
Rank No. Name Time
Average+Top

(M:S)TeamName SpeedAreaAge

【 Result／タイムトライアル 】
Distance  : 0.95 km

開催日：2019年11月23日(土) ／ 開催場所：大阪府堺市堺区 海とのふれあい広場（1周 0.95 km）

48.73 km/h1 1025 佐藤 俊雄 01:10.175Team tamagokakegohan ｻﾄｳ ﾄｼｵ 兵庫県42

47.94 km/h00:012 110 中村 将也 01:11.331TEAM all outﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾔ 大阪府34

47.30 km/h00:023 1053 奥村 祐希 01:12.303サイファアスリートクラブｵｸﾑﾗ ﾕｳｷ 岡山県22

47.08 km/h00:024 1014 藤本 和也 01:12.636EURO-WORKS Racingﾌｼﾞﾓﾄ ｶｽﾞﾔ 大阪府37

46.91 km/h00:025 1068 築山 元樹 01:12.902チーム・グランプッチﾂｷﾔﾏ ｹﾞﾝｷ 岡山県41

46.79 km/h00:036 202 中丸 太 01:13.092ﾅｶﾏﾙ ﾌﾄｼ 大阪府36

46.34 km/h00:037 1060 松谷 一範 01:13.798HAMMER HEADﾏﾂﾀﾆ ｶｽﾞﾉﾘ 大阪府33

46.15 km/h00:048 503 西川 知宏 01:14.105イチダイライダーズクラブ(ときどき本沖)ﾆｼｶﾜ ﾄﾓﾋﾛ 大阪府34

45.49 km/h00:059 1018 佐藤 宏樹 01:15.177ｻﾄｳ ﾋﾛｷ 大阪府20

45.18 km/h00:0510 153 森田 祐生 01:15.685ﾓﾘﾀ ﾋﾛｷ 大阪府18

44.88 km/h00:0611 439 萱野 匠 01:16.198高専サイクリング部ｶﾔﾉ ﾀｸﾐ 大阪府17

44.64 km/h00:0612 1040 上妻 卓矢 01:16.610AVANCE PLUSｺｳﾂﾞﾏ ﾀｸﾔ 京都府26

44.39 km/h00:0713 116 中角 直喜 01:17.043Innocentﾅｶﾂﾉ ﾅｵｷ 滋賀県27

44.20 km/h00:0714 259 宮脇 陸徳 01:17.368ﾐﾔﾜｷ ﾘｸﾄ 大阪府18

44.08 km/h00:0715 1036 池田 新 01:17.580Innocentｲｹﾀﾞ ｱﾗﾀ 兵庫県30

43.35 km/h00:0816 403 山田 凌 01:18.877サイクロトロン ターゲッツﾔﾏﾀﾞ ﾘｮｳ 大阪府19

43.08 km/h00:0917 225 鹿嶋 泰孝 01:19.376㈱パシフィックワールドｶｼﾏ ﾔｽﾀｶ 大阪府36

43.04 km/h00:0918 219 猪谷 丈夫 01:19.453ちゃんりあチャレンジｲﾀﾆ ﾀｹｵ 大阪府30

42.93 km/h00:0919 109 山野 智也 01:19.660サイクロトロン ターゲッツﾔﾏﾉ ﾄﾓﾔ 兵庫県37

42.54 km/h00:1020 242 野邑 俊夫 01:20.387ﾉﾑﾗ ﾄｼｵ 兵庫県41

42.45 km/h00:1021 1019 松本 悠 01:20.556ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳ 大阪府20

42.21 km/h00:1122 1041 中林 昭雄 01:21.013VC VELOCE PROSSIMOﾅｶﾊﾞﾔｼ ｱｷｵ 大阪府55

42.05 km/h00:1123 1001 日笠 英明 01:21.321ソレイユﾋｶｻ ﾋﾃﾞｱｷ 兵庫県59

41.87 km/h00:1124 335 中村 光一朗 01:21.673MOONbikes竜王ﾅｶﾑﾗ ｺｳｲﾁﾛｳ 滋賀県14

41.85 km/h00:1125 2008 森田 人志 01:21.719ﾓﾘﾀ ﾋﾄｼ 大阪府54

41.58 km/h00:1226 333 松岡 勇斗 01:22.234スクアドラﾏﾂｵｶ ﾕｳﾄ 大阪府14

41.42 km/h00:1227 2012 石川 真広 01:22.566Lontano宝塚ｲｼｶﾜ ﾏｻﾋﾛ 大阪府52

41.28 km/h00:1228 2028 宮村 優 01:22.847ONE/WDﾐﾔﾑﾗ ﾏｻﾙ 京都府58

38.57 km/h00:1829 1011 細谷 史生 01:28.648ﾎｿﾔ ﾌﾐﾋﾄ 大阪府55

37.74 km/h00:2030 5010 奥平 厚子 01:30.599Team Zero Uno Frontierｵｸﾀﾞｲﾗ ｱﾂｺ 兵庫県

37.61 km/h00:2031 1054 岡島 信也 01:30.932ｵｶｼﾞﾏ ｼﾝﾔ 大阪府54

36.53 km/h00:2332 1100 岡本 大喜 01:33.618ｵｶﾓﾄ ﾀﾞｲｷ 奈良県12

35.69 km/h00:2533 5004 宮崎 文恵 01:35.819ﾐﾔｻﾞｷ ﾌﾐｴ 兵庫県

103 古谷 勇輝 DNSﾌﾙﾀﾆ ﾕｳｷ 大阪府28

129 上田 明 DNS日本ろう自転車競技協会ｳｴﾀﾞ ｱｷﾗ 京都府42

211 土師 渉 DNSMUSCLE RACINGﾊｾﾞ ﾜﾀﾙ 大阪府29

220 上野 竜 DNSｳｴﾉ ﾘｮｳ 大阪府29

222 笹森 哲弥 DNSミズノサイクルチームｻｻﾓﾘ ﾃﾂﾔ 大阪府27

237 山根 聖 DNSﾔﾏﾈ ｻﾄｼ 大阪府30

241 渡邉 賢二 DNS大成グラビヤ（株）ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝｼﾞ 大阪府38

244 立花 武人 DNSﾀﾁﾊﾞﾅ ﾀｹﾋﾄ 大阪府48

250 宮内 辰徳 DNS三菱電機UNOﾐﾔｳﾁ ﾀﾂﾉﾘ 兵庫県31

254 藤後 祐介 DNSGSSﾄｳｺﾞ ﾕｳｽｹ 三重県27

301 津田 航 DNSGSSﾂﾀﾞ ﾜﾀﾙ 兵庫県27

306 安藤 裕之 DNSｱﾝﾄﾞｳ ﾋﾛﾕｷ 岡山県42

422 沖田 興紀 DNSGSSｵｷﾀ ｺｳｷ 兵庫県30

513 上原 光 DNSかめやレーシングチームｳｴﾊﾗ ﾋｶﾙ 大阪府21

527 中山 清之 DNSGREEN GROOVEﾅｶﾔﾏ ｷﾖｼ 岡山県29

1050 福田 浩二 DNSﾌｸﾀﾞ ｺｳｼﾞ 大阪府38

1059 尾崎 光正 DNSGREEN GROOVEｵｻﾞｷ ﾐﾂﾏｻ 岡山県37
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主　　　催 ： サイクルロードレース協会（CRRA）

協　　　力 ： 株式会社ソル・スポーツマネジメント、サイクルショップKintarou

協　　　賛 ： オージーケーカブト、CAHALO、眼'z、DECOJA、De Marchi Kyoto（デマルキ京都）、

後　　　援 ： 堺市

 Sports MC DJ Team'REAL'、南船場スポーツグラスサロン眼'z

 FEELCAP、FOOT MAX、ミトロング-V、Re・蘇


