
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G】

TEAM NAME +TOP（M:S） km/h

距　離：13km

Date：2016/07/31 出　走：48名

完　走：47名StartTime：9:30:00

天　候：

AREAAGE

福岡県551 00:00ハラ ヤスノリ 福岡大学ＯＢ会 18.1942:52.183原 康記232

鹿児島582 00:12トクドメ ジュンイチ 18.1043:04.758徳留 順一267

熊本県573 00:58ミズノ トシヒコ 17.7943:50.582水野 敏彦275

福岡県534 02:07ババ セイジ ラサZiel 17.3344:59.933馬場 誠二245

福岡県505 02:49ヒラマツ カズハル 17.0645:41.750平松 和治276

長崎県516 03:22ハラダ ユウジ (有)ハラダ 16.8646:14.540原田 雄治277

福岡県507 03:51ナカムラ カズヤス 16.6946:43.587中村 和康236

福岡県538 04:16フクシマ シュウジ 16.5447:09.099福島 修治256

福岡県549 04:27カジワラ シゲミ 16.4747:19.839梶原 茂美242

大分県5110 04:29サトウ ナルミ TTM Racing 16.4747:21.332佐藤 稔巳250

宮崎県5111 04:31ナカムラ ヒデト 16.4547:23.918中村 秀人257

鹿児島5412 04:42ハヤシ ヤスヒロ ときどき茶輪子練 16.3947:34.698林 康裕234

熊本県5013 05:26カラキ マサユキ 16.1448:18.212唐木 將行273

大分県5514 06:27サトウ コウイチ 15.8149:19.536佐藤 浩一237

熊本県5315 06:37ミョウセ ナオユキ 日本ろう自転車競技協会 15.7549:29.837明瀬 直幸248

福岡県5216 07:08キタトミ メグム 15.5950:00.965北冨 徳230

福岡県5317 09:09オカダ カツシ チーム三峠 14.9952:01.703岡田 勝志258

長崎県5318 09:25タナカ リュウイチロ ポルケ 14.9152:17.186田中 隆一郎228

大分県5319 09:32モリワキ ヨシヒコ 14.8852:24.566森脇 好彦240

熊本県5820 10:11ウメバヤシ フジオ 14.7053:03.371梅林 不二夫251

福岡県5121 10:42ツツミ タツノリ Mr.T 14.5553:34.705堤 竜典274

大分県5422 10:55コウノ カツジ スワコレーシングチーム 14.4953:48.042河野 克二244

佐賀県5723 11:44タニグチ スエジ 14.2854:36.582谷口 末次265

鹿児島5324 12:57ソノダ サトル 13.9755:49.559園田　 悟241

宮崎県5525 13:52ドイ ヒデオ 13.7456:44.884土居 英生260

大分県5226 14:19サトウ ヤスオ 13.6357:11.841佐藤 康生255

福岡県5227 15:15アリタ ヒロシ 13.4158:07.371有田 博243

福岡県5228 15:24フクダ コウジ 13.3858:16.721福田 浩二252

福岡県5029 15:26クロキ カズタカ 13.3758:18.262黒木 一孝247

大分県5230 15:37ムロ ケンイチ ムロケンイチ 13.3358:30.124室 健一261

福岡県5431 15:58スガノ トシヒロ arutema 13.2558:50.590菅野 敏宏266

福岡県5132 16:17タケシタ トモヒロ 13.1859:09.359竹下 知裕229

福岡県5133 16:24ウメヅ ミツタカ チーム kain 13.1559:17.030梅津 光孝271

福岡県5734 16:50ヨシダ ケンイチロウ fit.co 13.0659:42.884吉田 顕一郎262

福岡県5435 17:20ハヤカワ タカヒロ ハヤカワ 12.951:00:12.551早川 功宏254

福岡県5736 18:50ヤタベ リツオ ハリーズ 12.631:01:43.127矢田部 律夫231

熊本県5737 21:34ナガミネ ユキヒロ 12.101:04:26.550長嶺 幸弘268

福岡県5038 21:41アラヒラ ヒロフミ 12.081:04:33.351荒平 博文227

大分県5339 23:34ヨシマツ トオル 11.741:06:26.297吉松 徹246

熊本県5140 23:54イズミダ ナオヒロ 福田チャリダーズ 11.671:06:47.155泉田 直博253

長崎県5241 25:57マツナガ ヨシタカ 11.331:08:49.495松永 義孝269

大分県5242 26:42カジヤ トシロウ 岩尾へなちょこペダル部 11.201:09:34.877鍜冶谷 利郎259

宮崎県5943 30:26トモノ トオル FunRober60 10.641:13:18.270友野 透272

福岡県5444 33:05モチマル ヒロシ 10.261:15:57.747持丸 弘278
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福岡県5345 33:09サガラ アキヒロ 10.251:16:01.616相良 明弘238

熊本県5746 33:26ウエノ ヤスシ 10.221:16:19.077上野 靖249

熊本県5547 45:30スギモト ヒロフミ 天草広域連合 8.821:28:23.173杉本 博文264

大分県55-  カジワラ シンイチ スキークラブ・ノーサイド DNF梶原 真一270

熊本県59  サカイノ ナリツグ AMCサイクリングクラブ DNS境野 成次233

福岡県58  カナダ トモヒロ クラブパラボラ DNS金田 知博235

福岡県54  モリウラ シュウジ DNS森浦 修二239

福岡県50  イシヤマ カズユキ DNS石山 和介263
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Page: 2 / 2
主　催 ：

椿ヶ鼻ヒルクライムレース実行委員会　JBCF（一般社団法人 全日本実業団自転車競技連盟）　日田市　

日田市教育委員会


