎/河路 泰平/川口 夏美/三田村 亮

57575757 57 -15Lap 29.69 km/h8:01:06.582赤い５連星 41周須原 雄一/中盛 義高/中盛 優子/神長 真奈/河合 一輝

58585858 309 -15Lap 29.68 km/h8:01:14.195とおむのなかし‐α 41周外山 順敏/奥村 康/村本 正義/野嶋 美奈子

59595959 772 -15Lap 29.65 km/h8:01:40.709ラマーズ 41周八木 義明/八木 清美/松本 圭司

60606060 735 -15Lap 29.57 km/h8:03:05.651oyako 41周山岸 紀明/山岸 瑛実

61616161 833 -15Lap 29.54 km/h8:03:26.678ワカゾウと４人のオヤジ 41周小川 文男/吉田 政弘/山田 博則/前田 直也/浅野 利昭/西川 優

62626262 135 -15Lap 29.44 km/h8:05:07.953TSBサイクリング部(仮)② 41周小林 篤史/宇野 雄大/原 洋太/加藤 元太/露無 祐佳

63636363 477 -15Lap 29.31 km/h8:07:15.186水すましＢ 41周植谷 弘也/植谷 勉/松田 貢一/近藤 知美

64646464 224 -15Lap 29.27 km/h8:07:59.542kyaむん組 41周秋田 昌紀/秋田 槙/高見 昌宏

65656565 262 -15Lap 29.27 km/h8:08:00.326IKOMA CYCLING CLUB 41周田中 貴宏/入江 愼一/吉田 恵光/富樫 昌彦/田中 恵子/伊藤 賢

66666666 476 -15Lap 29.19 km/h8:09:15.891水すましＡ 41周増田 繁樹/上田 典廣/松浦 洋子/松浦 文香

OPNOPNOPNOPN 4503 -15Lap 29.17 km/h8:09:40.284オージーケーカブト 41周吉田 健/向原 健司/青木 遼平/澁路 真梨

67676767 413 -15Lap 28.94 km/h8:13:32.663こぐ団・ぼちぼち 41周厚主 敏治/厚主 未来/高橋 俊行/杉谷 嘉紀

68686868 499 -16Lap 29.03 km/h8:00:01.617AP-A 40周鯉江 俊明/鈴木 真由美/中村 聡良/園部 祐介

69696969 272 -16Lap 28.80 km/h8:03:48.385チームちえぷりん 40周西田 浩一/杉山 千絵/小塚 隆久/森内 暁央

70707070 518 -16Lap 28.61 km/h8:07:07.361中谷病院ＮＣＡ－１ 40周二宮 英雄/植田 優/川村 健太/山本 慶太/林 光太郎/西川 颯

71717171 651 -16Lap 28.42 km/h8:10:13.756りんきちＤ 40周藤村 勝洋/周田 将則/籾井 竜一/籾井 悠里

72727272 31 -16Lap 28.41 km/h8:10:28.982サイクルハウスミヤタ 40周宮田 博司/瀧永 浩一/武本 直浩/道貝 琴美/田中 紗弥美

73737373 711 -16Lap 28.39 km/h8:10:45.599チーム赤コン君　M 40周三浦 耕一/田崎　 千裕/新谷 瑞輝/伊藤 剛

74747474 123 -16Lap 28.33 km/h8:11:52.662TSBサイクリング部(仮)① 40周寺島 辰也/松尾 昌尚/川野 智寛/岩崎 翔吾/冨山 未央

75757575 710 -16Lap 28.16 km/h8:14:48.716チーム赤コン君　K 40周河村 彦嗣/村島 宏和/南　 英伸/川北 礼花

76767676 316 -17Lap 28.19 km/h8:01:52.343Cycom～Team Youko～ 39周吉田 裕一/横井 佳秀/勇谷 義友/北中 純也/伊藤 庸子

77777777 587 -17Lap 27.92 km/h8:06:33.325サイクルショップイワ井・チームＢ 39周岩井 巧/木本 実/山田 知章/横田 維佐子/榮永 茉利/粟村 卓家

78787878 126 -17Lap 27.91 km/h8:06:46.478GreenZap Bチーム 39周唐井 康智/唐井 美樹/今関 猛暁/杉本 崇/松井 一乃

79797979 635 -17Lap 27.86 km/h8:07:43.534zero　零 チーム2 39周藤田 朋典/今津 多恵子/森 和男/江口 直樹/田口 直之

OPNOPNOPNOPN 825 -17Lap 27.71 km/h8:10:21.494WCN 39周中窪 勇一郎/加藤 一平/後藤 卓也/岩田 基志/土井 太希/小西 眞由美

80808080 704 -17Lap 27.64 km/h8:11:36.713DOWNHILLB 39周小宮 早絢/沖 依里菜/鈴木 諒子/安田 笑美子/田村 衣里

81818181 327 -18Lap 27.49 km/h8:01:34.137チーム水輪会 38周松芝 和幸/福田 達也/渡邉 敏子/北 若菜

82828282 384 -18Lap 27.38 km/h8:03:23.262Team p-dev 38周高田 ゆう/伊藤 かつのり/安保 けいじ/津村 まさこ/月森 たかし

83838383 171 -18Lap 27.31 km/h8:04:38.006Green Zap Aチーム 38周前田 潔/桑原 新吉/桑原 康介/大橋 一輝/伊藤 美恵

84848484 360 -18Lap 27.30 km/h8:04:58.216Team P-dev 38周高田 悠/安保 啓司/高田 あゆみ/伊藤 克徳/加藤 晴也

85858585 479 -18Lap 27.28 km/h8:05:15.919水すましＣ 38周芝山 佳史/小菅 優斗士/芳尾 直美/稲見 猛樹/丸田 隆史

86868686 600 -18Lap 26.97 km/h8:10:48.829KAZAI Racing チームK 38周松本 隆景/伊藤 彰/荒山 千佳/荒山 周一

87878787 688 -18Lap 26.81 km/h8:13:44.767チームSAM　BC部 38周鳴澤 和也/丸山 まい/務台 康明

88888888 621 -19Lap 26.80 km/h8:00:54.312Calico 37周岡田 はるか/岡本 隼己/小原 章裕/服部 広

89898989 650 -19Lap 26.80 km/h8:00:59.642りんきちＣ 37周山内 貴史/浜中 沙織/浅岡 唯/岩尾 佑里恵

90909090 691 -19Lap 26.71 km/h8:02:37.126Team不織布 37周加藤 一史/小尾 留美名/山室 信也/正時 佑哉/松本 拓隼/藤井 瑛大

91919191 548 -19Lap 26.64 km/h8:03:47.627BECKON 37周勇都   麻里奈/南 智恵/辻井 沙季/三木   智世/大里 真央

92929292 424 -19Lap 26.54 km/h8:05:34.071ジャスパー 37周黒田 大作/黒田 涼子/西川 亮/内門 はるか/宮井 光博/森高 徹

93939393 467 -19Lap 26.39 km/h8:08:23.657とんじる（白みそ） 37周五藤 亜哉/入月 光輝/伊藤 大輔/五藤 光陽/田村 浩明/熊谷 慎吾

94949494 480 -20Lap 26.12 km/h8:00:11.370ちーむまふ 36周高橋 尚文/世古 千恵子/茂岡 明子/久保田 寛子/八田 浩司

95959595 306 -20Lap 25.97 km/h8:02:55.631Cycom ～Team Ayumi～ 36周篠田 賢二/川澄 寿佳/黒松 真一/中村 安宏/白井 歩

96969696 509 -20Lap 25.65 km/h8:08:52.812三重大学病院B 36周岩田 英城/佐生 喬/西川 祐策/白前 達大/後藤 健宏/鳥山 礼奈

97979797 72 -20Lap 25.64 km/h8:09:08.853クロこっこ（クロ） 36周池田 和美/海面 尚光/神後 佑史/内海 次郎

98989898 367 -20Lap 25.60 km/h8:09:50.143NTK Aluminium 36周土井 拓也/日下部 彩華/村尾 和俊/市東 竜太朗

99999999 713 -20Lap 25.48 km/h8:12:14.379あんにんどうふぅ 36周加藤 兼司/加藤 聡子

100100100100 431 -20Lap 25.22 km/h8:17:18.819三国志大戦TCG炎舞 36周松浦 渉太/長谷川 良/江口 正吾/辻村 剛/辻村 千佳/内田 翔太

101101101101 716 -21Lap 25.64 km/h7:55:33.088PUS 35周高橋 良輔/福田 裕之/本所 美由紀/今岡 奈津美

Page: 2 / 3Page: 2 / 3Page: 2 / 3Page: 2 / 3POWERTAG by Matrix-Inc POWERTAG by Matrix-Inc POWERTAG by Matrix-Inc POWERTAG by Matrix-Inc 



km/hkm/hkm/hkm/hNo.No.No.No. 選手／チーム選手／チーム選手／チーム選手／チーム タイムタイムタイムタイム +TOP+TOP+TOP+TOPRank.Rank.Rank.Rank.

【 8時間男女混合 】【 8時間男女混合 】【 8時間男女混合 】【 8時間男女混合 】
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第17回スズカ8時間エンデューロ秋sp

102102102102 11 -21Lap 25.31 km/h8:01:44.205Team SBIS 35周国本 勝彦/塩見 木綿子/渡邊 範将/小尾 裕志

103103103103 683 -21Lap 25.25 km/h8:02:56.648チームKAP Anex 35周小関 貴裕/出雄 隆弘/岡原 佑樹/西野 彰/中尾 健人/小西 藍

104104104104 582 -21Lap 25.22 km/h8:03:24.660team HD1 35周大藤 麻衣/大藤 良祐/原 直生/安藤 晋平/山田 崇彰

105105105105 519 -21Lap 24.81 km/h8:11:22.344中谷病院ＮＣＡ－ＲＥＢＯＲＮ 35周水流 健一郎/岡本 真実/中本 典子/川村 望美/田中 志保/南方 心里

106106106106 363 -21Lap 24.79 km/h8:11:48.735ワーカーズ ロードB 35周丸山 祥平/森田 雄亮/鈴木 珠美

107107107107 236 -22Lap 24.53 km/h8:02:54.052メンテRUNス758チームB 34周粥川 裕希子/奥山 沙代/山口 友幸/宮本 慶淳/蜂谷 吉男/鈴木 航平

108108108108 71 -22Lap 24.51 km/h8:03:16.122クロこっこ（ヴェル） 34周阿出川 健一/西谷 由紀子/山本 香/吉田 千秋/東 祐太朗/宝井 良輔

109109109109 385 -22Lap 24.43 km/h8:04:47.791Team p-trade 34周塚田 俊二/中村 まさや/増岡 ゆうと/井上 けいこ/藤原 あつお

110110110110 667 -22Lap 24.34 km/h8:06:37.126チームKAP 34周田津原 淳/廣橋 直人/田嶋 律子/藤原 由佳/大江 敏之/瀬口 均

111111111111 539 -22Lap 24.02 km/h8:13:02.564NFCレーシング 34周荻原 加奈子/石川 亨/大越 孝司/中澤 吉高

112112112112 343 -23Lap 23.69 km/h8:05:09.705ちーちゃん＆やっちゃん 33周畔柳 保彦/畔柳 千津子

113113113113 545 -23Lap 23.60 km/h8:07:09.371ムサシA 33周大野 真季/安井 祐子/中野 秀和/前田 純良/伊藤 寛

114114114114 56 -24Lap 23.07 km/h8:03:05.578ロマンティックがとまらない 32周小島 初音/置塩 ひかる/田中 杏佳/三木 万裕子/奥村 円香

115115115115 685 -24Lap 22.88 km/h8:07:08.302Teamピープレ 32周下津浦 敦史/宮本 哲也/松山 恭子/原 なおこ/岡 真生/福井 康平

116116116116 615 -25Lap 22.46 km/h8:00:44.159のりをデンジャラス 31周東郷　 誠/中西 規子

117117117117 396 -25Lap 22.40 km/h8:02:03.713チーム友加輪 31周中嶋 智尚/宮崎 久美子/山本 武/山本 桂子

118118118118 720 -25Lap 22.01 km/h8:10:42.953team.YAYOI 31周長濱 雄佑/井澤 一俊/遠藤　 三鈴/相田 浩希/村上 拓/青沼 圭

119119119119 508 -25Lap 21.93 km/h8:12:28.768三重大学病院A 31周伊藤 正明/佐藤 圭/沖上 正人/有賀 真以子/田山 智子/碇谷 初音

120120120120 814 -26Lap 22.89 km/h7:36:33.200FREEDOM 4 30周吉田 克浩/原澤 志野/山岸 未加/門田 瑞希

121121121121 669 -28Lap 19.88 km/h8:10:43.216team.KEIKO 28周小林 和之/高橋 智彦/五十嵐 智也/高崎 麻美/石井 秀樹

122122122122 517 -31Lap 20.88 km/h6:57:07.209中谷病院ＮＣＡーＡ 25周佐原 弘晃/末本 浩基/坂田 昌穂/中谷 剛/中尾 慎吾/坂口 純子

123123123123 220 -34Lap 15.71 km/h8:07:45.399Velo compagno 22周瀧山 雅子/野路 三智洋/石井 京子

124124124124 526 -35Lap 29.80 km/h4:05:30.349HEBE男女混合 21周牧野 仁一/加藤 裕美/伊藤 聡/吉村 博子

125125125125 399 -41Lap 29.15 km/h2:59:15.266軽率に混合参加 15周森田 将司/夏見 彩希/小林 実緒/小林 竜誓/西村 新

126126126126 469 -47Lap 6.42 km/h8:08:23.496とんじる(赤みそ) 9周佐藤 幹展/藤 喬史/有本 友紀/坂本 成/水谷 陽介/川井 大樹
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