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1111 198 37.39 km/h8:04:27.252三味線RACING 52周後藤 浩伸/安田 信次/青砥 英明/岩館 恭佑/近藤 なつき

2222 243 +03:10.114 37.15 km/h8:07:37.366Team Rueda N1 52周大坂 真未/落合 友樹/村田 祐基/秋本 光隆

3333 268 -1Lap 36.75 km/h8:03:26.070ギルファルコン B 51周福田 和重/石井 浩二/鈴置 卓也/杉浦 康之/司 翔太/福本 里奈

4444 385 -1Lap 36.27 km/h8:09:52.437ダイモンレーシング 51周大井 基司/岡田 尚久/神谷 徹/伊藤 梓/越山 和幸

5555 12 -2Lap 36.00 km/h8:03:51.881鬼塾長と素直な塾生 50周伊藤 幸司/荻野 大/真鍋 美樹/佐々木 優

6666 92 -2Lap 35.75 km/h8:07:13.303チームきゃうちゃん 50周村山 司/村山 かほり/田辺 徹/米倉 裕/浅原 宏之

7777 181 -3Lap 35.10 km/h8:06:16.499TEAM ポンタ 49周藤井 敏史/柳澤 麗絵/鍛治谷 伸英/松谷 立也

8888 163 -4Lap 34.22 km/h8:08:40.539RBconnectionA 48周江頭 慎治/其田 安菜/河森 貴博/西野 秀和/樋口 栄一/藤原 純之介

9999 631 -5Lap 33.71 km/h8:05:39.349モニグロードB 47周岡 千晃/増田 康次/木田 雄一郎/三木 康裕

10101010 289 -6Lap 33.30 km/h8:01:13.304yassa mossa A 46周池川 辰哉/檜垣 健太郎/岩佐 浩道/端本 瞳

11111111 355 -6Lap 33.07 km/h8:04:37.187Team  TiSK 46周田中 作治/池上 裕子/菅野 泰典/柏木 拓

12121212 326 -7Lap 32.45 km/h8:03:08.321リベルタ チーム社長 45周牧野 太宣/平松 達一郎/高橋 宏典/仲原 三博/加藤 麻依子/蜂須賀 英樹

13131313 341 -7Lap 32.17 km/h8:07:15.703OzzyObasarne 45周中西 勇二/芦田 智/栗生 知美

14141414 175 -7Lap 32.02 km/h8:09:32.469CYCLEheroA 45周東 孝浩/中村 良樹/武田 祐加子

15151515 426 -8Lap 31.92 km/h8:00:14.060SPEED LABO 44周長谷川 典央/岸田 公威/坂崎 理絵

16161616 483 -8Lap 31.73 km/h8:03:08.0362年目社畜サイクリング 44周大野 琴美/加藤 大成/青木 郁弥/金原 航希/平野 翔也/加藤 裕吾

17171717 558 -8Lap 31.62 km/h8:04:44.317ブラックパール 44周西村 栄司/小林 宏之/織部 正博/亀田 里美/岸本 達彦

18181818 449 -8Lap 31.46 km/h8:07:17.213チーム寿 44周石井 明弘/小木曽 寿人/加藤 よし子/服部 紗都子

19191919 218 -8Lap 31.21 km/h8:11:08.576CoolVeloBチーム 44周石井 敦士/加賀 琢人/草野 英樹/鳥越 生資/岸本 匡史/加賀 めぐみ

20202020 640 -8Lap 30.97 km/h8:14:54.876八代レーシングチーム 44周友田 義昭/臼井 剛/大持 秀康/杉山 睦子/堀 隆史

21212121 150 -9Lap 31.20 km/h8:00:07.945PREMIUM-AMA 43周種田 篤嗣/種田 由美子/廣田 誠二/中野 由美/鈴木 為晴

22222222 132 -9Lap 31.08 km/h8:01:54.788エクストリーム・エローズ 43周案浦 智彦/宮崎 直人/赤枝 明洋/高藤 亜希子

23232323 185 -9Lap 31.07 km/h8:02:11.181ポンテカルロ 43周冨 淳子/野村 和広/杉本 智子/江里口 真一

24242424 427 -9Lap 31.00 km/h8:03:11.601チームまつぼっくり 43周吉川 周作/吉川 恵里子/吉村 徳泰

25252525 216 -9Lap 30.79 km/h8:06:32.768響自転車部Ａ 43周前田 順一/河本 英二/浜野 耕一/桃谷 加奈子/藤原 実央/河合  航

26262626 404 -9Lap 30.78 km/h8:06:43.107Libelta 43周石河 成也/鈴木 智也/天野 祥光/山本 貴理/高橋 尚枝/木村 謙介

27272727 639 -9Lap 30.73 km/h8:07:29.295Zippy OB＆OG; 43周前田 哲宏/河野 哲寛/北村 正憲/柳田 佳奈江/藤原 詢大

28282828 582 -9Lap 30.71 km/h8:07:46.276オータス 43周高士 剛/太田 一則/高柳 剛/松下 剛/中村 美紀/伊藤 誠

29292929 101 -9Lap 30.51 km/h8:10:56.091自転車走業(有) 43周森 大介/小松 威仁/奥田 恵子/山鹿 颯太/内田 詠介

30303030 133 -10Lap 30.44 km/h8:00:35.114どてるし一味 42周吉本 丈一/浦東 直子/本多 秀明/上坂 直也

31313131 635 -10Lap 30.34 km/h8:02:16.975池ちゃん 42周松本 崇志/原 崇/横川 隆徳/谷川 陽子/池田 祐樹

32323232 715 -10Lap 30.19 km/h8:04:36.235ぎゅーとらーズ 42周玉暉 美華/江川 浩文/安井 正和/渡辺 智之/長谷川 美穂

33333333 192 -10Lap 29.81 km/h8:10:48.942水すましＢ 42周植谷 弘也/稲見 猛樹/芳尾 直美/近藤 知美

34343434 468 -11Lap 29.22 km/h8:08:49.596Team P-des 41周村田 亘/矢沢 由尚/西口 哲也/松田 あきよ/朝井 雅剛

35353535 323 -12Lap 29.02 km/h8:00:11.942響自転車部B 40周二村 健二/岸田 哲治/桃谷 清隆/尾木 恵里/大戸 朋子/河合 善江

OPNOPNOPNOPN 131 -12Lap 28.91 km/h8:01:58.827眞鍋会ちゃりんこ支部A 40周岩佐 拓哉/河合 李果/戸部 亮/眞鍋 真

36363636 551 -12Lap 28.88 km/h8:02:29.351エスカルゴ中部プラス 40周小山内 昭博/大部 裕一郎/中西 俊/南 三保/武田 淑美

37373737 141 -12Lap 28.80 km/h8:03:48.204どてるし七味 40周吉本 奈保子/三宮 弘義/溝口 秀夫/春日 耗一

38383838 206 -12Lap 28.66 km/h8:06:10.863FRCC 40周古川 圭一/村川 往欧/小野木 公栄/新名 領一/新名 真里弥

39393939 81 -12Lap 28.55 km/h8:08:03.907爆☆装☆備 40周鈴木 愛之/山本 北斗/綾野 史也/大滝 穣

40404040 159 -12Lap 28.49 km/h8:09:04.624自転車倶楽部 40周成瀬 八州男/成瀬 可菜/田端 勇造/小池 凌/沖 隆式/信定 寛成

41414141 701 -12Lap 28.41 km/h8:10:25.135RC Cycling 40周木村 仁/渡辺 瞭/渡瀬 誓/谷 昌典

42424242 400 -12Lap 28.29 km/h8:12:36.454I.C.C. 40周富樫 昌彦/伊藤 賢/神谷 尚史/吉田 恵光/福山 拓也/後藤 麻恵

OPNOPNOPNOPN 5010 -12Lap 28.20 km/h8:14:03.754チームエアフライ 40周吉村 雅喜/斉藤 宏/高橋 寿成/山口 尚美/浦田 無倫/浦田 颯

43434343 481 -12Lap 28.19 km/h8:14:20.380遊輪クラブ 40周間瀬 啓史/北村 哲也/北村 婦自予/小林 樹/榎本 敦久

44444444 732 -13Lap 28.26 km/h8:00:47.394２シフトアッパーズ 39周山根 達也/岡本 賢吾/馬場 俊介/田中 真弓/中野 紗矢

OPNOPNOPNOPN 5004 -13Lap 28.23 km/h8:01:18.568Meitan TPP 39周松尾 憲太/山本 博愛/松本 真理子/天池 崇

45454545 654 -13Lap 28.07 km/h8:04:05.248チーム・デポ★ユーアイ 39周吉田 拓史/山田 政樹/上原 雅史/東郷 修一/田中 里香/土性 浩明

46464646 552 -13Lap 27.98 km/h8:05:38.299teamGONGO 39周宇津美 明/稲垣 聰/仁木 良知/尾原 正豊/有元 朋子
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47474747 473 -13Lap 27.63 km/h8:11:44.932ロンドベル 39周葛城 勲/藤木 和広/開崎 輝将/松原 茂樹/松原 真佐美

48484848 151 -13Lap 27.56 km/h8:13:00.768ＳＵＩＲＩＮ 39周福田 達也/渡邉 敏子/北 若菜/嵐 裕昌/松芝 和幸

49494949 161 -14Lap 27.51 km/h8:01:15.683Ｔｅａｍ Ｂｒｅｚｚａ γ 38周宮川 賢一/武智 明/清田 司/野田 和秀/梶原 健/杉本 麗

50505050 262 -14Lap 27.49 km/h8:01:34.951せいはまＫ 38周渋谷 伸一/宇都宮 支優/遠藤 浩一/大城 巧/齊藤 隆介

51515151 497 -14Lap 27.46 km/h8:02:05.327帰りのビールが楽しみ 38周木谷 健二/吉元 崇倫/高井 淳生/横山 智康/森石 麻紗子/安福 希

52525252 393 -14Lap 27.40 km/h8:03:07.494関西クラシックレーサーズB 38周福田 保/三木 幸子/瀧本 憲治/黒石 良一/杉本 雅昭

53535353 724 -14Lap 27.39 km/h8:03:18.608ホワイトレモネード 38周富永 克士/山田 晋一/山田 望久/両国 義幸/両国 真由美

54545454 458 -14Lap 27.38 km/h8:03:31.450MRSCT Team-A 38周岩本 健児/永田 幹紀/中野 響子/石田 正樹

55555555 470 -14Lap 27.37 km/h8:03:39.819Team P-Make2 38周今重 光生/伊藤 政之/小坂 念子/高木 男雄/永野 裕幸

56565656 516 -14Lap 27.34 km/h8:04:13.832スイカ大好き組 38周秋田 昌紀/秋田 槙/野澤 佳弘

57575757 748 -14Lap 27.30 km/h8:04:55.256B-HEARTS （楽） 38周中野 早苗/中野 颯月/鈴木 翔太/北村 綾菜/井田 遼太/中野 公一

58585858 730 -14Lap 27.29 km/h8:05:03.715WCN 38周加藤 一平/後藤 卓也/小西 眞由美/土井 太希/中窪 勇一郎

59595959 610 -14Lap 27.24 km/h8:05:55.200ジャイアントストア神戸 38周玉川 雄一/坂本さん ご友人/伊藤 晋吾/神戸 太郎

60606060 463 -14Lap 27.21 km/h8:06:32.546関西クラシックレーサーズA 38周羽山 哲雄/和田 直之/森下 真衣/西村 順一/松本 由久

61616161 204 -14Lap 27.02 km/h8:09:58.932HOKKI団 38周倉田 千春/奥村 卓史/神橋 秀幸/入江 一吉/本田 知之

62626262 624 -14Lap 27.00 km/h8:10:11.577チームシルクロードC 38周青山 雅史/堀内 勝彦/堀内 恵子/平木 千里

63636363 271 -14Lap 26.91 km/h8:11:50.620伊勢日赤チーム 38周高村 武志/中立 大樹/高橋 怜那/井口 亮介/片桐 徹/八木 健太

64646464 464 -14Lap 26.90 km/h8:12:07.330関西クラシックレーサーズE 38周讃岐 徹志/山田 孝子/山本 幸良/阿比倉 隆/土田 賢一

65656565 191 -14Lap 26.89 km/h8:12:17.786水すましＡ 38周増田 繁樹/植谷 勉/落合 良平/松田 貢一

66666666 512 -15Lap 26.79 km/h8:01:03.202チーム・トヨダ 37周豊田 長儀/豊田 智恵子/伊藤 翔馬

67676767 253 -15Lap 26.65 km/h8:03:35.670たてりんＤ 37周堀 慎之輔/菱川 義浩/澤田 隆志/土井 さゆり/岩佐 祐介

68686868 467 -15Lap 26.64 km/h8:03:51.007Team P-Make 37周村田 圭佑/松尾 壮子/野村 辰宏/畑中 崇志/桑原 康

69696969 495 -15Lap 26.63 km/h8:04:03.132ベアーズ 37周片桐 貞宗/濱 恵理子/藤原 英記/楠野 高司/太田 光洋/山吹 翔

70707070 207 -15Lap 26.45 km/h8:07:21.061たて輪でゴー！ 37周西津 菜穂子/伊藤 雄一郎/浅野 裕一/山岸 修/原 雄一

71717171 212 -15Lap 26.38 km/h8:08:35.353KSCC 37周山口 晃史/武田 伸吾/茅野 知世/合田 侑紀/眞嶋 航誠/竹永 敏也

72727272 418 -15Lap 26.32 km/h8:09:44.396oyako 37周山岸 紀明/山岸 瑛実

73737373 105 -15Lap 26.15 km/h8:12:50.494クロこっこ（クロ） 37周池田 和美/海面 尚光/松井 咲野加/北村 美有/前田 克彦

74747474 733 -15Lap 26.01 km/h8:15:37.123京田辺大野さんと仲間たち 37周大野 栄三郎/林田 智之/牧草 次郎/吉田 ひろ子/上村 崇

75757575 410 -16Lap 26.06 km/h8:01:11.954ＴＤＥＣサイクリング部Ａ 36周立石 朗/澤木 一/佐藤 誠/安藤 真治/服部 剛也/柴田 有香

76767676 740 -16Lap 25.86 km/h8:04:56.902Team ピープレ 36周宮本 哲也/松山 恭子/原 なおこ/岡 真生/前田 健太/下津浦 敦史

77777777 99 -16Lap 25.73 km/h8:07:21.741クロこっこ（ヴェル） 36周阿出川 健一/山崎 見奈/平松 千佳/古賀 昭彦/宝井 良輔

78787878 51 -16Lap 25.42 km/h8:13:19.139リスパックAチーム 36周寺岡 三博/寺岡 由紀/大坪 求/竹下 寛/田中 慎也/安藤 敦士

79797979 752 -17Lap 25.36 km/h8:00:45.290美女と野獣 35周西川 優/服部 勇/前田 直也/吉田 政弘

80808080 228 -17Lap 25.21 km/h8:03:39.566兵庫県調査士自転車競技部 35周北谷 奈穂子/藤井 裕一/鬼頭 一伸

81818181 736 -17Lap 24.97 km/h8:08:18.459荒井製作所 35周平野 晃司/平野 静代/平野 舜/加藤 清二/梅原 圭裕/野地 翔太

82828282 531 -17Lap 24.91 km/h8:09:31.056ちゃりん娘サポーターズＡ 35周塚原 保/山田 敏子/駒井 薫/見市 悦史

83838383 273 -17Lap 24.71 km/h8:13:20.448神戸国際オキラクチーム 35周稲木 翔一/中井 駿介/福島 康洋/成田 葉子/田中 佑季/熊木 恵

84848484 664 -17Lap 24.69 km/h8:13:51.722びぎな～ず 35周服部 環/服部 栄子/舘 李之/水上 達雄/大矢 美佳/宮上 理恵

85858585 487 -18Lap 24.67 km/h8:00:10.106Baroquck B 34周羽木 貴規/安田 隆一/北野 亜樹/鈴木 満貴/平田 眞也/山口 隆峰

86868686 595 -18Lap 24.62 km/h8:01:09.853チーム りゅう 34周福村 雅史/柿田 裕美/辻 正明

87878787 49 -18Lap 24.57 km/h8:02:02.024越後のひげや 34周山本 正樹/大羽賀 剛/星野 武敏/内田 丞滋/佐藤 隆平/大橋 香織

88888888 387 -18Lap 24.54 km/h8:02:40.137ABR迅速A 34周橋本 芳和/井上 佐和子/長野 優子/渋谷 幸恵/田中 基之

89898989 315 -18Lap 24.52 km/h8:03:02.790Further Toget 34周加藤  勲/岩木  誠/佐々木 貴弘/石山  圭子/絹田 記子

90909090 272 -18Lap 24.47 km/h8:04:05.779三重大学病院A 34周岩田 英城/西川 祐策/沖上 正人/野口 裕子/奥山 真由/佐藤 圭

91919191 489 -18Lap 24.23 km/h8:08:51.620ＫＰ－ＧＦＯー１Ｆ 34周石木 広之/大橋 里佳/市村 沙也佳/富永 雄生/下山 輝/富永 佳祐

92929292 660 -18Lap 24.18 km/h8:09:52.926チーム宮田倶楽部 34周宮田 雅史/山田 優実/山崎 あゆみ/長谷川 国大/小酒井 陽菜/森川 勝彦

93939393 247 -19Lap 24.50 km/h7:49:17.452Team Rueda N2 33周松村 洋平/小池 博之/小林 正樹/田口 真理子

94949494 432 -19Lap 23.90 km/h8:00:59.046j-power奥清津 33周宅間 幸恵/高崎 慎/宅間 文勇

95959595 52 -19Lap 23.88 km/h8:01:24.079オルディ㈱ 33周北川 昌治/満田 貴大/石田 紘平/前田 英美利/島田 真梨子/中尾 寿考

96969696 739 -19Lap 23.62 km/h8:06:41.718橋元運輸自転車部 33周鈴木 慶紀/高田 純/樋口 翔子/兼松 裕太/松本 篤宜/高畠 義照

97979797 486 -19Lap 23.56 km/h8:07:58.911Baroquck A 33周長縄 貴人/本田 拓/石井 雅典/打越 登美子/関 賢一/河野 さおり

98989898 408 -20Lap 23.39 km/h7:56:38.794高速youth2号 32周高橋 良太/関根 達哉/伊藤 瑞樹/関 慎一朗/針生 和輝/行川 美佳

99999999 264 -20Lap 23.12 km/h8:02:05.699三重大学病院B 32周後藤 健宏/原 文祐/水野 克彦/田山 智子/碇谷 初音

100100100100 719 -20Lap 23.06 km/h8:03:26.093チーム長岡京＋佐世保 32周幸田 英樹/小山 亮/守家 誠/松本 賢/松本 花歩

101101101101 469 -20Lap 23.04 km/h8:03:42.763Team P-Trade 32周鈴木 敦郎/塚田 俊二/廣田 俊子/増岡 ゆうと/井上 大地

102102102102 662 -20Lap 23.01 km/h8:04:22.043紀北防衛軍 32周森本 衣里/中西 一郎/山本 真由/伊藤 千春/友重 みゆき/細野 義輝
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周回数周回数周回数周回数

第8回スズカ8時間エンデューロ春sp

103103103103 422 -20Lap 22.83 km/h8:08:20.872ちーちゃん＆やっちゃん 32周畔柳 保彦/畔柳 千津子

104104104104 50 -22Lap 22.74 km/h7:39:37.670チームプロモ 30周大森 直哉/錦織 俊史/西端 一晃/岡本 万理子/村山 茂樹/佐々木 崇典

105105105105 47 -22Lap 21.68 km/h8:01:59.917TEPMAN B 30周高橋 良輔/春日 めい/菱沼 豊/松本 純/笹田 英彦/山口 泰也

106106106106 403 -22Lap 21.66 km/h8:02:33.435ひさみっと 30周舘 聡史/齋藤 ひさみ/坂井 淳一/重成 航/長田 裕輝/吉崎 あき穂

107107107107 409 -22Lap 21.63 km/h8:03:09.949高速youth3号 30周大岡 雅明/平賀 知之/松本 仁和/高橋 将汰/林 篤彦/武田 菜津子

108108108108 53 -22Lap 21.59 km/h8:04:04.524リスパックBダッシュ 30周柳瀬 伸昭/長瀬 孝一/山田 智文/中村 佑介/長田 侑子/田垣 佑悟

109109109109 653 -22Lap 21.48 km/h8:06:27.370BGケッタ部 30周伊藤 工馬/本山 伸悟/本山 遥/浜島 俊潤/加藤 紘章/近藤 晃司

110110110110 745 -22Lap 21.07 km/h8:15:54.766ローカルスーパースターズ 30周野村 幸廣/伊井 美智子/野村 恵美子/千種 妙/瀬川 智紀/森田 安津美

111111111111 265 -22Lap 21.03 km/h8:16:50.938三重大学病院C 30周佐生 喬/熊野 雄斗/尾廣 浩司/大森 教成/有賀 真以子

112112112112 368 -23Lap 21.07 km/h7:59:26.527★犬の会★ 29周河井 亜希/山田 明伸/神保 莉加/神保 瑞輝

113113113113 433 -23Lap 20.81 km/h8:05:26.963jphytec奥清津 29周中村 徹矢/丸山 智恵子/川上 聖二

114114114114 54 -23Lap 20.55 km/h8:11:39.839スマートダッシュ中央 29周松永 健二/中井 督樹/林 成彦/佐伯 亜希子/稲垣 英継/谷田 篤

115115115115 493 -23Lap 20.53 km/h8:11:57.401TEAM GREEN 29周藤嶋 靖信/藤原  菜多里/出川 智/大島 佐知子/西野 舞子/出川 優子

116116116116 537 -24Lap 22.64 km/h7:10:47.093からあげ部 28周岸 世悟/百村 祐亮/佐々木 天/相澤 圭介

117117117117 727 -24Lap 20.11 km/h8:05:03.918チーム ATSUTAKA 28周額田 勝/芝谷 周一/中辻 雅利/長島 正弥/額田 庫三子

118118118118 407 -24Lap 20.10 km/h8:05:14.872高速youth1号 28周鈴木 淳司/吉峯 邦彦/中村 俊春/遠藤 大智/根本 惇人/長谷部 千秋

119119119119 698 -24Lap 19.92 km/h8:09:44.692シノノメ 28周辻村 剛/辻村 知佳/鬼頭 聖/松本 裕美

120120120120 30 -24Lap 19.56 km/h8:18:31.267スズカ未来（フレッシュ） 28周中田 夏海/西山 裕作/打田 健太/山口 彰太/中村 あみ

121121121121 641 -25Lap 18.86 km/h8:18:40.075八代レーシングチーム3 27周橋本 晃一/岸本 勝己/馬場 修一郎/松木 稚子/友田 真理子

122122122122 455 -26Lap 18.42 km/h8:11:32.825チーム由加輪 26周宮崎 久美子/山本 武/山本 桂子/中嶋 智尚

123123123123 41 -26Lap 18.17 km/h8:18:29.853スズカ未来仮装２ 26周服部 貴子/小巻 諒昌/松島 正詞/水野 智美/後藤 昂詞/金谷 周平

124124124124 36 -26Lap 18.17 km/h8:18:30.958アサヅマファイターズ 26周大西 卓/吉田 忠昭/本間 諭/長谷川 忍/平 丈晃

125125125125 411 -28Lap 17.36 km/h8:01:26.565うながっぱ チームP 24周小池 高寛/小池 孝治/名里 貴志/松田 純/小池 美奈子/渡辺 裕丈

126126126126 609 -28Lap 17.05 km/h8:10:26.497ジャイアントストア神戸 24周玉川 愛/坂本 純/松田 真美/山木 久子

127127127127 721 -29Lap 26.07 km/h5:07:23.006 中日ゴールデンジャイアン 23周吉田 彩/稲葉 一哉/林 竜也/岩永 諒/吉田 勝志

OPNOPNOPNOPN 5005 -29Lap 23.36 km/h5:43:02.775Meitan 2RUN 23周松本 喜久一/抱 英樹/近藤 祐史/大部 雅裕

128128128128 618 -29Lap 16.03 km/h8:19:37.226八代レーシングチーム2 23周細見 信貴/安田 和浩/長田 勇一/安岡 啓子

129129129129 716 -30Lap 27.83 km/h4:35:23.053とよたん つぅ 22周波多野 春伸/中村 好宏/中村 美帆/高橋 和弥/藤井 輝一郎

130130130130 29 -32Lap 13.98 km/h8:18:27.215スズカ未来 仮装３ 20周篠崎 純一/水野 美咲/岸 将輝/野崎 竜一/豊田 このみ

131131131131 104 -33Lap 27.42 km/h4:01:23.072中川家の子供は女！ 19周前田 修宏/三阪 紋綾香/久野 綾華/久野 静華/久野 謙太朗

132132132132 590 -33Lap 25.88 km/h4:15:47.392BAR NORTH 19周吉岡 睦/吉岡 泉

133133133133 39 -33Lap 13.27 km/h8:18:30.821スズカ未来 仮装１ 19周大橋 祐子/宮崎 敏生/三宅 崇介/野崎 雄人/伊藤 里佳/前川 崇

134134134134 48 -35Lap 12.28 km/h8:01:59.401TEPMAN A 17周清宮 一寿/村上 奈美恵/寺下 信吾/大浦 和幸/寺田 周平/三浦 靖之

OPNOPNOPNOPN 5006 -38Lap 14.21 km/h5:43:08.865Meitan クリアプロCC 14周曽我 琢也/札場 信之/川端 朋子
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