
第3回椿ヶ鼻ヒルクライムレース

大分県日田市椿ヶ鼻登山道路

RANK No. NAME TIME

【競技結果：男子E】

TEAM NAME +TOP（M:S） km/h

距　離：13km

Date：2016/07/31 出　走：44名

完　走：44名StartTime：9:35:00

天　候：

AREAAGE

大分県431 00:00ミウラ ダイゴロウ Roppo Racing 19.8639:15.386三浦 大五郎168

福岡県412 00:23キタムラ ケンジ Daijyaman 19.6739:38.883喜多村 賢二164

大分県433 00:27ノジリ ヒデキ allways 19.6339:43.070野尻 英樹141

福岡県434 00:37タグチ タカヒロ パラボラ 19.5539:53.060田口 隆博154

福岡県405 01:26ババ シュウイチ 19.1640:41.498馬場 秀一166

熊本県406 01:54ニシムラ ヤスノリ つばきねこ 18.9541:09.391西村 泰憲176

福岡県447 02:05コマツ　イチロウ 18.8641:20.460小松　一郎180

大分県418 02:11カイ トシヒロ 津末サイクル 18.8241:26.498甲斐 俊裕155

福岡県429 02:11ナカムラ ヤスシ TEAM SENNA 18.8141:26.959中村 やすし165

熊本県4410 02:57サカナシ シンイチロ GRAVITY 18.4742:12.928坂梨 真一朗142

大分県4011 02:59ムラカミ タカヒロ チーム中津 18.4642:14.868村上 隆弘170

福岡県4112 04:31ヤマダ ヒロユキ 17.8143:46.563山田 裕之144

福岡県4113 04:33イマムラ タカシ 17.8043:49.157今村 貴志160

佐賀県4014 05:07ウエノ マサル 苦戦部 17.5744:23.341上野 勝139

大分県4315 05:51イトウ リュウイチ 優愛凪美倶楽部 17.2945:06.662伊藤 竜一152

佐賀県4416 06:39ヒラヤマ コウジ 苦戦部 16.9845:55.344平山 孝治179

福岡県4417 07:19ヒロツ アキトシ ハート自転車部 16.7446:34.719広津 明俊173

熊本県4418 07:49オノ タカヒロ 16.5647:05.097小野 孝宏157

福岡県4119 08:06タダクマ カズハル 風太くん 16.4647:22.208只隈 和治178

福岡県4020 10:02シモコウベ シュウジ Lion de KAPELMUUR 15.8249:18.062下河辺 修司156

福岡県4221 10:21ナカノ ケンジ 15.7249:36.582中野 憲二132

熊本県4322 13:05カワゾエ フミヒコ 福田チャリダーズ 14.8952:21.011河添 文彦150

熊本県4323 13:13フジムラ カツヒコ 福田チャリダーズ 14.8652:28.498藤村 克彦151

福岡県4024 13:31タカスギ タカモト CCPP 14.7752:47.368高杉 龍元171

福岡県4325 13:37セリタ ミツオ 14.7452:52.949芹田 満夫136

佐賀県4326 15:13ハシズミ シンイチロ 14.3154:28.903橋住 伸一郎148

福岡県4327 15:16ツツイ シュウイチロ missiles 14.3054:31.965筒井 修一郎133

福岡県4328 15:18ツチダ タカシ クラブ パラボラ 福岡 14.2954:33.862土田 崇137

佐賀県4029 16:20テラダ イサオ 14.0255:36.303寺田 功169

福岡県4330 16:21オオイシ ヨウイチ RASA Ziel 14.0255:36.552大石 陽一149

福岡県4131 16:37シブタ ケイイチロウ 13.9555:52.875渋田 敬一郎177

長崎県4132 18:37オクムラ テルヒト inknows 13.4757:52.991奥村 映仁172

福岡県4433 18:49イナカズ エイイチ CCPP 13.4358:04.475稲員 栄一143

福岡県4434 19:13トウナイ タカヒロ チーム三峠 13.3358:28.568東内 隆広159

福岡県4235 20:09イノウエ シゲオ 13.1259:25.230井上 茂雄163

福岡県4036 21:16サイトウ カズキ 散走会 12.881:00:31.780斉藤 和喜161

大分県4437 21:48カン シンヤ 大分医療センター 12.771:01:03.982管 慎哉162

佐賀県4438 22:06エゾエ タダクニ 12.711:01:21.900江副 忠邦167

福岡県4239 24:40シマウチ ヒロシ Z 12.201:03:55.663島内 寛135

福岡県4140 25:22アオヤマ ジュン 12.061:04:37.673青山 潤140

大分県4341 25:22イザワ ケンイチ 第４１２飛行隊 12.061:04:38.270井澤 健一175

福岡県4342 29:12ハギワラ ナオキ 11.391:08:28.311萩原 直樹158

佐賀県4443 52:10ハラ ヒロカズ 8.531:31:25.929原 弘一174

福岡県4144 55:03アナイ モトキ 8.271:34:18.590穴井 征樹138
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大分県43  サカモト マサアキ DNS坂本 匡章134

福岡県43  オオバ コウイチ FitCo DNS大場 幸一145

大分県43  ナカシマ クニアキ オートリサイクルナカシマ DNS中島 邦晃146

福岡県44  タナカ シュン のんべ?商会 DNS田中 俊147

福岡県44  ニシヤマ ノリヒコ PMV DNS西山 憲彦153
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