
第6回椿ヶ鼻ヒルクライムレース
大分県日田市大山町西大山 椿ヶ鼻登山道路

RANK No. NAME TIME

【競技結果：一般【男子Ｆ（45歳～49歳）】】

TEAM NAME +TOP（M:S） km/h

距　離：13.6km

Date：2019/07/28 出　走：68名

完　走：67名StartTime：8:40:00

AREA

福岡県1 00:00タナカ シュン 21.1438:35.10田中 俊2624

長崎県2 00:26サコダ タカユキ 20.9139:01.26迫田 隆行2616

福岡県3 00:46ナカムラ ヤスシ 20.7339:21.31中村 やすし2661

大分県4 01:19コクボ シュンスケ 20.4439:54.88小久保 俊介2627

大分県5 01:30ノジリ ヒデキ 20.3540:05.89野尻 英樹2614

福岡県6 02:11サトウ ヨシロウ 20.0140:46.11佐藤 嘉郎2657

佐賀県7 02:12ヒラヤマ コウジ 20.0040:47.24平山 孝治2650

福岡県8 02:25ナカシマ ユウジ 19.8941:00.99中嶋 裕二2611

熊本県9 02:28ミヤモト トシノリ 19.8741:03.79宮本 利徳2656

佐賀県10 02:36タニグチ ケンジ 19.8041:11.76谷口 謙司2659

長崎県11 02:39ハシグチ トモハル 19.7841:15.09橋口 友治2662

長崎県12 02:58フクシマ タカシ 19.6341:33.45福島 隆2606

福岡県13 03:06ヒラタニ ツネアキ 19.5641:42.09平谷 常照2618

福岡県14 03:45サカモト ヤスタカ 19.2742:20.66坂本 泰崇2646

福岡県15 03:57イギス ヤスオ 19.1842:32.23伊規須 康生2653

大分県16 04:41テラダ ノブヒコ 18.8543:16.46寺田 信彦2673

福岡県17 04:46タグチ タカヒロ 18.8143:21.89田口 隆博2615

大分県18 05:09シガ タカフミ 18.6543:44.20志賀 隆文2607

福岡県19 05:47イチキ ノブアキ 18.3844:22.85一木 信昭2625

福岡県20 06:18ナカノ ケンジ 18.1744:53.55中野 憲二2610

熊本県21 07:31カイ ヨシヒロ 17.6946:06.52甲斐 義広2633

福岡県22 07:34タカハラ エイジ 17.6746:09.33高原 英治2603

福岡県23 08:48タケシマ ヒロシ 17.2247:23.17武嶋 浩2655

熊本県24 09:00ソノヤ ナオト 17.1447:36.07園屋 直人2608

宮崎県25 09:07ナカガワ ショウイチ 17.1047:42.66中川 正一2634

熊本県26 09:07タナカ トミジロウ 17.1047:42.76田中 富次郎2642

福岡県27 09:08イヌマル タカユキ 17.0947:43.50犬丸 隆行2654

熊本県28 09:21ムラカミ ケンジ 17.0247:56.32村上 賢司2648

福岡県29 09:27ヒロツ アキトシ 16.9848:02.49広津 明俊2629

福岡県30 09:28ツチダ タカシ 16.9748:03.85土田 崇2652

長崎県31 09:37ナカオ トシミツ 16.9248:12.64中尾 敏光2630

大分県32 10:08ショウ タカヒロ 16.7448:44.08庄 貴浩2637

大分県33 10:50カン シンヤ 16.5049:25.67管 慎哉2665

長崎県34 10:55クボ ヒロキ 16.4849:30.31クボ ヒロキ2670

熊本県35 10:59ミヤザキ ジュン 16.4549:34.82宮崎 潤2632

福岡県36 11:22ハラグチ ヨシヒロ 16.3349:57.61原口 佳大2635

福岡県37 12:15タカヤナギ コウヘイ 16.0450:51.09高柳 康平2667

大分県38 12:40ゴトウ キミオ 15.9151:15.68後藤 公生2669

大分県39 12:52シノザキ カズヒロ 15.8551:27.97篠崎 和宏2612

福岡県40 13:12ツツミ タカアキ 15.7551:47.87堤 隆明2602

長崎県41 14:39タケモト タカノリ 15.3253:14.41竹本 隆範2621

福岡県42 14:55タナカ セイジ 15.2453:30.57田中 誠児2631

大分県43 15:52エトウ ツヨシ 14.9854:27.56江藤 剛士2628

福岡県44 16:02キタシマ サダハル 14.9354:38.03北嶋 禎治2668
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福岡県45 16:22タカハラ カズヒト 14.8454:57.63高原 和人2649

長崎県46 16:27コガ タキヒコ 14.8255:02.13古賀 滝彦2617

鹿児島47 16:48スエヨシ コレユキ 14.7355:23.45末吉 是行2672

福岡県48 17:48オダ シゲル 14.4656:24.03尾田 繁2658

大分県49 17:49カジヤ ユタカ 14.4656:24.19鍛治谷 豊2604

大分県50 18:29ハマモト ヒロツグ 14.2957:04.32濱本 浩嗣2674

福岡県51 18:54タナカ トシアキ 14.1957:29.12田中 利明2622

福岡県52 19:11オオイシ ヨウイチ 14.1257:46.55大石 陽一2660

福岡県53 20:43ヤマコシ ヒロシ 13.7559:18.70山越　 博2613

福岡県54 21:05サカタ タカオ 13.6759:40.49坂田 多加雄2644

大分県55 22:32ナカシマ クニアキ 13.341:01:07.50中島 邦晃2626

福岡県56 23:05フルショウ リュウジ 13.221:01:40.83古庄 龍冶2651

愛知県57 23:32モリシゲ ノブユキ 13.131:02:07.78森重 伸之2620

大分県58 26:42イトウ タツジ 12.491:05:17.55伊東 達次2609

大分県59 27:10モリヤマ タカシ 12.401:05:45.28森山 隆2664

熊本県60 27:37ニシダ ミツヒロ 12.321:06:12.99西田 光宏2663

福岡県61 27:38シマウチ ヒロシ 12.321:06:13.78島内 寛2643

福岡県62 29:38サトウ マサト 11.961:08:13.17佐藤 正人2638

福岡県63 32:23トガワ ジュンジ 11.491:10:58.12戸川 淳二2605

長崎県64 34:34クサノ ヨシアキ 11.151:13:09.69草野 義明2623

宮崎県65 35:08タカノ ケンイチ 11.061:13:43.25高野 健一2647

長崎県66 37:07ヤマグチ アキラ 10.771:15:42.25山口 明2640

大分県67 43:40イザワ ケンイチ 9.921:22:15.11井澤 健一2671

福岡県-  ツツイ シュウイチロ DNF筒井 修一郎2636

福岡県  ヤマシロ ケイタ DNS山城 桂太2601

福岡県  カワブチ セイジ DNS川渕 誠二2619

熊本県  ゴウシ タカミチ DNS郷司　 孝道2639

福岡県  ヤマサキ コウゾウ DNS山崎 公蔵2641

福岡県  ヤマグチ マサヒロ DNS山口 正弘2645

熊本県  ナカムラ シンイチ DNS中村 伸一2666

Commissaire Panel
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