
Result  一般男子A 天気:晴れ  気温:21℃  湿度:60%

選手名 Time +TOP順位 No.

第12回まえばし赤城山ヒルクライム大会

ﾌﾘｶ゙ﾅ 所属 出身

2022/09/25　Start 7:05:00

1:00:15 0:001 69 佐藤 択海 サトウ タクミ まいぺーす 東京都

1:00:16 0:012 79 佐藤 彰馬 サトウ ショウマ Ｇｒｅｅｅｎ　Ｌｉｇｈｔｓ 群馬県

1:00:23 0:083 346 荻野 寛隆 オギノ モトタカ アヴァンツァーレ愛知 愛知県

1:03:32 3:174 146 吉田 瑛 ヨシダ アキラ ＳｕｉＭｅ／ＡＮＭＳ 埼玉県

1:04:23 4:085 143 望月 悠太 モチヅキ ユウタ ＡＬ３ＣとＥＲＣ 群馬県

1:08:16 8:016 302 宮下 鋭 ミヤシタ サトキ 東京都

1:08:39 8:247 347 中嶋 壱成 ナカジマ イッセイ ペペロー二シンセキ 群馬県

1:08:40 8:258 118 増田 尚也 マスダ ナオヤ オンザロード 茨城県

1:09:01 8:469 144 川崎 見多朗 カワサキ ケンタロ ＡＬ３Ｃ 茨城県

1:09:39 9:2410 349 髙橋 翔也 タカハシ ショウヤ 伊勢崎興陽高校 群馬県

1:09:41 9:2611 1469 中島 直哉 ナカジマ ナオヤ 群馬県

1:10:56 10:4112 147 三田 千里 ミタ センリ ＳＢＣ　Ｖｅｒｔｅｘ 神奈川県

1:11:05 10:5013 755 関 優介 セキ ユウスケ 栃木県

1:12:27 12:1214 748 原 維吹樹 ハラ イブキ ＴＥＡＭ山登 東京都

1:12:29 12:1415 330 福田 開 フクダ ハルキ 千葉県

1:13:04 12:4916 340 友松 慶太郎 トモマツ ケイタロ 福岡大学　機械工学科 福岡県

1:13:09 12:5417 345 高木 大夢 タカギ ヒロム 埼玉県

1:13:32 13:1718 342 関口 奨 セキグチ ショウ 群大病院 群馬県

1:13:35 13:2019 466 飛田 智宏 トビタ トモヒロ ＴＥＡＭ輪持久業 埼玉県

1:14:07 13:5220 1245 有山 悠斗 アリヤマ ユウト 歩夢ぅ～可愛いよぉ～同好会 東京都

1:14:25 14:1021 1105 久我 勇太 クガ ユウタ 高崎経済大学 群馬県

1:14:42 14:2722 744 大渕 岳裕 オオフチ タカヒロ ぬんハウス 神奈川県

1:15:39 15:2423 224 恩田 幸長 オンダ ユキナガ 高崎経済大学 群馬県

1:16:44 16:2924 223 豊田 資史 トヨダ モトフミ 埼玉県

1:17:14 16:5925 475 松村 治紀 マツムラ ハルキ 伊勢崎工業高校 群馬県

1:19:10 18:5526 80 小林 翔真 コバヤシ ショウマ ＣＯＷＧＵＭＭＡ 群馬県

1:19:22 19:0727 1104 関谷 昌樹 セキヤ マサキ 群馬県

1:19:30 19:1528 477 戸丸 大地 トマル ダイチ 坂バカ部 群馬県

1:20:10 19:5529 644 中村 凌 ナカムラ リョウ ＯＫＫＤ 埼玉県

1:20:14 19:5930 1246 小林 隼人 コバヤシ ハヤト 児玉白楊高校 埼玉県

1:20:20 20:0531 756 内田 倫太郎 ウチダ リンタロウ 高崎経済大学サイクリング部 群馬県

1:20:29 20:1432 343 櫻井 和真 サクライ カズマ 青学ブルベ自転車競技愛好会 群馬県

1:20:51 20:3633 344 金子 貴昭 カネコ タカアキ 神奈川県

1:21:02 20:4734 472 長田 和之 ナガタ カズユキ ハケンの貧脚 群馬県

1:21:19 21:0435 1947 本多 虎司朗 ホンダ コジロウ 前橋清陵高校 群馬県

1:21:41 21:2636 1103 滝川 琥舜 タキガワ コルト 群馬県

1:21:41 21:2637 757 合沢 晃志 ゴウサワ コウシ 埼玉県

1:22:04 21:4938 1047 山田 海斗 ヤマダ カイト 埼玉県

1:22:10 21:5539 1247 齋藤 龍美 サイトウ リュウビ 自転車競技部 群馬県

1:22:17 22:0240 348 中林 洸太朗 ナカバヤシ コウタロ 太田工業 群馬県

1:22:26 22:1141 1479 森 一麒 モリ イツキ 群馬県

1:23:52 23:3742 471 城内 拓実 シロウチ タクミ 東京都

1:24:02 23:4743 752 上野 祐太郎 ウエノ ユウタロウ 埼玉県
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1:24:05 23:5044 1893 原田 恭輔 ハラダ キョウスケ チームいいね押す 千葉県

1:25:12 24:5745 1048 小宅 黎 オヤケ レイ 白鴎大学 栃木県

1:26:14 25:5946 1481 山岸 聖眞 ヤマギシ ショウシ Ｂ．Ｃ．Ｃ 東京都

1:27:28 27:1347 469 阿部 信祐 アベ シンスケ ＮＭＳａｒｃｈｅｒｙ 東京都

1:27:37 27:2248 331 粕谷 建太 カスヤ ケンタ 奥武蔵ＣＬ 埼玉県

1:29:30 29:1549 643 北條 崇 ホウジョウ タカシ 無所属 群馬県

1:29:32 29:1750 1948 大竹 優輝 オオタケ ユウキ 埼玉県

1:29:58 29:4351 1703 長沢 雄祐 ナガサワ ユウスケ 東京都立大学 東京都

1:31:16 31:0152 1892 津野 幸輝 ツノ コウキ 大阪府

1:31:18 31:0353 1473 佐藤 圭介 サトウ ケイスケ 群馬県

1:32:05 31:5054 470 佐藤 智崇 サトウ トモタカ 岩手県

1:32:20 32:0555 1358 橋本 直季 ハシモト ナオキ 群馬県

1:32:32 32:1756 741 石井 慎太郎 イシイ シンタロウ ミサトスタン共和国代表 埼玉県

1:32:36 32:2157 473 馬場 柊吾 ババ シュウゴ 高崎経済大学サイクリング部 群馬県

1:34:23 34:0858 1478 前原 佑生 マエハラ ユウキ 群馬県

1:35:52 35:3759 1439 小島 元路 コジマ ゲンジ 群馬県

1:35:56 35:4160 1357 金井 稜真 カナイ リョウマ 群馬県

1:36:20 36:0561 746 白川 幸裕 シラカワ ユキヒロ 群馬県

1:36:31 36:1662 753 新井 大夢 アライ ヒロム 藤岡工業高校 群馬県

1:36:35 36:2063 1489 近藤 哲留 コンドウ テツル 群馬県

1:36:36 36:2164 1471 須藤 正照 スドウ キミアキ ニャオハ立つな 東京都

1:36:50 36:3565 742 関根 将吾 セキネ ショウゴ 群馬県

1:37:04 36:4966 745 内堀 康太 ウチボリ コウタ 千葉県

1:37:22 37:0767 1474 重田 彬貴 シゲタ アキタカ 群馬県

1:37:52 37:3768 1690 荒井 リクオ アライ リクオ 高崎工業高校 群馬県

1:37:54 37:3969 1883 堀越 裕充 ホリコシ ヒロミチ 富岡高校 群馬県

1:38:13 37:5870 1971 石村 悠策 イシムラ ユウサク ＳＢＣ横浜あざみ野 神奈川県

1:38:38 38:2371 1790 小林 亮太 コバヤシ リョウタ 栃木県

1:39:24 39:0972 1700 谷 昂亮 タニ コウスケ 埼玉県

1:39:35 39:2073 1894 光定 直紀 ミツサダ ナオキ チームいいね押す 埼玉県

1:39:41 39:2674 760 森木 駿 モリキ シュン ＣＯ２ｂｉｃｙｃｌｅ 群馬県

1:40:45 40:3075 1789 関根 健人 セキネ ケント 茨城県

1:42:38 42:2376 474 梶間 晏璃 カジマ アンリ 群馬県

1:42:46 42:3177 740 佐藤 陽祐 サトウ ヨウスケ あるふぁ～ 群馬県

1:43:03 42:4878 1488 土田 拓実 ツチダ タクミ 東京都

1:43:16 43:0179 1248 三平 隆文 ミヒラ タカフミ 群馬大学 神奈川県

1:43:20 43:0580 1725 新井 大樹 アライ ダイキ 明和県央高等学校 群馬県

1:43:34 43:1981 1244 小山 亮 コヤマ リョウ 群馬県

1:43:51 43:3682 1946 青木 咲眞 アオキ ショウマ 前橋西高校 群馬県

1:44:00 43:4583 1485 関口 朋希 セキグチ トモキ 僕らは駆け抜ける 群馬県

1:44:05 43:5084 749 山家 嘉之 ヤマガ ヨシユキ 東京都

1:44:15 44:0085 1486 星 尚志 ホシ ナオユキ ＢＣＣ 東京都

1:44:31 44:1686 468 寺田 駿介 テラダ シュンスケ ｎｍ７Ｒａｃｉｎｇ 栃木県
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1:45:23 45:0887 81 湯田 陽也 ユダ ハルヤ 埼玉県

1:47:32 47:1788 1468 山田 啓太 ヤマダ ケイタ 東京都

1:48:14 47:5989 1249 深澤 海人 フカサワ カイト 610 東京都

1:49:32 49:1790 1440 鈴木 悠太 スズキ ユウタ 宇都宮大学 栃木県

1:49:42 49:2791 1785 津田 郁海 ツダ イクミ 埼玉県

1:51:49 51:3492 1787 松本 夢史 マツモト ユメジ 群馬県

1:52:02 51:4793 1972 岩田 陽樹 イワタ ハルキ 赤城レッドサンズ 群馬県

1:55:06 54:5194 1475 加藤 晴也 カトウ セイヤ 群馬県

1:55:50 55:3595 641 岡島 優輝 オカジマ ユウキ 群馬県

1:55:55 55:4096 1793 西澤 諭し ニシザワ サトシ 群馬県

1:56:08 55:5397 758 笹森 裕介 ササモリ ユウスケ 高崎経済大学サイクリング部 群馬県

1:56:15 56:0098 1704 坂本 啓輔 サカモト ケイスケ 群馬県

1:57:02 56:4799 1491 瀧澤 良太 タキザワ リョウタ 前橋工業高校定時制 群馬県

1:58:30 58:15100 1240 古澤 慎一 フルサワ シンイチ ＳＩＴＣＣＯＢ 埼玉県

1:58:32 58:17101 1242 井上 翔太 イノウエ ショウタ ＳＩＴＣＣＯＢ 千葉県

1:59:07 58:52102 1484 北澤 優真 キタザワ ユウマ 群馬県

2:00:42 60:27103 1791 為谷 昇吾 タメガイ ショウゴ 前橋青陵高校 群馬県

2:01:13 60:58104 1788 嵯峨 一斗 サガ カズト 前橋清陵高等学校 群馬県

2:02:25 62:10105 1243 黒岩 大雅 クロイワ タイガ 群馬大学 群馬県

2:04:26 64:11106 1480 橋本 慈明 ハシモト シゲアキ Ｂ．Ｃ．Ｃ 茨城県

2:05:58 65:43107 1487 上原 拓也 ウエハラ タクヤ ＢＣＣ 埼玉県

2:06:26 66:11108 1476 佐川 優康 サガワ マサヤス 埼玉県

2:08:15 68:00109 1483 井田 悠太 イダ ユウタ ジーシーシー　自転車部 群馬県

2:11:04 70:49110 1477 杉原 健太 スギハラ ケンタ スバルテクノ 群馬県

2:11:10 70:55111 1727 土橋 智仁 ドバシ トモヒト 群馬県

2:11:15 71:00112 1241 粕谷 圭佑 カスヤ ケイスケ ＳＩＴＣＣＯＢ 栃木県

2:11:31 71:16113 1482 関 竜一 セキ リュウイチ エスビック株式会社 群馬県

2:15:40 75:25114 1891 尾崎 涼 オザキ リョウ 群馬県

2:15:59 75:44115 1729 鈴江 宏毅 スズエ コウキ 栃木県

2:21:03 80:48116 1045 川中子 賢哉 カワナゴ ケンヤ 桐生明治 群馬県

2:21:31 81:16117 1472 星野 裕大 ホシノ ユウダイ ＧＲＢＯ 群馬県

2:30:24 90:09118 1792 池田 智哉 イケダ トモヤ 群馬県立前橋清陵高等学校 群馬県

2:31:54 91:39119 1492 山田 涼輝 ヤマダ リョウキ 群馬県

2:53:59 113:44120 1794 田邉 翔太 タナベ ショウタ 栃木県
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