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2014埼玉大会芸濃…；芸誓謂；ヲ諾警

讐監禁転福武だ！．柚．：晰ポ＿ツ蜘馴翻

弟子1kmタイム・トライアル決靡

600muniqu‘．No．09－2

種別 �租 �H／8 �ゼッケン �選手氏名 �都道府県 �年齢 �勤務先 �タイム �順位 

5 �3 �8 �512 �日中　謙治 �山　口 �55 �周南警察署 �1：18．113 �1 

4 �B �510 �吉川　　伸 �奈　良 �58 �よしかわ歯科 �1：21．907 �2 

2 �H �503 �野崎　年男 �埼玉 �56 �サイクルショッププラシーボ �1：21．959 �3 

5 �B �505 �川岸　弘昌 �富　山 �55 �北陸整備局 �1：22．682 �4 

3 �H �506 �坪井　克己 �静岡 �55 �浜松市消防署 �1：22．872 �5 

4 �H �514 �雄山　浩一 �大　分 �56 �会医療法人敏和会大分R轟院 �1：25．082 �6 

5 �H �513 �城戸　慶光 �福岡 �57 �日産自動車九州（株） �1：26．030 �7 

2 �B �508 �村井　政美 �大阪 �55 �阪急阪神エクスプレス �1：29．809 �8 

1 �B �516 �崎山　　勲 �千葉 �58 �千集県海匝地域振興事務所 �1：30．480 �9 

種別 �租 �H／β �ゼッケン �選手氏名 �都道府県 �年齢 �勤務先 �タイム �順位 

6 �5 �B �619 �伊藤　　茂 �広　島 �65 �いとう歯科 �1：20．643 �1 

7 �H �611 �小田　秀明 �静岡 �61 � �1：20．912 �2 

3 �H �605 �渡辺　正彦 �埼玉 �62 � �1：22．373 �3 

6 �B �616 �安井　先遣 �滋賀 �65 �安井商店 �1：23．707 �4 

4 �H �620 �木村　澄義 �山　口 �65 � �1：24．973 �5 

7 �B �612 �尾崎　進久 �飼卜岡 �61 �沼津市教育委員会 �1：25．1糾 �6 

5 �H �628 �杉山　一夫 �千　集 �60 � �1：28．144 �7 

6 �H �604 �増田　耕二 �埼　玉 �65 � �1：29．631 �8 

3 �B �618 �松岡　伸二 �兵庫 �68 �ヽ岡クリニック �1：31．522 �9 

1 �B �630 �山田　　博 �千　葉 �66 �成田空港 �1：32．720 �10 

2 �H �601 �鹿又　未可 �福島 �63 �福島県白河警察署 �1：33．259 �11 

4 �8 �603 �藤田　照夫 �埼玉 �66 �レーシングスポーツ・フジタ �1：38．128 �12 

2 �B �623 �申舷成 �韓国 �69 � �1：45．881 �13 

0．女子600mタイム小ライアル決靡
（H／馴まスタート＆フ

ニッシュ地点を示す）

種別 �組 �H／8 �ゼッケン �選手名 �郁道府県 ��年齢 �勤務先 �タイム �職位 

女子 �5 �B �707 �和地意義 �神奈川 ��52 �小山中央小 �40．474 �1 

4 3 �B �707 �若月　昌枝 �神奈川 ��47 �ユテラ（株） �42．660 �2 

H �702 �小沼　集由紀 �埼　玉 ��42 �（株）ヤマネメディカル �42795 �3 

4 2 �H �711 �梶徳恵 �香　川 ��52 � �43．604 �4 

8 �703 �飯口　香里 �埼　玉 ��43 � �43．035 �5 

3 5 �B �710 �三井　由番 �兵 �庫 �45 �三田市立雷土中筆枚 �44167 �6 

H �712 �徳留　春集 �鹿児島 ��50 �大原農薗 �44．243 �7 

1 2 �H �701 �高瀬英子 �群 �馬 �44 �（株）環境整儀　崎センター �47743 �8 

H �700 �山下　昭子 �兵　庫 ��46 � �48．308 �9 

期日：平成25年9月20日－21日

会場：さいたま市大宮双絵壌
主催：公益財団法人日本体育協会、埼玉県、公益財団法人埼玉県体育協会
さいたま市、公益財団法人日本自転車競技連盟
主管：一般社団法人埼玉県自転車競技連盟

鮎鷺 この事糞は無給の補助金を

剛M¢相川引受けて開催しました・
プロヲェウト


