
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12月14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）

46.62 km/h1 123 足立 岳志 01:13.358Team GSJｱﾀﾞﾁ ﾀｹｼ 奈良県39

46.38 km/h00:002 1057 南 広樹 01:13.723エアピローズﾐﾅﾐ ﾋﾛｷ 滋賀県35

45.39 km/h00:023 202 中丸 太 01:15.334ﾅｶﾏﾙ ﾌﾄｼ 大阪府36

44.58 km/h00:034 1084 橋本 泰生 01:16.702神戸大学自転車競技部ﾊｼﾓﾄ ﾀｲｾｲ 兵庫県21

44.57 km/h00:035 1047 宮崎 健太 01:16.719大阪経済大学ﾐﾔｻﾞｷ ｹﾝﾀ 兵庫県19

44.11 km/h00:046 126 門田 裕貴 01:17.533高知工科大学ｶﾄﾞﾀ ﾕｳｷ 高知県20

44.09 km/h00:047 1049 築山 元樹 01:17.557チーム・グランプッチﾂｷﾔﾏ ｹﾞﾝｷ 岡山県41

43.59 km/h00:058 133 岩崎 嶺 01:18.443ｲﾜｻｷ ﾚｲ 京都府29

43.42 km/h00:059 304 佐藤 宏樹 01:18.748もはやこれまでｻﾄｳ ﾋﾛｷ 大阪府20

43.34 km/h00:0510 516 武内 匡一 01:18.902team Sasanquaﾀｹｳﾁ ｷｮｳｲﾁ 大阪府29

42.85 km/h00:0611 135 植田 恒平 01:19.811Life Rideｳｴﾀﾞ ｺｳﾍｲ 兵庫県33

42.79 km/h00:0612 515 木村 耕平 01:19.909ｷﾑﾗ ｺｳﾍｲ 大阪府22

42.63 km/h00:0713 131 森 悠喜 01:20.224ネオ・クロワジエールﾓﾘ ﾕｳｷ 香川県24

42.47 km/h00:0714 536 森田 祐生 01:20.526ﾓﾘﾀ ﾋﾛｷ 大阪府18

41.76 km/h00:0815 258 上村 駿介 01:21.877ｶﾐﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ 滋賀県17

41.52 km/h00:0916 441 矢野 健登 01:22.368ﾔﾉ ｹﾝﾄ 大阪府16

41.48 km/h00:0917 545 萱野 匠 01:22.448府大高専サイクリング部ｶﾔﾉ ﾀｸﾐ 大阪府17

41.40 km/h00:0918 1030 冨塚 紘樹 01:22.597GSJﾄﾐﾂﾞｶ ﾋﾛｷ 大阪府40

41.27 km/h00:0919 1072 前田 眞治 01:22.851ﾏｴﾀﾞ ｼﾝｼﾞ 大阪府58

41.20 km/h00:1020 311 野邑 俊夫 01:23.007ﾉﾑﾗ ﾄｼｵ 兵庫県41

41.20 km/h00:1020 501 長谷部 叶人 01:23.007ﾊｾﾍﾞ ｶﾅﾄ 大阪府15

40.98 km/h00:1022 259 宮脇 陸徳 01:23.443ﾐﾔﾜｷ ﾘｸﾄ 大阪府18

39.68 km/h00:1323 5015 後藤 郁恵 01:26.170GSJｺﾞﾄｳ ｲｸｴ 大阪府

39.38 km/h00:1324 305 松本 悠 01:26.836もはやこれまでﾏﾂﾓﾄ ﾕｳ 大阪府20

39.34 km/h00:1325 540 尾前 翔曳 01:26.931やまなみれぃしぃんぐぅｵﾏｴ ｼｮｳｴｲ 奈良県18

39.08 km/h00:1426 1022 石山 正樹 01:27.505Cycom/多武峰朝練ｲｼﾔﾏ ﾏｻｷ 奈良県43

38.71 km/h00:1527 301 渡邊 樹 01:28.340ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾂｷ 兵庫県22

38.66 km/h00:1528 2006 森田 人志 01:28.451ﾓﾘﾀ ﾋﾄｼ 大阪府54

38.24 km/h00:1629 1067 中林 昭雄 01:29.427VC VELOCE PROSSIMOﾅｶﾊﾞﾔｼ ｱｷｵ 大阪府55

37.92 km/h00:1730 5004 宇都 梢 01:30.189HAMMER HEADｳﾄ ｺｽﾞｴ 大阪府

37.41 km/h00:1831 233 川口 薫 01:31.400GSJｶﾜｸﾞﾁ ｶｵﾙ 大阪府41

36.80 km/h00:1932 1094 松岡 勇斗 01:32.926スクアドラﾏﾂｵｶ ﾕｳﾄ 大阪府14

36.26 km/h00:2133 5014 松浦 珠絵 01:34.305シマノドリンキングﾏﾂｳﾗ ﾀﾏｴ 大阪府

33.42 km/h00:2934 4007 植田 美佳 01:42.315chapter2  team  japanｳｴﾀﾞ ﾐｶ 兵庫県

32.55 km/h00:3235 5001 宮崎 文恵 01:45.043ﾐﾔｻﾞｷ ﾌﾐｴ 兵庫県

122 松本 竜太朗 DNSEURO-WORKS Racingﾏﾂﾓﾄ ﾘｭｳﾀﾛｳ 奈良県26

220 川瀬 晃一 DNSｶﾜｾ ｺｳｲﾁ 大阪府42

224 安藤 裕之 DNSｱﾝﾄﾞｳ ﾋﾛﾕｷ 岡山県42

227 清原 良輝 DNSｷﾖﾊﾗ ﾖｼｷ 兵庫県19

246 薬師神 晋 DNSﾔｸｼｼﾞﾝ ｽｽﾑ 徳島県39

440 福島 大貴 DNSﾌｸｼﾏ ﾋﾛｷ 大阪府16

445 山下 智大 DNSサイクルガレージKCSﾔﾏｼﾀ ﾄﾓﾋﾛ 大阪府18

504 西川 知宏 DNS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

1007 日笠 英明 DNSソレイユﾋｶｻ ﾋﾃﾞｱｷ 兵庫県59

1018 鈴木 晋平 DNS超弱レーシングｽｽﾞｷ ｼﾝﾍﾟｲ 大阪府35

1021 城阪 佳佑 DNSGOTUｼﾛｻｶ ｹｲｽｹ 大阪府34

1035 福田 浩二 DNSﾌｸﾀﾞ ｺｳｼﾞ 大阪府38

1075 桑原 亮太 DNSｸﾜﾊﾗ ﾘｮｳﾀ 大阪府23

1076 北村 一輝 DNSｷﾀﾑﾗ ｶｽﾞｷ 奈良県23

5006 石山 香織 DNS多武峰朝練ｲｼﾔﾏ ｶｵﾘ 奈良県
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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、Sports MC DJ Team'REAL'

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

 南船場スポーツグラスサロン眼'z、TOMOTOSHI CYCLE、和歌山サイクルプロジェクト

 FEELCAP、FOOT MAX、ミトロング-V、Re・蘇


