
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D】

TEAM NAME +TOP（M:S） km/h

距　離：13km

Date：2016/07/31 出　走：44名

完　走：43名StartTime：9:40:00

天　候：

AREAAGE

熊本県361 00:00ナカハラ ヒロアキ チームGINRIN熊本 21.8435:42.489中原 裕章122

熊本県382 01:33フチガミ トモナリ チームGINRIN熊本 20.9337:15.772渕上 智育120

佐賀県373 02:03マツモト コウスケ ｴﾝﾃﾞｭﾗﾝｽﾂｶｻ 20.6537:46.334松本 光亮110

福岡県384 02:08イノウ ナオキ 20.6037:50.956稲生 直希115

福岡県395 03:20フルカワ トヨヒデ 19.9739:02.536古川 豊英96

福岡県356 04:28カネコ ヨウゾウ CCPP/Fastoria 19.4140:10.850金子 洋三90

大分県397 05:57オノ ナオト Blue Grass 18.7241:39.492小野 尚登108

福岡県378 06:03ヤマシタ コウヘイ 18.6741:46.367山下 浩平114

佐賀県359 06:16オカ ショウタ 18.5841:58.637岡 正太93

熊本県3610 06:29ウエムラ ケンジ 玉東町役場 18.4842:11.893上村 健二112

長崎県3911 07:16ナカシマ ケンジ 18.1442:58.621中島 健次117

宮崎県3912 07:30テラダ マサキ ネギ坊主 18.0443:13.056寺田 真樹85

福岡県3513 08:16タカマツ ゴウ チームたまたま 17.7343:59.325高松 豪111

福岡県3614 08:32ナカハマ マサヒロ 17.6244:14.706中濱 将弘109

福岡県3915 08:42イワサキ シンイチロ 17.5544:25.241岩崎 真一郎97

福岡県3916 09:46ミヤゾノ ユウイチ CCPP 17.1445:29.167宮園 祐一88

大分県3617 10:01モリモト ダイキ 17.0545:43.660森元 大樹87

山口県3818 10:57ニッタ シンイチ sinsin0815@shore.ocn.ne.j 16.7146:39.910新田 慎一128

大分県3619 12:19アンドウ ヨシユキ 16.2448:01.567安藤 義敬116

熊本県3520 12:40ナカガワ ケイシン カガワの自転車 16.1148:23.387中川 敬真100

福岡県3721 13:02マツオ ヤスナリ 黒木倶楽部 15.9948:45.462松尾 靖也121

福岡県3622 13:18イワモト タクマ 15.9149:00.874岩本 拓真103

福岡県3923 14:05マスダ マサトシ セレクシオン南九州 15.6649:47.915増田 雅利123

福岡県3524 14:11ワタナベ ダイゴウ 天神 Cycling Club 15.6349:53.541渡辺 大剛98

福岡県3625 14:48シマ キヨト チーム サコッシュ 15.4350:31.119島 清人102

大分県3726 15:19カネコ　ケンイチロ TEAMテクノ空間 15.2851:01.941金古　憲一郎130

福岡県3827 15:37ハヤカワ ソウスケ わらいカワセミ 15.1951:20.469早川 宗介118

福岡県3528 16:04コクブ セイジ 15.0651:47.449国分 聖治101

福岡県3729 16:28カイ サトヒロ 14.9452:10.900甲斐 聖広129

福岡県3530 16:39クサノ ヨウイチ チームYSK 14.8952:22.288草野 陽一86

福岡県3931 17:05ハジ ユウイチ 14.7752:47.670土師 祐一89

熊本県3932 17:25タノウエ カズヒロ 14.6753:08.383田上 和浩126

福岡県3533 18:25サカセガワ ヨウスケ 14.4054:07.938逆瀬川 陽祐95

福岡県3734 20:10ヤマグチ キョウタ 13.9555:53.169山口 響太107

熊本県3735 21:32ヒラキ タケシ 13.6257:14.985平木 武志92

福岡県3636 22:34ウチダ トモノブ 13.3858:17.207内田 共宣127

熊本県3937 22:43イソダ カズヤ 13.3458:26.423礒田 和也105

大分県3938 25:27カワノ タカシ 12.751:01:09.998河野 隆司124

佐賀県3739 26:25ナカノ イッセイ 12.551:02:07.507中野 一世106

熊本県3640 29:10コバ マサタカ 12.021:04:52.872木庭 正貴125

福岡県3841 30:06エグチ ヨウヘイ 11.851:05:48.862江口 洋平99

熊本県3542 45:24ナベシマ ヨシヒロ 9.611:21:06.807鍋島 賢大104

熊本県3743 56:37カワノ シンヤ 8.441:32:19.636河野 伸也91

熊本県38-  サトウ　ヒデノリ TEAMテクノ空間 DNF佐藤　英詔131
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福岡県38  ナカオ ヒロシ DNS中尾 弘94

長崎県35  イマイ カズナリ ACS Nagasaki DNS今井 一成113

福岡県37  フカホリ マサル パラボラ イワイ シーガル DNS深堀 理119
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