
RANK No. 選手名 TIME

【競技結果：P1】

チーム名 所属 +TOP（M:S） PJCF# km/h

距　離：13.00km

Date：2019/10/05 出　走：13組

完　走：13組

天　候：晴れ

山口きらら博記念公園2050年の森大芝生広場外周特設コース

第1回 JBCF 維新やまぐちタイムトライアル

1 15:50.60 49.23TEAM BRIDGESTONE Cycling 00:00 600

61 窪木 一茂 福島ｸﾎﾞｷ ｶｽﾞｼｹﾞ0500798

64 孫崎 大樹 京都ﾏｺﾞｻｷ ﾀﾞｲｷ0800444

66 徳田 優 京都ﾄｸﾀﾞ ｽｸﾞﾙ1000513

68 橋本 英也 岐阜ﾊｼﾓﾄ ｴｲﾔ0900845

69 沢田 桂太郎 宮城ｻﾜﾀﾞ ｹｲﾀﾛｳ1301042

70 今村 駿介 福岡ｲﾏﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ1301144

2 16:05.68 48.46マトリックスパワータグ 00:15 450

22 ホセ ビセンテ トリ 大阪ﾎｾﾋﾞｾﾝﾃ ﾄﾘﾋﾞｵ1500370

23 佐野 淳哉 静岡ｻﾉ ｼﾞｭﾝﾔ0301347

24 アイラン フェルナ 大阪ｱｲﾗﾝ ﾌｪﾙﾅﾝﾃﾞｽ1500367

25 小森 亮平 広島ｺﾓﾘ ﾘｮｳﾍｲ0500960

26 安原 大貴 大阪ﾔｽﾊﾗ ﾀﾞｲｷ0700546

27 オールイス アルベ ベネズエラｵｰﾙｲｽ ｱﾙﾍﾞﾙﾄ9720491

3 16:23.76 47.57シマノレーシング 00:33 390

41 入部 正太朗 滋賀ｲﾘﾍﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ0701113

42 木村 圭佑 奈良ｷﾑﾗ ｹｲｽｹ0500601

43 湊 諒 青森ﾐﾅﾄ ﾘｮｳ0900861

44 中井 唯晶 滋賀ﾅｶｲ ﾀﾀﾞｱｷ1201132

45 横山 航太 長野ﾖｺﾔﾏ ｺｳﾀ0900212

47 小山 貴大 群馬ｺﾔﾏ ﾀｶﾋﾛ1000442

4 16:36.68 46.95東京ヴェントス 00:46 330

201 高木 三千成 埼玉ﾀｶｷﾞ ﾐﾁﾅﾘ0900655

202 伊藤 舜紀 北海道ｲﾄｳ ｼｭﾝｷ0801515

203 野宮 一朗 栃木ﾉﾐﾔ ｲﾁﾛｳ1400265

204 藤田 涼平 埼玉ﾌｼﾞﾀ ﾘｮｳﾍｲ1101875

206 長田 華山 栃木ﾅｶﾞﾀ ｶｻﾞﾝ1600413

5 16:55.01 46.10VICTOIRE 広島 01:04 300

141 藤岡 克磨 徳島ﾌｼﾞｵｶ ｶﾂﾏ0600791

142 馬渡 伸弥 東京ﾏﾜﾀﾘ ｼﾝﾝﾔ1000720

144 白川 幸希 岡山ｼﾗｶﾜ ｺｳｷ1200034

145 谷 順成 岐阜ﾀﾆ ｼﾞｭﾝｾｲ1400374

146 中川 智 奈良ﾅｶｶﾞﾜ ｻﾄｼ1201456

147 桂 慶浩 北海道ｶﾂﾗ ﾖｼﾋﾛ1200307

6 16:58.42 45.95LEOMO Bellmare Racing Team 01:07 270

101 岩瀬 照 新潟ｲﾜｾ ｼｮｳ1601347

102 岸 崇仁 茨城ｷｼ ﾀｶﾋﾄ1000394

104 中川 由人 神奈川ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳﾄ1602702

105 宮澤 崇史 JPCAﾐﾔｻﾞﾜ ﾀｶｼ9701240

106 米谷 隆志 東京ﾖﾈﾀﾆ ﾀｶｼ1001902
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7 17:05.25 45.64VC福岡 01:14 240

242 佐藤 信哉 福岡ｻﾄｳ ｼﾝﾔ1000428

245 山科 竜一郎 兵庫ﾔﾏｼﾅ ﾘｭｳｲﾁﾛｳ1300170

246 前原 直幸 大阪ﾏｴﾊﾞﾗ ﾅｵﾕｷ1601992

247 八幡 光哉 東京ﾔﾊﾀ ﾐﾂﾔ1500217

248 武井 裕 神奈川ﾀｹｲ ﾕｳ1700238

8 17:07.55 45.54eNShare-エルドラード 01:16 210

322 水野 恭兵 山梨ﾐｽﾞﾉ ｷｮｳﾍｲ0901489

323 井上 文成 岡山ｲﾉｳｴ ﾌﾐﾅﾘ1700821

326 斎藤 瞭汰 群馬ｻｲﾄｳ ﾘｮｳﾀ1200890

328 茂越 龍哉 兵庫ﾓｺﾞｴ ﾀﾂﾔ1300766

9 17:11.81 45.35弱虫ペダル サイクリングチーム 01:21 180

162 織田 聖 埼玉ｵﾀﾞ ﾋｼﾞﾘ0601352

163 長塚 寿生 茨城ﾅｶﾞﾂｶ ﾄｼｷ1001103

164 村田 雄耶 福岡ﾑﾗﾀ ﾕｳﾔ1200884

167 大場 政登志 茨城ｵｵﾊﾞ ﾏｻﾄｼ0600054

10 17:18.33 45.07FIETS GROEN 日本ロボティクス 01:27 150

222 水野 貴行 愛知ﾐｽﾞﾉ ﾀｶﾕｷ0600568

227 若杉 圭祐 愛知ﾜｶｽｷﾞ ｹｲｽｹ1100483

228 青木 誠 東京ｱｵｷ ﾏｺﾄ9900169

230 藤田 勉 東京ﾌｼﾞﾀ ﾂﾄﾑ9702852

231 香西 真介 神奈川ｺｳｻﾞｲ ｼﾝｽｹ1100038

232 宇賀 隆貴 東京ｳｶﾞ ﾘｭｳｷ1502783

11 17:26.58 44.71Honda栃木 01:35 150

261 阿部 航大 栃木ｱﾍﾞ ｺｳﾀﾞｲ1201592

262 佐川 祐太 埼玉ｻｶﾞﾜ ﾕｳﾀ1300075

264 半田 子竜 栃木ﾊﾝﾀﾞ ｼﾘｭｳ1602074

12 17:40.08 44.14なるしまフレンド レーシングチーム 01:49 150

281 小畑 郁 東京ｵﾊﾞﾀ ｶｵﾙ9800459

283 松島 拓人 神奈川ﾏﾂｼﾏ ﾀｸﾄ1602063

285 松井 敏文 埼玉ﾏﾂｲ ﾄｼﾌﾐ1500427

13 17:46.97 43.86宇都宮ブリッツェン 01:56 150

1 増田 成幸 栃木ﾏｽﾀﾞ ﾅﾘﾕｷ0400861

2 鈴木 譲 栃木ｽｽﾞｷ ﾕｽﾞﾙ0400843

5 鈴木 龍 宮城ｽｽﾞｷ ﾘｭｳ1101581

6 堀 孝明 栃木ﾎﾘ ﾀｶｱｷ1001732

7 小野寺 玲 栃木ｵﾉﾃﾞﾗ ﾚｲ1100355

8 岡 篤志 茨城ｵｶ ｱﾂｼ1100488
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