「ヒルクライムチャレンジシリーズ2012」 高梁 吹屋ふるさと村大会 リザルト
チーム
「旧高倉小学校横」～「吹屋ふるさと村」 距離 15ｋｍ 標高差 398ｍ 平均斜度 2.6％
カテゴリー分 順位
チーム名
一般
1 パンク＆ローゼズ
一般
2 AQUALINE
一般
3 てんとうむし１６８
一般
4 Team No Problem
一般
5 Trifecta
一般
6 チームままかりＡ
ペア
1 kizuna cyclingteam
ペア
2 岡山大学自転車競技部
ペア
3 チームダックスフンド
ペア
4 博多ワイパーズ
ペア
5 自転車倶楽部 カメチーム
ペア
6 クラウド
ペア
7 獺祭愛好会
ファミリー
1 バンディットKCC
ファミリーショート
1 ＡＫＧ58

合計タイム No1
氏名1
1:36:41.459
1 建部 昌弘
1:50:14.211 228 玉田 重人
1:55:02.964 104 松浦 弘朗
1:57:16.805 231 植田 幹隆
3:17:13.750 213 平野 裕介
33 間島 浩文
1:04:21.635 481 松本 雪子
1:12:39.867
35 石川 高史
1:28:06.071 480 中山 絹子
1:52:50.587 482 古川 美紀子
1:59:19.867 495 吉岡 亮子
2:26:33.894 483 岸本 二三子
468 山崎 愛美
2:30:28.278 546 米山 翔一朗
1:27:08.461 568 赤木 優瑠

※ ショートコース 「旧高倉小学校横」～「宇治高等学校」

カナ1
ﾀﾃﾍﾞ ﾏｻﾋﾛ
ﾀﾏﾀﾞ ｼｹﾞﾄ
ﾏﾂｳﾗ ﾋﾛｱｷ
ｳｴﾀﾞ ﾐｷﾀｶ
ﾋﾗﾉ ﾕｳｽｹ
ﾏｼﾏ ﾋﾛﾌﾐ
ﾏﾂﾓﾄ ﾕｷｺ
ｲｼｶﾜ ﾀｶﾌﾐ
ﾅｶﾔﾏ ｷﾇｺ
ﾌﾙｶﾜ ﾐｷｺ
ﾖｼｵｶ ﾘｮｳｺ
ｷｼﾓﾄ ﾌﾐｺ
ﾔﾏｻｷ ｴﾐ

タイム1 No2
氏名2
0:34:10.768
3 山本 圭胤
0:46:22.746
34 大西 映徳
0:39:22.268 440 石井 重四郎
0:43:17.374 230 日吉 康幸
1:18:51.855 227 磯崎 光宏
0:40:19.577 225 石川 和人
0:33:57.174 233 堀内 宏造
0:30:00.468 467 益岡 都萌
0:49:47.161 232 中山 雅弘
1:05:04.165 369 松井 聡
1:02:32.715 432 井上 一也
1:22:24.314 441 山本 光男
234 八木 勉
ｺﾒﾔﾏ ｼｮｳｲﾁﾛｳ 0:59:39.561 479 米山 知子
ｱｶｷﾞ ｽｸﾞﾙ
0:30:38.591 553 赤木 咲哉

距離 10ｋｍ 標高差 267ｍ 平均斜度 2.3％

カナ2
ﾔﾏﾓﾄ ﾖｼﾂｸﾞ
ｵｵﾆｼ ｱｷﾉﾘ
ｲｼｲ ｼｹﾞｼﾛｳ
ﾋﾖｼ ﾔｽﾕｷ
ｲｿｻﾞｷ ﾐﾂﾋﾛ
ｲｼｶﾜ ｶｽﾞﾄ
ﾎﾘｳﾁ ｺｳｿﾞｳ
ﾏｽｵｶ ﾄﾓｴ
ﾅｶﾔﾏ ﾏｻﾋﾛ
ﾏﾂｲ ｻﾄｼ
ｲﾉｳｴ ｶｽﾞﾔ
ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾂｵ
ﾔｷﾞ ﾂﾄﾑ
ｺﾒﾔﾏ ﾄﾓｺ
ｱｶｷﾞ ｻｸﾔ

タイム2 No3
氏名3
カナ3
0:32:09.794
2 兼元 隆志 ｶﾈﾓﾄ ﾘｭｳｼ
0:29:28.853 103 山本 竜三 ﾔﾏﾓﾄ ﾘｭｳｿﾞｳ
0:39:49.074 368 向井 宗一 ﾑｶｲ ｿｳｲﾁ
0:40:07.603 229 谷 和人
ﾀﾆ ｶｽﾞﾄ
0:48:13.595 226 梶間 裕之 ｶｼﾞﾏ ﾋﾛﾕｷ
224 谷本 純二 ﾀﾆﾓﾄ ｼﾞｭﾝｼﾞ
0:30:24.461
0:42:39.399
0:38:18.910
0:47:46.422
0:56:47.152
1:04:09.580

タイム3
0:30:20.897
0:34:22.612
0:35:51.622
0:33:51.828
1:10:08.300
0:38:14.786

0:53:28.323
0:27:43.094

0:37:20.394
0:28:46.776

101 米山 一義 ｺﾒﾔﾏ ｶｽﾞﾖｼ
533 赤木 伸次 ｱｶｷﾞ ｼﾝｼﾞ

