
Result  一般男子B 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

0:58:45 0:001 77 幕田 亮 マクタ リョウ Ｔｅａｍ　ＷＡＮＧＵＮ 東京都

0:58:50 0:052 74 桂 正吾 カツラ ショウゴ あらＺｏｏ／一匹狼 東京都

0:59:01 0:163 86 中嶋 諒 ナカジマ リョウ ＲｅＶｅｌｏ 埼玉県

0:59:03 0:184 107 河合 祐樹 カワイ ユウキ 埼玉県

0:59:30 0:455 103 久保 敦 クボ アツシ シミズレーシング／ＺＷＣ 愛知県

0:59:56 1:116 90 中山 翔太 ナカヤマ ショウタ 千葉県

1:00:21 1:367 106 渡邊 嵩博 ワタナベ タカヒロ ストラバいいね 宮城県

1:00:32 1:478 76 森 拓也 モリ タクヤ 神奈川県

1:01:16 2:319 87 大淵 翔太 オオブチ ショウタ 茨城県

1:01:17 2:3210 84 坂田 繁也 サカタ シゲヤ 千葉県

1:02:47 4:0211 83 花田 俊太 ハナダ シュンタ 東京都

1:03:06 4:2112 243 篠田 健太 シノダ ケンタ 東京都

1:03:15 4:3013 189 関川 陽平 セキカワ ヨウヘイ Ｃｌｉｍｂｅｒ’ｓ　Ｈｉｇｈ！ 埼玉県

1:03:27 4:4214 112 田中 宏樹 タナカ ヒロキ たまキャン 神奈川県

1:03:41 4:5615 89 岡田 拓 オカダ ヒロシ ＦＬＡＴ 埼玉県

1:03:50 5:0516 150 佐藤 佑樹 サトウ ユウキ 東京都

1:03:53 5:0817 163 伊豆島 浩之 イズシマ ヒロユキ キイロイトリ 群馬県

1:04:02 5:1718 105 桜井 雅之 サクライ マサユキ 群馬県

1:04:27 5:4219 72 瀬古 尚彦 セコ ナオヒコ 最強ヒルクライマー 群馬県

1:04:27 5:4220 245 千葉 秀也 チバ シュウヤ 宮城県

1:04:29 5:4421 159 村田 健 ムラタ ケン Ｔｅａｍ　Ｔａｃｋｅ 埼玉県

1:04:44 5:5922 166 元良 玲央那 モトラ レオナ 東京都

1:04:44 5:5923 242 倉田 周一 クラタ シュウイチ 新潟県

1:05:14 6:2924 222 宮崎 巧真 ミヤザキ タクマ 東京都

1:05:29 6:4425 239 中西 俊博 ナカニシ トシヒロ 東京都

1:05:31 6:4626 82 宮野 正史 ミヤノ マサシ 魅惑のパンの耳 東京都

1:05:45 7:0027 110 狩野 敦 カノウ アツシ 上毛レーシング 群馬県

1:05:47 7:0228 188 築城 賢司 ツイキ ケンジ バイシクルフェロー 埼玉県

1:05:49 7:0429 463 須崎 渉 スザキ ワタル 群馬県

1:06:09 7:2430 238 塚田 哲也 ツカダ テツヤ 群馬県

1:06:34 7:4931 157 渡辺 裕樹 ワタナベ ヒロキ めしくレーシング 東京都

1:06:35 7:5032 151 石井 悠惟 イシイ ユイ Ｂｌｕｅ　Ｍｏｍｅｎｔ 千葉県

1:06:37 7:5233 131 荒川 修一 アラカワ シュウイ 髪人 群馬県

1:06:51 8:0634 187 筒井 頌敬 ツツイ ノブタカ ちょっとした自転車部 栃木県

1:07:12 8:2735 153 榎本 達也 エノモト タツヤ ＡＬＬＥＧＲＯ 埼玉県

1:07:25 8:4036 226 廣田 良輝 ヒロタ ヨシキ 神奈川県

1:07:27 8:4237 162 永田 洋介 ナガタ ヨウスケ ＣＨ／ＳＨＥＧ 埼玉県

1:07:33 8:4838 111 大川 篤彦 オオカワ アツヒコ ＴＥＡＭ　ＺＷＣ 茨城県

1:07:38 8:5339 235 大山 智之 オオヤマ トモユキ 栃木県

1:07:43 8:5840 247 大川 清平 オオカワ ショウヘ 東京都

1:07:48 9:0341 234 小枝指 諒 コエサシ リョウ Ｉｎｎｏｃｅｎｔ 東京都

1:08:08 9:2342 365 相馬 康孝 ソウマ ヤスタカ 在庫管理機構 茨城県

1:08:17 9:3243 508 小口 大将 コグチ ダイスケ 栃木県
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1:08:25 9:4044 168 大久保 和俊 オオクボ カズトシ COW GUMMA 群馬県

1:08:31 9:4645 241 齋藤 真一朗 サイトウ シンイチロ たつのこサイクリング 茨城県

1:08:34 9:4946 88 平舘 新也 ヒラダテ シンヤ サカタレーシングクラブ 千葉県

1:08:36 9:5147 200 池上 創太 イケガミ ソウタ ＣＯＷ 群馬県

1:08:44 9:5948 442 張 碩 チョウ セキ ＣＣＣ 東京都

1:09:02 10:1749 250 田部井 秀樹 タベイ ヒデキ 群馬県

1:09:03 10:1850 165 木崎 純友 キザキ スミトモ 埼玉県

1:09:33 10:4851 155 田村 亮 タムラ リョウ 東京都

1:10:00 11:1552 231 諏訪 雅俊 スワ マサトシ 水ミー 埼玉県

1:10:13 11:2853 770 越田 洋介 コシダ ヨウスケ 神奈川県

1:10:19 11:3454 504 豊田 浩也 トヨダ ヒロヤ 埼玉県

1:10:29 11:4455 361 金子 良大 カネコ ヨシヒロ 埼玉県

1:10:46 12:0156 158 宮沢 英幸 ミヤザワ ヒデユキ ＣＯＷＧＵＭＭＡ 群馬県

1:10:51 12:0657 208 伊藤 健史 イトウ タケフミ 埼玉県

1:10:53 12:0858 232 木村 吏志 キムラ サトシ Ｔｅａｍ＿ＤＡＩＺＯ 茨城県

1:11:00 12:1559 251 安達 翼 アダチ ツバサ 群馬県

1:11:00 12:1560 152 平岩 大輔 ヒライワ ダイスケ 神奈川県

1:11:05 12:2061 1117 今井 良多 イマイ リョウタ ＨＣＣチーム不死神 茨城県

1:11:10 12:2562 1107 小櫃 良平 オビツ リョウヘイ ＧｒｅｅｅｎＬｉｇｈｔｓ 栃木県

1:11:12 12:2763 134 會澤 伶王 アイザワ レオ ＳＮＯＷＰＥＤＡＬ 茨城県

1:11:40 12:5564 507 高木 拡 タカギ ヒロム 奥武蔵シクロライン 埼玉県

1:11:43 12:5865 227 田沢 耕二 タザワ コウジ 東京都

1:11:46 13:0166 368 谷口 郁矢 タニグチ フミヤ 埼玉県

1:12:01 13:1667 364 加藤 大智 カトウ ダイチ 茨城県

1:12:16 13:3168 217 長谷部 祐治 ハセベ ユウジ 東京都

1:12:26 13:4169 359 秋谷 直 アキヤ ナオ 群馬県

1:12:27 13:4270 362 高橋 昌輝 タカハシ マサキ 神奈川県

1:12:33 13:4871 484 森 健太郎 モリ ケンタロウ 茨城県

1:12:38 13:5372 367 太多和 亮平 オオタワ リョウヘ ＤＥＬＦＩＮＯ 東京都

1:12:39 13:5473 334 四ノ宮 悠司 シノミヤ ユウジ 東京都

1:12:55 14:1074 351 對比地 章太 ツイヒヂ ショウタ 群馬県

1:12:58 14:1375 483 里見 直也 サトミ ナオヤ 八街フライングタイガー 千葉県

1:13:00 14:1576 366 森 拓海 モリ タクミ 群馬県

1:13:04 14:1977 503 小林 一平 コバヤシ イッペイ 大崎電気工業 東京都

1:13:08 14:2378 502 小野 真義 オノ マサヨシ グランデパール 群馬県

1:13:36 14:5179 237 大越 典明 オオコシ ノリアキ ハロー、チンパンワールド！ 栃木県

1:13:39 14:5480 248 濱桐 広輔 ハマギリ コウスケ まいぺーす 神奈川県

1:13:46 15:0181 333 高山 祥平 タカヤマ ショウヘ 群馬県

1:13:59 15:1482 505 大田 竜史 オオタ リュウジ 大阪府

1:14:12 15:2783 149 芳賀 健太 ハガ ケンタ 静岡県

1:14:27 15:4284 225 川上 高志 カワカミ タカシ 東京都

1:14:29 15:4485 335 永井 啓貴 ナガイ ヒロキ ＳＫＣＣ 群馬県

1:14:59 16:1486 780 渡 壽之 ワタリ トシユキ ＴＣＣ 愛知県
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1:15:04 16:1987 769 伊藤 圭亮 イトウ ケイスケ 東京都

1:15:25 16:4088 448 菅谷 槙介 スガヤ シンスケ 茨城県

1:15:47 17:0289 478 仁平 直人 ニヘイ ナオト 八街フライングタイガー 埼玉県

1:15:50 17:0590 489 谷藤 正博 タニフジ マサヒロ 埼玉県

1:15:55 17:1091 491 石田 紀幸 イシダ ノリユキ 群馬県

1:16:06 17:2192 352 溝口 啓太 ミゾグチ ケイタ ＯＣＴＡＧＯＮ 東京都

1:16:17 17:3293 796 松井 卓也 マツイ タクヤ 群馬県

1:16:38 17:5394 305 河田 了輔 カワタ リョウスケ ＫＰＲＢ 茨城県

1:17:10 18:2595 1508 金子 宏太 カネコ コウタ 埼玉県

1:17:32 18:4796 318 木内 孝之 キウチ タカユキ チームキイロイトリ 群馬県

1:17:33 18:4897 795 石川 雄馬 イシカワ ユウマ 埼玉県

1:17:33 18:4898 792 櫻田 一樹 サクラダ カズキ ＳＢＣ横浜あざみ野 神奈川県

1:17:52 19:0799 369 志塚 優 シヅカ マサル ペペローニ＆キイロイトリ 群馬県

1:17:56 19:11100 246 中矢 優希 ナカヤ ユウキ 上毛レーシング 群馬県

1:18:10 19:25101 360 樺島 耕太 カバシマ コウタ Ｔｅａｍ　Ｔａｃｋｅ 東京都

1:18:32 19:47102 498 栗原 興司 クリハラ コウジ 群馬県

1:18:41 19:56103 156 村尾 盛朗 ムラオ モリロウ 東京都

1:19:36 20:51104 485 牛込 匠 ウシゴメ タクミ 剣菱重工自転車部 群馬県

1:19:42 20:57105 244 青木 景志 アオキ ケイシ ＥＭＵ 東京都

1:19:58 21:13106 650 二見 広太 フタミ コウタ チーム旺祐 東京都

1:20:41 21:56107 494 中村 達也 ナカムラ タツヤ 埼玉県

1:21:36 22:51108 240 笠置 昭宏 カサギ アキヒロ 茨城県

1:21:38 22:53109 790 増田 智仁 マスダ トモヒト 栃木県

1:21:47 23:02110 767 清水 雄太 シミズ ユウタ チームＪＡＭ 群馬県

1:22:19 23:34111 332 桑原 亘平 クワハラ コウヘイ 埼玉県

1:22:25 23:40112 370 落合 聡 オチアイ サトル 栃木県

1:22:29 23:44113 1975 小林 勝利 コバヤシ カツトシ 東京都

1:22:42 23:57114 487 青木 秀雄 アオキ ヒデオ ＴＥＡＭ　ＤＥＬＦＩＮＯ 千葉県

1:22:43 23:58115 164 五十嵐 良輔 イガラシ リョウス チームサニチ 栃木県

1:22:46 24:01116 353 菅原 朋樹 スガハラ トモキ 明星自転車倶楽部 群馬県

1:22:55 24:10117 357 岡村 和彦 オカムラ カズヒコ 群馬県

1:23:09 24:24118 1503 山形 聡彦 ヤマガタ アキヒコ 千葉県

1:23:16 24:31119 363 久保田 広樹 クボタ ヒロキ ＥＬＭ 群馬県

1:24:39 25:54120 647 奥野 洵 オクノ ジュン ＥＬＭ 群馬県

1:24:41 25:56121 509 小沢 洋一 オザワ ヨウイチ ダルマ 群馬県

1:25:19 26:34122 1364 並木 伸吾 ナミキ シンゴ 東京都

1:25:39 26:54123 1110 高田 哲志 タカダ サトシ ミツバサイクリング部 群馬県

1:25:42 26:57124 497 赤坂 真一 アカサカ シンイチ 千葉県

1:25:47 27:02125 479 富井 晋司 トミイ シンジ 輪持久業 埼玉県

1:25:54 27:09126 798 青木 伸輔 アオキ シンスケ 埼玉県

1:25:55 27:10127 794 村田 大地 ムラタ ダイチ チーム旺祐 東京都

1:26:24 27:39128 782 児玉 赳生 コダマ タケオ 東京都

1:26:33 27:48129 1112 小高 直希 オダカ ナオキ パン屋倶楽部 群馬県
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1:26:42 27:57130 493 上原 雅史 ウエハラ マサシ ペペローニしんせき 群馬県

1:26:58 28:13131 803 天野 大志 アマノ ダイシ 千葉県

1:27:31 28:46132 764 金子 卓司 カネコ タクジ 埼玉県

1:28:00 29:15133 648 小野 高 オノ タカシ 群馬県

1:28:14 29:29134 804 ＢＡＢＯＵＲＩ ＡＹＭＥ
Ｎ バボウリ アイメン 栃木県

1:28:27 29:42135 481 川合 孝則 カワイ タカノリ モンテラック 東京都

1:29:16 30:31136 480 高宮 駿一 タカミヤ シュンイ ＥＭＵ　ＳＰＥＥＤ　ＣＬＵＢ 埼玉県

1:29:17 30:32137 506 土屋 洸 ツチヤ コウ ＴＥＡＭ　ＤＥＬＦＩＮＯ 東京都

1:29:34 30:49138 1906 片上 正貴 カタガミ マサキ 栃木県

1:29:45 31:00139 652 渕上 諭 フチガミ サトシ ＰＩＳＴＡ 神奈川県

1:29:54 31:09140 1050 綿貫 勇樹 ワタヌキ ユウキ アミーゴだんべー 群馬県

1:29:55 31:10141 778 内谷 悦久 ウチヤ ヨシヒサ ３Ｋ 群馬県

1:30:14 31:29142 1949 藤田 和浩 フジタ カズヒロ 東京都

1:30:32 31:47143 490 飛田 浩之 トビタ ヒロユキ ＴＥＡＭ輪持久業 埼玉県

1:32:36 33:51144 1801 市川 高詩 イチカワ タカシ 軽井沢ＳＩＮ 東京都

1:32:41 33:56145 496 小林 正史 コバヤシ マサシ 東京都

1:33:11 34:26146 1052 髙橋 祐樹 タカハシ ユウキ 群馬県

1:33:16 34:31147 230 小濱 光弘 コハマ ミツヒロ 群馬県

1:33:32 34:47148 772 神谷 雄介 カミヤ ユウスケ 埼玉県

1:33:39 34:54149 786 渡部 悠聖 ワタベ ユウセイ 群馬県

1:33:41 34:56150 91 田村 匡基 タムラ マサキ 埼玉県

1:34:13 35:28151 1234 シュレスタ ニメ シュレスタ ニメス 群馬県

1:34:25 35:40152 1365 佐藤 翔 サトウ ショウ 埼玉県

1:34:47 36:02153 1907 田中 一穂 タナカ カズホ 栃木県

1:34:54 36:09154 1362 山口 智裕 ヤマグチ トモヒロ ＮＳＰ群馬 群馬県

1:35:01 36:16155 1739 高橋 邦永 タカハシ クニエイ みどり市 群馬県

1:35:05 36:20156 762 安 幸治 アン コウジ キヤノン 埼玉県

1:35:09 36:24157 1118 鈴木 友之 スズキ トモユキ 群馬県

1:35:11 36:26158 799 田畑 頼人 タバタ ライト 栃木県

1:35:25 36:40159 1109 横山 雄紀 ヨコヤマ ユウキ 埼玉県

1:35:39 36:54160 1509 池川 幸哉 イケガワ ユキヤ プルスウルトラ 埼玉県

1:35:39 36:54161 492 加藤 祐太 カトウ ユウタ 埼玉県

1:35:59 37:14162 501 内田 友基 ウチダ ユウキ ＴＲＣ　ＰＡＮＡＭＡ 群馬県

1:36:12 37:27163 1251 串淵 貴彦 クシブチ タカヒコ チーム大崎 埼玉県

1:36:15 37:30164 700 渋川 昭彦 シブカワ アキヒコ チームユナイト 群馬県

1:36:24 37:39165 651 小池 智之 コイケ トモユキ 群馬県

1:37:05 38:20166 1255 國分 孝 コクブ タカシ 東京都

1:37:16 38:31167 763 日面 将一 ヒオモ ショウイチ ＳＡＮＷＡ　ＴＡＬＫＥＲＳ 群馬県

1:37:36 38:51168 1493 藤原 哲 フジワラ サトシ エスビック株式会社 群馬県

1:37:42 38:57169 1904 本波 和樹 ホンナミ カズキ 埼玉県

1:38:11 39:26170 1106 石関 麻世 イシゼキ マヨ 群馬県

1:38:35 39:50171 1361 中山 勝俊 ナカヤマ カツトシ 群馬県

1:38:42 39:57172 1517 秋田 祐輔 アキタ ユウスケ 埼玉県
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Result  一般男子B 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

1:39:03 40:18173 1902 西山 拡 ニシヤマ ヒロシ チームいいね押す 群馬県

1:39:41 40:56174 1502 奥村 文仁 オクムラ フミト 群馬県

1:39:44 40:59175 1800 田沼 貴大 タヌマ タカヒロ 彩の国ＪＥＣ松茸学園 埼玉県

1:39:45 41:00176 807 片桐 渉 カタギリ ワタル 群馬県

1:40:03 41:18177 1734 瀬谷 祐介 セヤ ユウスケ ＳＢＣ横浜あざみ野 神奈川県

1:40:45 42:00178 1051 伊藤 秀明 イトウ ヒデアキ ＴＨＯＮＧＬＯＲ　ＢＩＫＥ 栃木県

1:40:52 42:07179 1518 三木 雄司 ミキ ユウジ 群馬県

1:41:09 42:24180 1730 山田 雅胤 ヤマダ マサツグ 群馬県

1:41:26 42:41181 1900 澤田 貴宏 サワダ タカヒロ 群馬県

1:41:48 43:03182 457 塚本 健郎 ツカモト タケオ ＥＲＣ 群馬県

1:42:16 43:31183 1119 金子 貴大 カネコ タカヒロ 群馬県

1:42:26 43:41184 1359 北島 遼昂 キタジマ リョウコ ＢＣＣ 千葉県

1:42:34 43:49185 1736 谷田部 裕 ヤタベ ユタカ 山梨県

1:42:35 43:50186 1113 荻原 弘樹 オギハラ ヒロキ 長野県

1:43:22 44:37187 718 近藤 靖典 コンドウ ヤスノリ チームみんくる 東京都

1:43:33 44:48188 1512 森 圭広 モリ ヨシヒロ 群馬県

1:43:33 44:48189 1257 割田 謙吾 ワリタ ケンゴ オンザロード 埼玉県

1:43:37 44:52190 1497 高山 一騎 タカヤマ カズキ 群馬県

1:43:46 45:01191 1256 鈴木 翔太 スズキ ショウタ 栃木県

1:43:47 45:02192 1737 高堂 和英 タカドウ カズアキ 東京都

1:45:16 46:31193 1250 野口 俊 ノグチ シュン にんじんちーん 東京都

1:45:36 46:51194 737 老川 哲広 オイカワ アキヒロ ＬーＢＲＥＡＴＨ　ＢＩＫＥ 東京都

1:45:56 47:11195 1253 黒崎 直人 クロサキ ナオト 群馬日野自動車 群馬県

1:46:05 47:20196 1707 福泉 将彦 フクイズミ マサヒ 高崎モータースクール 群馬県

1:46:07 47:22197 1805 仁井 皓大 ニイ コウダイ 彩の国ＪＥＣ松茸学園 埼玉県

1:46:32 47:47198 1796 葛西 拓也 カサイ タクヤ 群馬県

1:46:35 47:50199 499 上田 敬祐 ウエダ ケイスケ 神奈川県

1:46:38 47:53200 160 添野 正輝 ソエノ マサキ 埼玉県

1:47:37 48:52201 1513 仲村 淳 ナカムラ ジュン ハケンの貧脚 岐阜県

1:48:11 49:26202 1951 山岸 広典 ヤマギシ コウスケ 太田市役所 群馬県

1:48:22 49:37203 1696 堀内 隆司 ホリウチ リュウジ 東京都

1:48:53 50:08204 1507 秋元 佑介 アキモト ユウスケ 東京都

1:49:10 50:25205 1108 柳澤 亨 ヤナギサワ トオル 株式会社北村工務店 埼玉県

1:49:25 50:40206 1769 山田 実 ヤマダ ミノル 栃木県

1:49:37 50:52207 1806 石井 貴章 イシイ タカアキ 彩の国ＪＥＣ　松茸学園 茨城県

1:50:35 51:50208 771 小菅 徹 コスゲ トオル 東京都

1:51:07 52:22209 1233 松井 茂春 マツイ シゲハル 大阪府

1:51:10 52:25210 1501 高木 明康 タカギ アキヤス 群馬県

1:51:24 52:39211 785 由良 僚祐 ユラ リョウスケ 東京都

1:51:33 52:48212 1252 下井 貴裕 シモイ タカヒロ にんじんちーん 東京都

1:51:54 53:09213 797 谷口 雄太郎 タニグチ ユウタロ 埼玉県

1:51:56 53:11214 1887 新井 久山 アライ クザン 骨折レーシング 群馬県

1:53:23 54:38215 783 加藤 誠耶 カトウ セイヤ 埼玉県
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Result  一般男子B 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

1:53:40 54:55216 777 中山 新 ナカヤマ シン 神奈川県

1:54:02 55:17217 1886 高橋 洋平 タカハシ ヨウヘイ 群馬県

1:55:14 56:29218 1458 菊池 隆志 キクチ タカシ Ｇ２ＲＩＤＥＲＳ 群馬県

1:55:29 56:44219 776 吉田 周平 ヨシダ シュウヘイ 東京都

1:56:25 57:40220 1738 河村 佳明 カワムラ ヨシアキ 東京都

1:56:54 58:09221 1802 島崎 卓也 シマザキ タクヤ ＴＭＳ 群馬県

1:57:03 58:18222 1500 久保田 豊臣 クボタ トヨシゲ ＧＮＤＣ 群馬県

1:57:31 58:46223 1442 神﨑 章弘 カンザキ アキヒロ 栃木県

1:57:36 58:51224 1803 紋谷 祐爾 モンヤ ユウジ 常磐高校自転車部 群馬県

1:58:01 59:16225 806 島田 彰一 シマダ ショウイチ 栃木県

1:58:35 59:50226 1505 森 友希 モリ トモキ 群馬県

1:58:55 60:10227 788 松本 拓 マツモト タク 群馬県

1:59:15 60:30228 1360 今泉 卓也 イマイズミ タクヤ 高崎モータースクール 群馬県

1:59:18 60:33229 1506 仲俣 達也 ナカマタ タツヤ 東京都

2:01:04 62:19230 495 木村 公哉 キムラ コウヤ 埼玉県

2:02:09 63:24231 645 寺嶋 優斗 テラジマ ユウト 群馬県

2:04:23 65:38232 1258 加藤 秀明 カトウ ヒデアキ 群馬県

2:04:50 66:05233 1797 久百々 寿一 クモモ ヒデカズ 栃木県

2:07:01 68:16234 1884 中川 雅之 ナカガワ マサユキ 三重県

2:08:01 69:16235 1516 岩崎 周造 イワサキ シュウゾ 東京都

2:08:27 69:42236 486 高木 亮 タカギ リョウ 群馬県

2:09:07 70:22237 1514 岩渕 裕弥 イワブチ ヒロヤ 東京都

2:09:47 71:02238 1768 石倉 一直 イシクラ カズナオ 群馬県

2:10:27 71:42239 773 石井 文人 イシイ フミト 埼玉県

2:12:33 73:48240 1495 谷田 憲保 タニダ ノリヤス 神奈川県

2:13:56 75:11241 1438 中島 良太 ナカジマ リョウタ 群馬県

2:14:45 76:00242 1905 佐々木 祐弥 ササキ ユウヤ 株式会社ＮＳＰ群馬 群馬県

2:15:02 76:17243 1691 中野 久男 ナカノ ヒサオ 群馬県

2:15:26 76:41244 1899 上坂 昭博 ウエサカ アキヒロ 埼玉県

2:16:06 77:21245 1494 栗原 駿 クリハラ チハヤ 加茂会 千葉県

2:19:20 80:35246 1519 新川 浩司 シンカワ コウジ 東京都

2:22:45 84:00247 1254 飯塚 圭祐 イイヅカ ケイスケ ち～むもかてつ 群馬県

2:23:35 84:50248 1705 島田 剛志 シマダ ゴウシ 禁じられた機械を平気で使い隊 群馬県

2:23:45 85:00249 1496 森谷 良平 モリヤ リョウヘイ 東京都

2:26:43 87:58250 784 新川 洋平 シンカワ ヨウヘイ 群馬県

2:27:37 88:52251 1976 井上 裕介 イノウエ ユウスケ 東京都

2:29:47 91:02252 1804 蛭間 貴宏 ヒルマ タカヒロ 群馬県

2:30:19 91:34253 1733 青木 信広 アオキ ノブヒロ 群馬県

2:30:35 91:50254 781 箕浦 智哉 ミノウラ トモヤ ＣＯ２ｂｉｃｙｃｌｅ 群馬県

2:30:51 92:06255 1897 ｏｈａｓｈｉ ｔｏｓｈｉｒｏ オオハシ トシロウ 冨永調査 群馬県

2:34:02 95:17256 805 藤巻 聡史 フジマキ サトシ 群馬県

2:34:23 95:38257 1504 加賀 優樹 カガ ユウキ 神奈川県

2:34:29 95:44258 1963 小俣 行輝 オマタ コウキ 群馬県
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Result  一般男子B 天気:晴れ  気温:21℃  湿度:60%
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2022/09/25　Start 7:05:00

2:38:20 99:35259 1885 小林 弘典 コバヤシ ヒロノリ 群馬県

2:40:58 102:13260 1731 福島 亨 フクシマ トオル 群馬県

2:44:20 105:35261 1795 飯塚 哲也 イイツカ テツヤ 茨城県

2:45:48 107:03262 1732 青木 健次 アオキ ケンジ チーム大崎 群馬県
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