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1111 449 39.84 km/h8:00:54.594多武峰朝練☆荒ぶる女帝とその下 55周丸谷 知広/吉森 大晃/為石 昌宏/野口 翔太/小島 快斗/西村 有紗

2222 316 +06:56.801 39.28 km/h8:07:51.395TRC RS 55周橋本 玲/中西 啓太/野呂 武志/木村 啓介/平瀬 遼/谷知 知大

3333 683 -1Lap 38.60 km/h8:07:19.860アルファ１ 54周枡田 貴理丸/鴻上 龍/高田 光/福山 昇吾/川添 美佳

4444 592 -1Lap 38.55 km/h8:07:57.290teamたまごかけご飯すだち味 54周佐藤 俊雄/坂本 恭平/柳澤 麗絵

5555 515 -1Lap 38.55 km/h8:07:59.791ギルファルコンＢwith平田親子 54周石井 浩二/福田 和重/鈴置 卓也/平田 要/平田 優樹

6666 46 -2Lap 38.17 km/h8:03:45.982YCC 53周沢田 昭夫/中野 智弘/掛川 貴/岡 将人/奥 紘幸/濱田 祐子

7777 512 -2Lap 37.97 km/h8:06:15.460チーム チクリ・ピオニエーレ 53周橋本 玲/築山 元樹/杭田 翔太/鎌田 剛

8888 518 -3Lap 37.01 km/h8:09:29.353Liberta uno 52周深谷 優光/中山 滉也/中山 大輔/才賀 和輝/大野 琴美

9999 156 -4Lap 37.01 km/h8:00:02.468モニグロードA 51周田中 洋行/永松 篤/島田 新太郎/増田 康次/桜井 朝子

10101010 600 -4Lap 36.96 km/h8:00:40.308TOKYO FUN RIDE 51周田中 透麻/鈴木 祥太/高山 康秀/辻 和佳子/高橋 弘樹

11111111 214 -4Lap 36.85 km/h8:02:10.617Crazy Train R 51周水谷 優/越 大輔/杉本 憲一/小川 陽一/塚本 憲治/塚本 千恵子

12121212 52 -4Lap 36.73 km/h8:03:45.651ユーロード Pretty 51周林 邦男/戸田 泰彰/榊原 恵太/川合 伸和/川合 奈美/橋本 和幸

13131313 519 -4Lap 36.65 km/h8:04:47.630HAMMER HEAD 51周宇都 梢/久木田 真一/駒田 道明/渡辺 祐樹/渡辺 佳織

14141414 438 -6Lap 35.31 km/h8:03:22.326Rinrin cycling team 49周田中 智也/佐藤 朋希/山田 真実/加藤 隆寛

15151515 445 -6Lap 35.26 km/h8:04:09.647美山サイクリングクラブ 49周中村 善宏/川邉 敏仁/川邉 颯汰/橋本 のこ/内田 凛/内田 樂

16161616 524 -8Lap 34.10 km/h8:00:08.506すいせいローズ 47周渡辺 裕子/真鍋 進/相良 晶一/高木 隆太郎/安田 仁/岡田 裕介

17171717 209 -8Lap 33.97 km/h8:01:57.934Team Via 47周竹村 健太朗/安藤 彰啓/武田 祐加子

18181818 315 -8Lap 33.95 km/h8:02:13.263チームコスモ 47周長谷川 創磨/山田 宇宙/毛利 綾子/石見 峻瑛/伊藤 誠悟/竹内 誠

19191919 682 -8Lap 33.72 km/h8:05:29.746サイクルショップイワ井 チームA 47周阿辺 真也/石塚 英樹/西尾 敬子/西尾 七海/榮永 茉利

20202020 311 -8Lap 33.56 km/h8:07:49.257Y.H.K.H.Y 47周小木曽 寿人/西田 有花/伊藤 洋治/安藤 健助/加藤 よしこ

21212121 264 -9Lap 33.34 km/h8:00:35.829OADれ～すぃんぐ 46周恩田 勇輝/酒井 宏典/酒井 綾乃/下野 直規/前川 裕之

22222222 159 -9Lap 33.10 km/h8:04:04.571DRONE 46周末廣 晃一/末廣 裕子/中村 春男/小林 秀一/高田 侑亮/河辺 早和子

23232323 155 -9Lap 32.82 km/h8:08:15.395モニグロードB 46周中川 哲/吉川 周作/吉川 恵里子/内村 仁/三輪 俊一

24242424 105 -9Lap 32.65 km/h8:10:43.965わおハタチやて(仮) 46周奥村 昌生/寺田 彩乃/竹原 千博/山田 博史/和田 健利/橋本 陽介

25252525 307 -10Lap 32.62 km/h8:00:38.900TEAM-Salvatore 45周Mannino Salvatore/芳野 正裕/来 秀一/辰巳 多美子

26262626 602 -10Lap 32.49 km/h8:02:28.336東大阪KOG 45周岡田 匡司/増井 直亮/山科 博紀/小山 新平/戸来 茜/島 興太

27272727 47 -10Lap 31.69 km/h8:14:43.268OPUCC OB 45周下釜 拓大/松浦 祐朔/廣瀬 俊彰/高見 しずく/田辺 浩生/要川 拓野

28282828 604 -11Lap 31.87 km/h8:00:56.429TEAM KOG　KEEP LEFT 44周松下 誠/東野 将治/大木 敬司/小倉 雅文/玉本 一真/山科 絵理香

29292929 45 -11Lap 31.71 km/h8:03:21.424えきＣＹＣＬＥ【Ｂ】 44周徳本 豊/舩橋 和裕/富川 美也子/佐々木 裕太郎/前田 里奈

30303030 98 -11Lap 31.64 km/h8:04:27.724☆チーム京子 44周出見 京子/三浦 光広/服部 高利/榊谷 幹雄

31313131 40 -11Lap 31.40 km/h8:08:08.780MMCY 3M 44周前田 実/山崎 芽以/小林 真

32323232 266 -11Lap 31.39 km/h8:08:19.802チームKYOTOC 44周山根 達也/岡本 賢吾/遠藤 晃冬/福本 えりか/鹿村 佳代

33333333 97 -11Lap 31.02 km/h8:14:09.000Yチャンス 44周山本 智彦/山本 克彦/山本 彩/小谷 英俊

34343434 591 -12Lap 31.19 km/h8:00:15.362チーム二人＠鈴鹿の直線鬼with野 43周永島 美樹/村田 海太郎

35353535 367 -12Lap 31.09 km/h8:01:50.304チームM-2・Ｂ 43周松田 健太/金子 博文/庄司 識人/松田 美紀子

36363636 516 -12Lap 31.01 km/h8:03:00.746射撃部プラスONE 43周池内 陽介/川中 憲彦/阿部 紀男/高橋 尚枝/高橋 宏典

37373737 103 -12Lap 30.90 km/h8:04:47.031NUCC(貧脚） 43周西原 奈波/盛下 泰暉/五藤 大貴/田島 治希/藤崎 慧

38383838 51 -12Lap 30.80 km/h8:06:23.715えきＣＹＣＬＥ【B】 43周中山 尊/神谷 奈未/角木 敏勝/安井 裕司/草場 昭二 /加藤 友規

39393939 441 -12Lap 30.65 km/h8:08:39.485KUCC1回生 43周槇 海翔/森屋 羽瑠雅/中橋 徳子/上原 大典

40404040 681 -12Lap 30.60 km/h8:09:31.725Team-554 43周彦坂 渉/彦坂 拓真/福西 淳司/鈴木 雄太/鈴木 まゆ

41414141 313 -13Lap 30.44 km/h8:00:41.780cycling team of SUMS 42周染野 秀介/水口 昌俊/森田 修平/八田 真梨子/永野 亮太

42424242 601 -13Lap 30.39 km/h8:01:30.803ロード語り隊 42周田附 光/三輪 卓万/樋田 和也/中林 翔/中林 果奈美

43434343 100 -13Lap 30.31 km/h8:02:44.224☆チーム朝美 42周嶺山 万紀子/三宅 光章/菊池 靖/日下部 朝美

44444444 366 -13Lap 30.26 km/h8:03:33.644チームM-2・Ａ 42周松田 英樹/鳥内 勝己/鎌倉 信弘/江尻 歩望

45454545 603 -13Lap 30.01 km/h8:07:35.298JSRメビウス 42周田中 洋光/木村 吉伸/高橋 直人/山崎 夕平/内田 洋介/松本 陽子

46464646 369 -13Lap 29.97 km/h8:08:13.976八代レーシングチーム 42周杉山 睦子/大持 秀康/臼井 剛/橋本 晃一/堀 隆史

47474747 680 -13Lap 29.95 km/h8:08:28.055RB3-1 42周有馬 義雄/松野 幸泰/小谷 博/小谷 玲美奈

48484848 210 -14Lap 29.69 km/h8:01:00.796水すましＡ 41周増田 繁樹/中川 勝子/松田 貢一/落合 良平

49494949 523 -14Lap 29.56 km/h8:03:15.085すいせんローズ 41周小鹿 比咲子/大橋 和幸/浅野 智加/山本 貴紀/福井 淳一/村田 卓也
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50505050 597 -14Lap 29.53 km/h8:03:43.245りんきちＢ 41周藤村 勝洋/後藤 啓介/岩尾 佑里恵/飯田 裕子

51515151 211 -14Lap 29.52 km/h8:03:50.103水すましB 41周植谷 勉/芳尾 直美/笠井 周/稲見 猛樹

52525252 310 -14Lap 29.37 km/h8:06:13.794TEAM 光　初エンデューロ 41周鈴木 崇仁/鈴木 真樹/後藤 希/北谷 正雄/渡辺 和尚

53535353 269 -14Lap 29.35 km/h8:06:39.049Team Water Melon 41周秋田 昌紀/秋田 槙/高見 昌宏/山本 剛/小出 有加/小出 智章

54545454 49 -14Lap 29.30 km/h8:07:28.620えきＣＹＣＬＥ【Ａ】 41周中嶋 貴/橋本 裕之/杉浦 実由/小島 匡貴/亀井 泰希/前田 真志

55555555 513 -14Lap 28.72 km/h8:17:18.447FPCO 41周小林 裕平/鳥越 秀志/石橋 涼/柳瀬 恭介

56565656 41 -15Lap 28.97 km/h8:01:04.097☆チーム妙子 40周田中 妙子/中村 亮介/船戸 茂浩/山口 靖

57575757 42 -15Lap 28.77 km/h8:04:17.023たてりんサイクリング 40周舘林 由幸/佐伯 和久/堀 慎之輔/宮本 直史/横山 千里

58585858 442 -15Lap 28.50 km/h8:08:56.773やりつるぎA 40周宮北 泰浩/星野 耕一朗/星野 陽子/村上 俊貴/竹田 貴弘

59595959 212 -15Lap 28.40 km/h8:10:43.087KAZAIチーム FW半端ねえ 40周伊藤 彰/五島 佑治/荒山 周一/荒山 千佳

60606060 154 -15Lap 28.36 km/h8:11:22.760チームまふ 40周石井 鉄也/下方 芳美/高橋 尚文/大谷 朋子

61616161 308 -16Lap 28.21 km/h8:01:33.520関目東学童自転車部 39周榎本 和央/田中 良紀/大葉 幸子/溝渕 耕士/柿木 博之

62626262 594 -16Lap 28.13 km/h8:02:53.472ビワイチ会Bチーム 39周深尾 将太/橋本 有美/村田 直樹

63636363 102 -16Lap 27.74 km/h8:09:40.603翁と愉快な仲間たち 39周西野 寿夫/小林 眞由美/安田 光樹/坪倉 正明

64646464 684 -16Lap 27.72 km/h8:10:01.601アレグロモデラート 39周内藤 丈嗣/田野倉 宏向/田野倉 麻由佳/大口 貴広/永島 靖久/倉光 拓馬

65656565 525 -16Lap 27.68 km/h8:10:50.822丸一workers 39周山崎 真史/林 祐太/室中 佑介/名越 随子/能見 久美子/野口 祥夫

66666666 437 -16Lap 27.67 km/h8:10:58.933やりつるぎB 39周間永 真一/渡司 理子/印南 典晃/佐伯 真彩

67676767 44 -16Lap 27.49 km/h8:14:09.966Teamユミコ 39周加藤 悟史/山本 朱莉/木山 裕輔/澤田 和也/皆吉 清晃

68686868 268 -17Lap 27.56 km/h8:00:21.132ゆあかなま 38周木下 裕斗/木下 和也/永井 亜依/田村 成秀/田口 雅崇

69696969 262 -17Lap 27.37 km/h8:03:44.076try80s 38周吉川 誠/杉浦 英樹/西澤 悟/田中 志穂

70707070 439 -17Lap 27.34 km/h8:04:08.499Team around fifty 38周奥田 秀人/奥田 みわ/古野 一夫/石村 律子

71717171 675 -17Lap 27.10 km/h8:08:29.386コロコロまーくん 38周田原 孝志/柿田 裕美/辻 正明

72727272 50 -17Lap 27.10 km/h8:08:30.924KCA 38周恒川 祥徳/宮川 恒夫/金山 光秀/渡邊 康二/片岡 志保里/恒川 奈央

73737373 674 -17Lap 27.08 km/h8:08:53.359仮面夫婦 38周島 信勝/島 沙耶加

74747474 436 -18Lap 26.81 km/h8:00:44.596M556 37周岩田 晃治/三浦 正規/内木 絵里

75757575 517 -18Lap 26.78 km/h8:01:20.968WNC 37周小西 眞由美/後藤 卓也/加藤 一平/土井 太希/中窪 勇一郎

76767676 446 -18Lap 26.68 km/h8:03:04.903SANTAY独歩 37周前田 裕司/早川 修平/村手 紀夫/村手 礼佳/小板 麻希奈/日比野 輝章

77777777 371 -18Lap 26.41 km/h8:08:02.278愛ＬＥＸ・Ｂ 37周小岩井 仁志/榎戸 敬朗/中山 恵美子/中山 大輔/荒川 賢一/荒川 凱人

78787878 309 -18Lap 26.31 km/h8:09:58.387遊輪会 37周今尾 すみ江/森田 明美/板垣 謙太郎/稗田 大輔/内田 悠希

79797979 265 -18Lap 26.23 km/h8:11:21.739技サ自転車部 37周兵藤 富士雄/國本 和利/福浦 佑美/山岡 将司/廣嶋 正治

80808080 104 -19Lap 26.07 km/h8:01:05.077Tip Red Friends 36周長野 博之/川戸 圭介/大迫 哲也/片境 里帆/貴傳名 甲/辻 大樹

81818181 677 -19Lap 26.04 km/h8:01:31.081Bicycrew 36周内田 了太/内田 侑太/小倉 優加

82828282 593 -19Lap 25.99 km/h8:02:32.836出張バーベキュー湖人 36周山木 裕也/山木 瑞歩/三苫 幸雄

83838383 370 -19Lap 25.87 km/h8:04:45.027愛ＬＥＸ・Ａ 36周豊田 幸三/柴田 かすみ/杉山 由美子/杉山 重行/高木 卓也/村上 たかし

84848484 270 -19Lap 25.76 km/h8:06:45.767チャリンコあるある早く言いたい 36周久保 竜哉/久保 美香/宮地 徹/臼井 勝也/森蔭 美幸/西村 美紀

85858585 526 -19Lap 25.76 km/h8:06:54.407タートル三重C 36周夏目 智弘/新宅 弘子/井上 泰之/樋口 良弘/櫻井 正己/吉子 奈菜子

86868686 514 -19Lap 25.72 km/h8:07:37.924岡村屋 36周岡村 拓/岡村 祐/和智 萌/岡村 幸子

87878787 444 -20Lap 25.44 km/h7:59:16.4213あーる 35周古賀 靖/酒向 貴子/岩本 宏幸/栁澤 暁/亀田 一平

88888888 48 -20Lap 25.27 km/h8:02:32.089荒井製作所 35周平野 晃司/白石 道隆/新谷 歩/加藤 清二/梅原 圭裕/野地 翔太

89898989 267 -20Lap 25.24 km/h8:02:57.539スキ★モノ 35周片山 智/中井 良次/中西 真一/小島 健/澤本 綾乃

90909090 447 -20Lap 25.15 km/h8:04:48.288moto Denda 35周村本 吉昭/岡本 博之/堀 公人/岡田 貴之/岡田 裕子/大野 茂康

91919191 373 -20Lap 25.10 km/h8:05:39.894kfccA 35周東 大貴/中西 隼太郎/有銘 嶺/土田 茜絵/伊藤 真衣/橋本 侑里南

92929292 101 -20Lap 25.05 km/h8:06:44.156チーム翁withT 35周堀江 つかさ/橋本 眞樹/冨田 圭介/富田 正和

93939393 450 -20Lap 24.75 km/h8:12:39.429team HP♪C 35周斎藤 智洋/斎藤 寿和子/齊藤 剛/齊藤 千恵/濵口 威真/田中 修

94949494 153 -21Lap 24.59 km/h8:01:43.191TM 34周神崎 伸行/木宮 和人/山下 憲子

95959595 106 -21Lap 24.52 km/h8:03:06.920クロこっこ（クロ） 34周池田 和美/北村 美有/山崎 見奈/古賀 昭彦/吉野 秀紀/大谷 明広

96969696 372 -21Lap 24.50 km/h8:03:31.206kfccB 34周山崎 風雅/中山 朋香/高内 晃弘/中原 美奈/尾形 晟波/高橋 侑真

97979797 511 -21Lap 24.40 km/h8:05:28.873風になろうの会2 34周唐津麻 隆/金田 祐実/藤田 雄大

98989898 99 -21Lap 23.86 km/h8:16:26.015グリーンザップ2 34周前田 潔/寺島 克己/堀尾 淳/伊藤 美恵

99999999 676 -22Lap 23.90 km/h8:00:54.598チームシンケンA 33周大橋 和也/津山 義規/能阿弥 沙季

100100100100 261 -22Lap 23.85 km/h8:01:55.685YORI 33周寄高 正剛/寄高 香/寄高 雄介

101101101101 448 -22Lap 23.77 km/h8:03:42.097がたもん 33周大庭 厳敦/内田 正明/溝手 康人/水原 健介/西部 理恵/赤塚 康司

102102102102 312 -23Lap 24.25 km/h7:39:37.206RCCずっと学生でいたい撮影整備 32周松吉 滉生/西林 遥奈/仙波 祥伍/伊藤 千貴/薦田 顕

103103103103 678 -23Lap 23.21 km/h8:00:10.558チームシンケンB 32周佐古 成生/津山 弓美子/東 純平/河井 康隆

104104104104 443 -23Lap 23.19 km/h8:00:44.472くーるちょいす 32周冨嶋 紀幸/野口 尚史/平田 敦子/西田 清紀/小幡 拓夢

105105105105 598 -23Lap 23.10 km/h8:02:32.2743丁目のモビー☆ピット 32周平野 舜/渡辺 慎一郎/平野 静代/平野 達也
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第19回スズカ8時間エンデューロ

106106106106 107 -23Lap 23.10 km/h8:02:39.467グリーンザップ1 32周唐井 康智/唐井 美樹/杉本 崇/常世 拡行/服部 祐亮/宮嶋 治

107107107107 213 -23Lap 23.00 km/h8:04:38.800セントラルスポーツあまがさきパワ 32周福田 一男/尾崎 勝見/渡邊 宇一/渡邊 恵美子

108108108108 43 -23Lap 22.93 km/h8:06:09.071くりりん 32周吉村 南美/中川 貴喜/竹田 誠志/津田 水紀/榎本 行宏

109109109109 368 -23Lap 22.88 km/h8:07:10.797池袋サンデーライダーズB 32周井澤 粹/堀江 弘二/河田 礼美/片山 英斉

110110110110 263 -23Lap 22.63 km/h8:12:40.520Team SBIS 32周国本 勝彦/渡邊 範将/塩見 木綿子/小尾 裕志

111111111111 208 -23Lap 22.57 km/h8:13:56.691ちーちゃん＆やっちゃん 32周畔柳 保彦/畔柳 千津子

112112112112 364 -24Lap 22.20 km/h8:06:20.708ＦＣＣサイクリングクラブＢチーム 31周平岩 徹也/河原木 槙二/堀江 実季

113113113113 157 -25Lap 21.71 km/h8:01:19.125モニグロードβ 30周西窪 宏文/菅原 千晴/多田 晴彦/中西 康恵/長谷川 眞奈美

114114114114 599 -25Lap 21.31 km/h8:10:16.874岐阜化学A 30周中村 修/上野 真理/上野 弘/田上 智也/天池 京太

115115115115 596 -25Lap 21.31 km/h8:10:17.165岐阜化学B 30周鈴木 ゆり子/鈴木 和則/水野 貴政/小川 健太

116116116116 440 -25Lap 21.24 km/h8:11:58.338地球防衛軍銀輪部隊 30周安田 高司/杉本 哲也/小沼 健一/安田 美江

117117117117 521 -25Lap 21.00 km/h8:17:38.961きゃりーきゃぶきゃぶ 30周金子 順/屋金 実可子/小辰 将司/中眞 貴彦/松山 誠矢/安田 剣

118118118118 158 -26Lap 20.86 km/h8:04:14.335モニグロードγ 29周井上 彩/小原 茜/大野 将裕/塚田 正美/仲野 麻衣子

119119119119 365 -27Lap 20.06 km/h8:06:13.960Team KASG-1 28周高橋 基/高橋 由加利/小川 昌知

120120120120 679 -27Lap 20.05 km/h8:06:28.199猫まっしぐら 28周木谷 雄一/常深 良平/島田 敏臣/木谷 絵利

121121121121 520 -28Lap 19.56 km/h8:00:49.740普通自転二輪免許 27周橋本 雅岳/小寺 清三/薮谷 基子/添 誠/伊藤 貴

122122122122 522 -30Lap 18.15 km/h7:59:54.947きゃりーきゃぶきゃぶB 25周品川 奈都未/長尾 佳紀/佐藤 夕美子/岩本 逸郎/島崎 博嗣/橋之口 恭平

123123123123 510 -31Lap 22.88 km/h6:05:26.173acero 24周境 利郎/境 みづほ

124124124124 314 -31Lap 18.99 km/h7:20:16.379ゆるゆる楽しみ隊 24周金銅 誠悟/長友 莞爾/初田 瞬佑/貝原 匠/石川 理紗/長村 志歩

125125125125 595 -31Lap 17.16 km/h8:07:11.645レイクフリッパー 24周北田 誠/田村 常之進/安田 このみ
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