
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：2020年1月25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）

49.68 km/h1 1042 佐藤 俊雄 01:08.834Team TKGｻﾄｳ ﾄｼｵ 兵庫県42

48.73 km/h00:022 133 田中 裕也 01:10.171E.T.hard school styleﾀﾅｶ ﾕｳﾔ 大阪府19

47.34 km/h00:043 123 小森 悠音 01:12.232奈良北高校ｺﾓﾘ ﾕｳﾄ 奈良県16

46.86 km/h00:044 1094 松本 天照 01:12.970ﾏﾂﾓﾄ ﾃﾝｼｮｳ 滋賀県20

46.18 km/h00:065 1006 宮崎 健太 01:14.047大阪経済大学ﾐﾔｻﾞｷ ｹﾝﾀ 兵庫県19

45.93 km/h00:066 136 中村 将也 01:14.451ALL OUT rericﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾔ 大阪府34

44.98 km/h00:087 1013 築山 元樹 01:16.023チーム・グランプッチﾂｷﾔﾏ ｹﾞﾝｷ 岡山県41

44.62 km/h00:088 1063 橋本 泰生 01:16.643神戸大学自転車競技部ﾊｼﾓﾄ ﾀｲｾｲ 兵庫県22

44.46 km/h00:089 131 松井 丈治 01:16.913BLASTﾏﾂｲ ｼﾞｮｳｼﾞ 大阪府15

44.23 km/h00:0910 517 上原 光 01:17.323かめやレーシングteamｳｴﾊﾗ ﾋｶﾙ 大阪府21

43.73 km/h00:1011 409 山田 凌 01:18.191サイクロトロン ターゲッツﾔﾏﾀﾞ ﾘｮｳ 大阪府19

43.69 km/h00:1012 126 中野 允暉 01:18.261徳島科学技術高校ﾅｶﾉ ﾖｼｷ 徳島県18

43.08 km/h00:1113 232 上野 竜 01:19.369Team sasanquaｳｴﾉ ﾘｮｳ 大阪府29

42.94 km/h00:1114 1084 岡本 涼 01:19.644ｵｶﾓﾄ ﾘｮｳ 大阪府24

42.93 km/h00:1115 1010 石川 正章 01:19.662シルベストサイクルスタッフチームｲｼｶﾜ ﾏｻｱｷ 兵庫県24

42.53 km/h00:1216 234 室谷 賢二 01:20.410神戸大学マラソン同好会ﾑﾛﾀﾆ ｹﾝｼﾞ 大阪府24

42.27 km/h00:1217 2004 前田 眞治 01:20.897ﾏｴﾀﾞ ｼﾝｼﾞ 大阪府58

42.25 km/h00:1218 1028 本田 真一 01:20.937CC HOLSAﾎﾝﾀﾞ ｼﾝｲﾁ 大阪府40

42.13 km/h00:1319 238 高橋 昂大 01:21.160team Sasanquaﾀｶﾊｼ ｺｳﾀﾞｲ 大阪府25

41.91 km/h00:1320 1025 小川 祐毅 01:21.586ｵｶﾞﾜ ﾕｳｷ 滋賀県23

41.12 km/h00:1521 1024 知花 友 01:23.156AREGRO BRIOﾁﾊﾞﾅ ﾕｳ 大阪府26

40.84 km/h00:1522 1088 宇野 剛史 01:23.723VC VELOCE prossimoｳﾉ ﾂﾖｼ 大阪府37

40.74 km/h00:1523 1050 村井 優一 01:23.939ﾑﾗｲ ﾕｳｲﾁ 大阪府29

40.47 km/h00:1624 1011 中林 昭雄 01:24.495VC VELOCE PROSSIMOﾅｶﾊﾞﾔｼ ｱｷｵ 大阪府55

40.46 km/h00:1625 1039 冨塚 紘樹 01:24.519GSJﾄﾐﾂﾞｶ ﾋﾛｷ 大阪府40

40.39 km/h00:1626 1049 福島 大貴 01:24.663ﾌｸｼﾏ ﾋﾛｷ 大阪府16

40.16 km/h00:1727 2010 石川 真広 01:25.155Lontano宝塚ｲｼｶﾜ ﾏｻﾋﾛ 大阪府52

39.75 km/h00:1828 1052 久保 勇 01:26.028ｸﾎﾞ ｲｻﾑ 大阪府50

38.76 km/h00:2029 205 川瀬 晃一 01:28.225ｶﾜｾ ｺｳｲﾁ 大阪府42

38.62 km/h00:2030 237 川口 薫 01:28.534GSJｶﾜｸﾞﾁ ｶｵﾙ 大阪府41

37.97 km/h00:2231 5008 柳澤 麗絵 01:30.052teamTKGﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾘｴ 京都府

37.76 km/h00:2232 5003 奥平 厚子 01:30.551TEAM ZERO UNO FRONTIERｵｸﾀﾞｲﾗ ｱﾂｺ 兵庫県

33.98 km/h00:3233 5009 宮崎 文恵 01:40.627ﾐﾔｻﾞｷ ﾌﾐｴ 兵庫県

125 植田 恒平 DNSLife Rideｳｴﾀﾞ ｺｳﾍｲ 兵庫県33

135 泉 祐也 DNS山陽高等学校ｲｽﾞﾐ ﾕｳﾔ 広島県17

206 安藤 裕之 DNSｱﾝﾄﾞｳ ﾋﾛﾕｷ 岡山県42

210 小野 秀都 DNSｵﾉ ｼｹﾞﾄ 岡山県21

211 松本 悠 DNSもはやこれまでﾏﾂﾓﾄ ﾕｳ 大阪府20

223 渡邊 樹 DNSﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾂｷ 兵庫県22

236 福 隼人 DNSGSJ ﾌｸ ﾊﾔﾄ 奈良県24

405 薬師神 晋 DNSﾔｸｼｼﾞﾝ ｽｽﾑ 徳島県39

406 佐藤 宏樹 DNSもはやこれまでｻﾄｳ ﾋﾛｷ 大阪府21

411 中嶋 貴一 DNS住化友輪会ﾅｶｼﾞﾏ ｷｲﾁ 大阪府27

515 吉田 周平 DNSﾖｼﾀﾞ ｼｭｳﾍｲ 奈良県26

1001 日笠 英明 DNSソレイユﾋｶｻ ﾋﾃﾞｱｷ 兵庫県60

1009 藤岡 徹也 DNSシルベストサイクルスタッフチームﾌｼﾞｵｶ ﾃﾂﾔ 兵庫県31

1030 阿蘓 正登 DNSｱｿ ﾏｻﾄ 大阪府62

1046 彦坂 拓真 DNSTeam-554ﾋｺｻｶ ﾀｸﾏ 大阪府14

4011 植田 美佳 DNSchapter2 team japanｳｴﾀﾞ ﾐｶ 兵庫県

5014 松浦 珠絵 DNSシマノドリンキングﾏﾂｳﾗ ﾀﾏｴ 大阪府

POWERTAG by Matrix-Inc Page: 1 / 2 2020/01/27 10:18

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、眼'z、FOOT MAX、CAHALO、FEELCAP、Re・蘇、ミトロング-V、

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

 DECOJA、De Marchi Kyoto（デマルキ京都）、ピクノレーサー、イナーメ・スポーツアロマ


