
 RANK BIB TEAM TIME GAP km/hLAPSRIDERS

Official Result
2時間エンデューロ男子（チーム4名）

1 412 横井 辰也こけし eTAP 2:01:03.80 - 35.314浅井 一浩 浅野 祐介    大林 新

2 419 田村 億西町自転車同好会A 2:05:48.73 +4:44.93 34.014加能 基博 冨田 昌志    柴田 和広

3 410 佐野 大輝AITCC 2:06:52.46 +5:48.66 33.714新美 孝祐 東川 翔馬    野々山 大

4 409 田牧 亮馬ﾁｰﾑ ﾗｲﾊﾞｰ+α 2:02:49.02 -1Lap 32.313角田 大季 吉田 瞬    米川 翔太

5 423 加藤 翔太ﾎﾝﾀﾞｻｲｸﾙ 2:04:13.56 -1Lap 32.013本田 哲也 中村 航輔    伊藤 裕也

6 404 松永 文明ﾄｰﾃｯｸ468 2:05:49.77 -1Lap 31.613塚本 英二 竹田 格成    森川 正浩

7 402 宮崎 貴之ｶﾙｶﾞﾓ2019 2:06:10.61 -1Lap 31.513岡 道信 樫山 正人    前田 博紀

8 422 高松 和宏ﾊﾞﾙﾊﾞｸﾗﾌﾞﾊｸｻﾝ 高松組 2:07:30.87 -1Lap 31.113田中 晃一 西川 響    小林 昌史

9 401 高田 正男OSC無想転生 2:01:31.82 -2Laps 30.212鈴木 優介 金原 正芳    近藤 孝祐

10 413 山脇 健NCC 2:06:03.65 -2Laps 29.112柴田 剛 岡元 正博    小嶋 慎司

11 405 湊原 正司ﾄｰﾃｯｸ468 2:06:53.67 -2Laps 28.912長谷川 智 鈴木 通民    佐野 明

12 418 山本 隆博ﾁｰﾑ Roue Roue 2:07:59.60 -2Laps 28.612高畑 佳史 足立 浩規    石岡 勇人

13 414 大島 康広TCCﾁｰﾑE 2:11:54.31 -2Laps 27.812羽田 宇慧 坂本 幸典    森 博史

14 415 長谷川 文晃TCCﾁｰﾑD 2:02:06.55 -3Laps 27.511名倉 修 上野 直樹    高岡 太

15 416 尾崎 亮寛&ｶｲA 2:06:15.14 -3Laps 26.611津口 嘉己 早川 一徳    谷川 敬芳

16 421 加藤 宏規ﾁｰﾑ にら坊 2:07:28.86 -3Laps 26.411兼京 智也 木村 武志    小嶋 健嗣

17 407 安藤 博北里B 2:09:28.95 -3Laps 25.911加藤 桂介 横地 恵太    菱川 正樹

18 417 平野 素光&ｶｲC 2:12:44.31 -3Laps 25.311鈴木 淳之 松下 祥己    土田 浩樹

19 403 木村 佳史CRANK SLAVE 2:00:11.88 -4Laps 25.410宮崎 昭芳 奥岡 佑季    西 智広

20 411 加藤 翔太10min 2:02:49.33 -4Laps 24.910緒川 宏太郎 安倍 裕太郎    足立 匡

21 408 水谷 和治ﾁｰﾑ409 2:05:56.18 -4Laps 24.210伊藤 匠 伊藤 雄一郎    近藤 諒

22 424 志津 明典SKT2 2:09:33.73 -4Laps 23.610河出 康隆 高羽 一之    高木 俊成

23 406 山本 将裕北里A 2:02:08.57 -5Laps 22.59船橋 益夫 庭本 直達    小酒井 誉

24 420 立道 信之ﾁｰﾑMKD-B 2:03:30.98 -5Laps 22.29古川 善 酒井 瞭吾    米田 達也
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