
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2月22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）

47.70 km/h1 1067 佐藤 俊雄 01:11.687Team all out rericｻﾄｳ ﾄｼｵ 兵庫県42

47.52 km/h00:002 1050 奥村 祐希 01:11.956サイファアスリートクラブｵｸﾑﾗ ﾕｳｷ 岡山県22

45.51 km/h00:043 145 中村 将也 01:15.145ALL OUT rericﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾔ 大阪府34

45.37 km/h00:044 1041 宮崎 健太 01:15.373大阪経済大学ﾐﾔｻﾞｷ ｹﾝﾀ 兵庫県19

45.08 km/h00:045 102 田中 裕也 01:15.853E.T.hard school styleﾀﾅｶ ﾕｳﾔ 大阪府19

44.12 km/h00:066 413 川根 孝生 01:17.500LEFT RACING TEAMｶﾜﾈ ｺｳｷ 兵庫県21

44.12 km/h00:067 525 細川 拓真 01:17.508松山聖陵高校ﾎｿｶﾜ ﾀｸﾐ 愛媛県16

43.98 km/h00:068 140 岡本 那央 01:17.756松山聖陵高校ｵｶﾓﾄ ﾅｵ 愛媛県16

43.95 km/h00:069 132 中西 啓太 01:17.806Panasonic Racingﾅｶﾆｼ ｹｲﾀ 大阪府28

43.30 km/h00:0710 1023 築山 元樹 01:18.967チーム・グランプッチﾂｷﾔﾏ ｹﾞﾝｷ 岡山県41

42.77 km/h00:0811 417 網矢 一徹 01:19.961松山聖陵高校ｱﾐﾔ ｲｯﾃﾂ 愛媛県17

41.63 km/h00:1112 520 山中 智樹 01:22.141LEFT RACINGTEAMﾔﾏﾅｶ ﾄﾓｷ 兵庫県21

41.41 km/h00:1113 1051 村井 優一 01:22.583ﾑﾗｲ ﾕｳｲﾁ 大阪府29

41.35 km/h00:1114 139 目附 光 01:22.693松山聖陵高校ﾒﾂｹ ﾋｶﾙ 愛媛県17

37.56 km/h00:2015 5017 奥平 厚子 01:31.043Team Zero Uno Frontierｵｸﾀﾞｲﾗ ｱﾂｺ 兵庫県

37.23 km/h00:2016 5014 森本 保乃花 01:31.840ﾓﾘﾓﾄ ﾎﾉｶ 大阪府

125 中野 允暉 DNS徳島科学技術高校ﾅｶﾉ ﾖｼｷ 徳島県18

212 松本 悠 DNSもはやこれまでﾏﾂﾓﾄ ﾕｳ 大阪府21

217 冨田 海 DNSfreestyleﾄﾐﾀ ｶｲ 大阪府24

219 泉谷 幸助 DNSｲｽﾞﾐﾀﾆ ｺｳｽｹ 大阪府37

303 安藤 裕之 DNSｱﾝﾄﾞｳ ﾋﾛﾕｷ 岡山県43

309 村田 貴則 DNSCircle Cycleﾑﾗﾀ ﾀｶﾉﾘ 大阪府49

404 山田 凌 DNSサイクロトロン ターゲッツﾔﾏﾀﾞ ﾘｮｳ 大阪府19

406 佐藤 宏樹 DNSもはやこれまでｻﾄｳ ﾋﾛｷ 大阪府21

408 藤田 雅史 DNSトーヨーサイクリングチームﾌｼﾞﾀ ﾏｻﾌﾐ 京都府38

409 須河 知博 DNSトーヨーサイクリングチームｽｶﾞ ﾄﾓﾋﾛ 京都府31

410 水野 磨玖 DNSトーヨーサイクリングチームﾐｽﾞﾉ ﾏﾙｸ 京都府20

505 籠本 浩基 DNSｶｺﾞﾓﾄ ﾋﾛｷ 奈良県34

508 薬師神 晋 DNSﾔｸｼｼﾞﾝ ｽｽﾑ 徳島県39

511 中村 光一朗 DNSMOON bikes 竜王ﾅｶﾑﾗ ｺｳｲﾁﾛｳ 滋賀県14

513 玉暉 孝幸 DNSターミネーターR.Tﾀﾏｷ ﾀｶﾕｷ 三重県48

1001 日笠 英明 DNSソレイユﾋｶｻ ﾋﾃﾞｱｷ 兵庫県60

1010 久保 勇 DNSｸﾎﾞ ｲｻﾑ 大阪府50

1016 藤本 一宏 DNSシルベストサイクルスタッフチームﾌｼﾞﾓﾄ ｶｽﾞﾋﾛ 兵庫県31

1019 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

1020 石川 正章 DNS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

1022 川瀬 晃一 DNSｶﾜｾ ｺｳｲﾁ 大阪府42

1028 知花 友 DNSAREGRO BRIOﾁﾊﾞﾅ ﾕｳ 大阪府26

1032 本田 真一 DNSCC HOLSAﾎﾝﾀﾞ ｼﾝｲﾁ 大阪府40

1042 若狭 大介 DNSﾜｶｻ ﾀﾞｲｽｹ 大阪府36

1045 齋藤 真一 DNSｻｲﾄｳ ｼﾝｲﾁ 大阪府21

1047 榎本 倫晃 DNStype1ｴﾉﾓﾄ ﾉﾘｱｷ 大阪府31

1054 神原 秀敏 DNS無所属ｶﾝﾊﾞﾗ ﾋﾃﾞﾄｼ 和歌山24

1072 松本 竜太朗 DNSEURO-WORKS Racingﾏﾂﾓﾄ ﾘｭｳﾀﾛｳ 奈良県26

2003 前田 眞治 DNSﾏｴﾀﾞ ｼﾝｼﾞ 大阪府58

3002 阿蘓 正登 DNSｱｿ ﾏｻﾄ 大阪府62

3003 森 謙三 DNSチームサニーサイドﾓﾘ ｹﾝｿﾞｳ 大阪府61

5008 松浦 珠絵 DNSシマノドリンキングﾏﾂｳﾗ ﾀﾏｴ 大阪府

5011 柳澤 麗絵 DNSteamTKGﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾘｴ 京都府

5021 宮崎 文恵 DNSﾐﾔｻﾞｷ ﾌﾐｴ 兵庫県
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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、眼'z、FOOT MAX、CACHALO、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


