
【Result ／ チーム（ファミリーショート） 】

順位 チーム記録所属チーム

ヒルクライムチャレンジシリーズ 2016
高梁 吹屋ふるさと村大会

チームメンバーNo. 個人記録

1 9023 山口　真史

28:54.10
KURA-KURA ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｻｼ

山口　夢叶

山口　煌己

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳﾄ

ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳｷ

9035

9056

(  22:36.445)

(  28:18.648)

(  35:47.232)

2 9004 清水　一夫

30:53.20
Fukiya-Obie DOHZANS　S.S ｼﾐｽﾞ　ｶｽﾞｵ

清水　千代

なす　かのん

ｼﾐｽﾞ　ﾁﾖ

ﾅｽ　ｶﾉﾝ

9039

9045

(  28:27.632)

(  32:55.304)

(  31:16.663)

3 9005 佐々木　康之

32:47.46
Fukiya-Obie DOHZANS　S.O ｻｻｷ　ﾔｽﾕｷ

小河　里奈

大野　晏奈

ｵｶﾞﾜ　ﾘﾅ

ｵｵﾉ　ｱﾝﾅ

9040

9046

(  25:00.490)

(  42:04.592)

(  31:17.299)

4 9015 橋本　忠男

36:49.84
高知ＣＴＣ　トライダー　 ﾊｼﾓﾄ ﾀﾀﾞｵ

橋本　青空

橋本　桜空

ﾊｼﾓﾄ ｿﾗ

ﾊｼﾓﾄ ｻﾗ

9036

9060

(  42:03.212)

(  26:22.621)

(  42:03.693)

9002 塩見 昂洋

- - - -
絆 シオミ コウヨウ

塩見 力哉

塩見 奈菜子

シオミ リキヤ

シオミ ナナコ

9003

9058

(  27:22.808)

Timing by Matrix Page: 1 / 1 2016/10/02 11:31



【Result ／ チーム（ファミリー） 】

順位 チーム記録所属チーム

ヒルクライムチャレンジシリーズ 2016
高梁 吹屋ふるさと村大会

チームメンバーNo. 個人記録

1 4144 浜田　繁信

32:52.57
パルドラミーコ ﾊﾏﾀﾞ ｼｹﾞﾉﾌﾞ

浜田　一朗

浜田　大輔

ﾊﾏﾀﾞ ｲﾁﾛｳ

ﾊﾏﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ

8009

8020

(  33:37.891)

(  31:11.819)

(  33:48.008)

2 3029 小野　満広

41:52.09
Fukiya-Obie DOHZANS ｵﾉ　ﾐﾂﾋﾛ

宮本　幸弘

大野　礼治

ﾐﾔﾓﾄ　ﾕｷﾋﾛ

ｵｵﾉ　ﾚｲｼﾞ

3030

8003

(  38:19.371)

(  43:24.951)

(  43:51.950)

Timing by Matrix Page: 1 / 1 2016/10/02 11:30



【Result ／ チーム（男女ペア） 】

順位 チーム記録所属チーム

ヒルクライムチャレンジシリーズ 2016
高梁 吹屋ふるさと村大会

チームメンバーNo. 個人記録

1 2074 清水　隆志

1:01:58.051
MS-06K ｼﾐｽﾞ ﾀｶｼ

清水　好 ｼﾐｽﾞ ｺﾉﾐ6056

31:43.436

30:14.615

2 1099 廣畑　和愛

1:03:46.781
ほのたろー ﾋﾛﾊﾀ ｶｽﾞﾁｶ

森本　保乃花 ﾓﾘﾓﾄ ﾎﾉｶ6017

29:20.838

34:25.943

3 3005 古野 裕介

1:04:01.406
能登瀬レーシング フルノ ユウスケ

古野 典子 フルノ ノリコ6020

29:31.046

34:30.360

4 6021 石田　貴子

1:06:26.177
チームWAVE ミックス ｲｼﾀﾞ　ﾀｶｺ

中村　真己 ﾅｶﾑﾗ　ﾏｻｷ8

38:08.905

28:17.272

5 1087 横谷　健太

1:09:41.874
INSPIRE RACING TEAM ﾖｺﾀﾆ ｹﾝﾀ

横谷　里紗 ﾖｺﾀﾆ ﾘｻ6011

35:16.623

34:25.251

6 3127 徳島　睦夫

1:14:44.910
KLUB KATZ ﾄｸｼﾏ ﾑﾂｵ

徳島　美和子 ﾄｸｼﾏ ﾐﾜｺ6042

29:43.834

45:01.076

7 4043 藤原　薫

1:17:27.328
岡山ポタリングの会 ﾌｼﾞﾜﾗ ｶｵﾙ

藤原　佑佳子 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｶｺ6036

37:27.912

39:59.416

8 2122 三木　尚樹

1:17:30.366
チームケンズ・M ﾐｷ ﾅｵｷ

三木　みどり ﾐｷ ﾐﾄﾞﾘ6006

31:33.356

45:57.010

9 3160 松本　栄治

1:25:51.198
凸凹夫婦 ﾏﾂﾓﾄ ｴｲｼﾞ

松本　仙姫 ﾏﾂﾓﾄ ｾﾝﾋ6041

41:46.029

44:05.169

10 2073 山崎　貴峰

1:27:38.191
Team Yawara ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｶﾈ

山崎　恵理香 ﾔﾏｻﾞｷ ｴﾘｶ6052

34:26.078

53:12.113

11 3095 藤田　東洋男

1:40:07.754
チーム☆ぬこゾゥ♪ ﾌｼﾞﾀ ﾄﾖｵ

川口　ひかる ｶﾜｸﾞﾁ ﾋｶﾙ6039

50:03.602

50:04.152

Timing by Matrix Page: 1 / 1 2016/10/02 11:30



【Result ／ チーム（一般） 】

順位 チーム記録所属チーム

ヒルクライムチャレンジシリーズ 2016
高梁 吹屋ふるさと村大会

チームメンバーNo. 個人記録

1 3 田村　雄助

1:22:40.353
チームWAVE ﾀﾑﾗ　ﾕｳｽｹ

佐藤　教行 ｻﾄｳ　ﾉﾘﾕｷ6

(  27:53.471)

(  27:33.612)
岡本　克也 ｵｶﾓﾄ　ｶﾂﾔ7 (  27:13.270)

2 1094 檜室　健斗

1:23:52.152
SUNZOKU C ﾋﾑﾛ ｹﾝﾄ

本田　健司 ﾎﾝﾀﾞ ﾂﾖｼ2198

(  27:38.564)

(  28:21.732)
亀川　泰孝 ｶﾒｶﾜ ﾔｽﾀｶ2201 (  27:51.856)

3

17 今井　章雄
DSQどうも、コロリス自転車です。 ｲﾏｲ ｱｷｵ

平井　大陽 ﾋﾗｲ ﾋﾛﾊﾙ16

(  27:28.554)

(  27:23.641)
宮本　直輝 ﾐﾔﾓﾄ ﾅｵｷ18

4

27 尾原　正豊

1:28:59.130
ｔｋｏ＿ｃｃ ｵﾊﾗ ﾏｻﾄﾖ

今吉　寛知 ｲﾏﾖｼ ﾋﾛﾄﾓ28

(  32:05.186)

(  28:48.404)
厨子　隆仁 ｽﾞｼ ﾀｶﾋﾄ29 (  28:05.540)

5

2120 深海　幸平

1:30:38.278
SUNZOKU B ﾌｶﾐ ｺｳﾍｲ

中津山　淳 ﾅｶﾂﾔﾏ ｼﾞｭﾝ2124

(  29:58.667)

(  30:50.486)
谷口　晃司 ﾀﾆｸﾞﾁ ｺｳｼﾞ3204 (  29:49.125)

6

3119 永井　伸明

1:32:03.935
SUNZOKU A ﾅｶﾞｲ ﾉﾌﾞｱｷ

西村　修 ﾆｼﾑﾗ ｵｻﾑ3264

(  29:48.004)

(  30:40.275)
山田　修弘 ﾔﾏﾀﾞ ﾉﾌﾞﾋﾛ7004 (  31:35.656)

7

1121 藤原　優

1:54:50.866
チームORANGE ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｳ

中山　雅晶 ﾅｶﾔﾏ ﾏｻｱｷ3094

(  42:33.684)

(  39:58.027)
中村　知敬 ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓﾕｷ3194 (  32:19.155)

8

1140 牧野　雄也

1:58:31.964
関西大学サイクルツーリング
クラブ

ﾏｷﾉ ﾕｳﾔ
大松　啓員 ｵｵﾏﾂ ﾋﾛｶｽﾞ1150

(  40:46.493)

(  36:50.777)
住田　航汰 ｽﾐﾀﾞ ｺｳﾀ1156 (  40:54.694)

9

2101 山下　聡史

2:01:03.796
佐藤自転車修理店 ﾔﾏｼﾀ ｻﾄｼ

佐藤　敬一 ｻﾄｳ ｹｲｲﾁ2146

(  32:30.760)

(  45:36.859)
前田　修太郎 ﾏｴﾀ ｼｭｳﾀﾛｳ2165 (  42:56.177)

10

2010 山下 拓

2:03:02.600
teamZAKU ヤマシタ タク

広原 哲也 ヒロハラ テツヤ2011

(  36:23.899)

(  37:17.934)
山下 栞 ヤマシタ シオリ6001 (  49:20.767)

4066 末藤　和昌

2:38:22.330
チームStanding fall ｽｴﾄｳ ｶｽﾞﾏｻ

山田　顕彦 ﾔﾏﾀﾞ ｱｷﾋｺ4090

(  52:32.529)

(  49:14.649)
末藤　裕子 ｽｴﾄｳ ﾋﾛｺ6035 (  56:35.152)

Timing by Matrix Page: 1 / 1 2016/10/02 11:29

2016/12/3　リザルトの修正
チャンピオン、ロードレーサー男子Ａ16歳～30歳、チーム（一般）にて、選手入替・代替え出走したことが確認されたため、
・該当選手２名と該当１チームは、失格としました。
・失格に伴い、関係するカテゴリー順位は、繰り上げとしました。




