
【BIKE リザルト】

１周の距離 ： 2.4km

スタート時刻 ： 3H→8:45:00 、2H→12:30:00

順位 No. 　　チーム名  　　 / チームメンバー 周回数 タイム トップ差 平均速度

1 5046 フラムルージュ 蓮見 尚希 勝田 英之 栗原 立大 根本 寛之 78 5:04:10 0:00 36.93km/h

2 5051 グリーンパークキッズ 堀川 猛

嘉瀬 康太

郎

町田 尚史 山田 英勝 引田 直希 76 5:01:31 -2Lap 36.30km/h

3 5023 長久寺自転車部A

佐々木 達

也

井桁 宗明 山本 雄大 75 5:01:07 -3Lap 35.87km/h

4 5045 HATO☆SUN 清水 一路 大井 英一 本橋 研一 黒川 智幸 73 5:02:43 -5Lap 34.73km/h

5 5065 深商自転車競技部(仮) 北本 涼介 図師 佑斗 森田 翔太 熊谷 拓 北代 勇気 武石 侑也 72 5:00:17 -6Lap 34.53km/h

6 5037 チームNG 柿沼 良和 森尻 悠介 田邊 純也 岡田 健 72 5:06:39 -6Lap 33.81km/h

7 5066 （株）ショーワ 清水 克繁 新井 武志 72 5:07:07 -6Lap 33.76km/h

8 5003 大日本パックス

相吉澤 佑

輔

小島 寛央 72 5:07:39 -6Lap 33.70km/h

9 5052 サイクルショップFUN 岡野 聡史 福士 利明 大橋 且弥 鈴木 拓馬 池田 哲哉 70 5:02:13 -8Lap 33.35km/h

10 5055 TEAM 輪持久業 英 上瀧 和夫 桑原 忠 清水 大介 袴田 大智 吉岡 英次 70 5:02:26 -8Lap 33.33km/h

11 5030 武蔵越生高校Ａ 鈴木 晋平 笛木 享 齊藤 由将 70 5:04:24 -8Lap 33.11km/h

12 5042 TEAM 輪持久業 仏 道祖土 昇 星野 拓也 飛田 浩之 飛田 智宏 70 5:04:41 -8Lap 33.08km/h

13 5048 もうそうえくすぷれす 配島 義隆 似内 洋祐 松谷 政導 篠藤 伸 69 5:02:53 -9Lap 32.80km/h

14 5008 TT 後藤 辰弥 塩野 敦士 69 5:03:52 -9Lap 32.70km/h

15 5024 長久寺自転車部B 諏訪 雅俊 中山 大輔 友光 桂介 68 5:01:14 -10Lap 32.51km/h

16 5054 チームB.B 貝塚 秀輝 森 一浩 荒井 英俊 小野 将 川上 真吾 68 5:01:25 -10Lap 32.49km/h

17 5006 東栄住宅自転車部A 本田 修久 太田 幸臣 68 5:05:25 -10Lap 32.06km/h

18 5059 怠け者と更に怠け者のチーム 春日 達也 新井 正弘 岡島 央典 大島 直 秋山 直大 67 5:01:03 -11Lap 32.05km/h

19 5047 武蔵越生高校Ｂ 佐藤 豪 村中 秀光 田崎 航 栄 直也 67 5:04:35 -11Lap 31.68km/h

20 5062 C3チームA 上原 悠 大村 直之 杉澤 幹起 水附 太郎 松浦 啓介 西村 耕平 66 5:05:43 -12Lap 31.09km/h

21 5007 幻肢痛 堀越 達也 花岡 稜 66 5:05:45 -12Lap 31.08km/h

22 5049 エクスペンダブルズ 金城 秀樹 井出 匠 高橋 勇樹 高木 航 山本 遼 65 5:01:42 -13Lap 31.02km/h

23 5058 Tokyo Escargot β 山﨑 英臣 雨宮 朋之 宮崎 大輔 吉田 豊 進藤 和弘 65 5:02:03 -13Lap 30.99km/h

24 5067 きよみんＣＣ 高橋 真 下島 正裕

木村 賢太

郎

65 5:02:24 -13Lap 30.95km/h

25 5010 Shonan TRIumph チームK 後藤 恵介 内田 桂太

楢崎 ブラ

ンドン

65 5:03:52 -13Lap 30.80km/h

26 5025 東栄住宅自転車部C 田村 成男 名倉 潤 大塚 陽一 65 5:05:38 -13Lap 30.62km/h

27 5056 デンジャラスペダル 小山 友樹 新網 拓也 金田 宣治 武者 慶実 高橋 隆行 65 5:06:09 -13Lap 30.57km/h

28 5029 フラムルージュB 古川 功 佐藤 慎也 白井 大暉 65 5:10:24 -13Lap 30.15km/h

29 5063 C3チームB 木村 健人 梅津 昌史

冨士山 聡

寿

大沼 史明 合田 貴洋 加藤 知紀 64 5:02:58 -14Lap 30.42km/h

30 5032 LIBERTY DOG(N.N支部) 五十嵐 博 柳澤 洋 佐藤 充 64 5:05:29 -14Lap 30.17km/h

5時間男子・チーム



【BIKE リザルト】

１周の距離 ： 2.4km

スタート時刻 ： 3H→8:45:00 、2H→12:30:00

順位 No. 　　チーム名  　　 / チームメンバー 周回数 タイム トップ差 平均速度

31 5012 Team 男前ブラザーズ

永田 晋一

郎

西川 達也 松井 聖 64 5:06:04 0:00 30.11km/h

32 5041 チームB・GO 中村 範明 菅井 義啓 林部 弘基 村田 憲一 64 5:08:34 0:02 29.87km/h

33 5002 シクロクラブ 浅見 貴 奈良 真希 63 5:03:20 -1Lap 29.91km/h

34 5004 TEAM イオン 鶴谷 耕一 牧 善典 63 5:05:39 -1Lap 29.68km/h

35 5036 チームＡ・ＧＯ 鈴木 康弘 神山 淳守 服部 友和 篠原 誠 63 5:05:48 -1Lap 29.67km/h

36 5038 チーム自転車操業2 柴 唯啓 古谷 隆 松尾 泰寛 高橋 慶 63 5:06:56 -1Lap 29.56km/h

37 5044 happy-go-lucky1 杉澤 肇 細井 和也 福岡 一成 伊東 卓也 63 5:07:04 -1Lap 29.54km/h

38 5020 チームUGL 横山 敏洋 秦 康朗 落合 圭司 63 5:08:41 -1Lap 29.39km/h

39 5057 Tokyo Escargot α 岸山 道善 阿部 正和 飛田 和彦

込谷 優一

郎

栗原 正樹 62 5:02:19 -2Lap 29.53km/h

40 5014 team IRD 野崎 丈弘 津藤 靖幸 矢崎 貴之 62 5:04:22 -2Lap 29.33km/h

41 5026 765プロレーシング 林田 新也 山口 修一 嶋津 博文 62 5:05:43 -2Lap 29.20km/h

42 5028 BBC

有川 雄太

郎

前仲 秀樹

長谷川 一

城

62 5:06:47 -2Lap 29.10km/h

43 5021 TEAM409F 新坂 貴 木村 修 山田 義和 61 5:01:18 -3Lap 29.15km/h

44 5016 TEAM北風と太陽と狂走賢者 伊藤 伸昭 柳 克也 田村 義広 61 5:02:02 -3Lap 29.08km/h

45 5013 チーム・ハラショー 久保 敦 鈴木 智満 菅野 淳夫 61 5:02:30 -3Lap 29.04km/h

46 5064 蓮田Beer 茅野 俊幸 阿部 聡 斎藤 直己 及川 達也 土渕 高広

神屋敷 駿

也

61 5:03:15 -3Lap 28.97km/h

47 5039 チームハチノス 佐藤 敬太 清水 喬 田中 清貴 三浦 弘雅 61 5:03:53 -3Lap 28.91km/h

48 5018 チームハーフスピードA 渡辺 済 渡辺 恭央 佐藤 隆磨 61 5:05:47 -3Lap 28.73km/h

49 5027 肉三昧 伊勢 雄介 梅木 正人 中澤 圭介 61 5:06:27 -3Lap 28.66km/h

50 5017 teamながみん 永見 朋也 山口 倫矢 毛利 寧伯 61 5:11:51 -3Lap 28.17km/h

51 5034 銀河自転車競技部 千田 俊輔 中野 元気 塩田 峰章 古田 健介 60 5:00:45 -4Lap 28.73km/h

52 5022 TEAM409H 原口 宗也 樋口 祥平 橋本 裕 60 5:03:26 -4Lap 28.47km/h

53 5009 NBCC 峠の華A 神野 誠 小田 俊泰 富澤 一慶 60 5:08:21 -4Lap 28.02km/h

54 5068 チーム若鮎 加藤 寛之 大橋 尚彦 多淵 大樹 麓 和真 60 5:09:46 -4Lap 27.89km/h

55 5031 武蔵越生高校Ｃ 山崎 文明 大川 雅斗 小林 史門 59 5:03:30 -5Lap 27.99km/h

56 5043 ちびまるこちゃん’ｓ 瀬山 悟史 武山 渉 高橋 潤 小林 充志 59 5:07:27 -5Lap 27.63km/h

57 5053 チームコロバイク 森田 佑貴 菊地 俊 望月 東憲

三田村 修

一郎

田口 直樹 59 5:07:46 -5Lap 27.61km/h

58 5040 TEAM　PEAKY’s　赤組

戸ヶ﨑 正

幸

戸ヶ﨑 竜

太

佐藤 稔也 木塚 茂夫 58 5:01:43 -6Lap 27.68km/h

59 5060 happy-go-lucky2 根岸  剛 柳沢 英毅 小竹 博文 本間 健史 佐藤 将史 58 5:07:44 -6Lap 27.14km/h

60 5061 happy-go-lucky3 増田 陽一 尾城 英樹 中村 憲人 石川 学 川田 直哉 56 5:07:04 -8Lap 26.26km/h

5時間男子・チーム
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61 5033 ローハイミックス 王 川 武都 将 森川 利幸 54 5:03:34 0:00 25.62km/h

62 5019 TEAM　PEAKY’s　白組 熊坂 義明 熊坂 亮佑

名古屋 厚

治

53 5:05:02 -1Lap 25.02km/h

63 5001 C.C.Bonneville 川上 修 平塚 旬 50 5:04:18 -4Lap 23.66km/h

OPN 5011 鈴木プロサイクリング 佐藤 弘和 近藤 瑞 鈴木 幸司 38 3:00:31 -16Lap 30.31km/h

64 5005 チーム自転車操業3

金井 健一

郎

花ヶ崎 倫

成

27 5:07:01 -27Lap 12.66km/h

5時間男子・チーム


