
Result  一般男子C 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

0:59:01 0:001 104 品川 雅之 シナガワ マサユキ 寺の息子 茨城県

1:01:34 2:332 71 配嶋 俊平 ハイジマ シュンペ ＣＢ 神奈川県

1:01:49 2:483 171 白石 尚也 シライシ ナオヤ ＳｕｉＭｅ 東京都

1:03:10 4:094 174 松島 寿樹 マツシマ トシキ オンザロード 茨城県

1:03:21 4:205 113 中村 真己 ナカムラ マサキ ＭＳＣ／あふみー 岡山県

1:03:35 4:346 123 長谷部 純 ハセベ ジュン 山形県

1:04:01 5:007 199 細谷 雄介 ホソヤ ユウスケ コーセーインダストリーズ 群馬県

1:04:03 5:028 122 風間 康宏 カザマ ヤスヒロ ＥＭＵ／ＡＣＴＣＹＣ 埼玉県

1:04:43 5:429 121 長澤 宏樹 ナガサワ ヒロキ 群馬県

1:04:45 5:4410 263 高木 吉崇 タカギ ヨシタカ ＴＡＭＡ　ｃｏｐｐｉ 埼玉県

1:05:34 6:3311 259 猪ノ原 諭 イノハラ サトル クライマーズハイ 埼玉県

1:05:40 6:3912 120 人見 和幸 ヒトミ カズユキ チームキイロイトリ 栃木県

1:06:21 7:2013 253 富岡 雄一郎 トミオカ ユウイチロ 群馬県

1:06:23 7:2214 201 稲嶺 貴志 イナミネ タカシ ＪＥＴＴ 東京都

1:06:28 7:2715 254 齊藤 亮祐 サイトウ リョウス 群馬県

1:07:03 8:0216 267 原田 英 ハラダ ヒデ ポールポールポール 長野県

1:07:07 8:0617 219 関口 和彦 セキグチ カズヒコ ＯＴＲ 千葉県

1:08:30 9:2918 172 稲村 匡介 イナムラ キョウス ＰＡＮＡＭＡＲＥＤＳ 群馬県

1:08:36 9:3519 319 齋藤 記一 サイトウ ノリカズ 神奈川県

1:08:45 9:4420 218 山本 詠史 ヤマモト エイジ ＭＩＶＲＯ 東京都

1:08:56 9:5521 170 久保田 直幸 クボタ ナオユキ 嵐山朝練 埼玉県

1:09:06 10:0522 95 横山 優 ヨコヤマ ユウ 現場猫レーシングチーム２軍 東京都

1:09:27 10:2623 307 鈴木 貴士 スズキ タカシ 福島県

1:09:34 10:3324 382 菊池 秀隆 キクチ ヒデタカ 茨城県

1:09:36 10:3525 173 岡田 直城 オカダ ナオキ 神奈川県

1:09:43 10:4226 264 秋山 亮 アキヤマ リョウ ＥＭＵ　Ｓｐｅｅｄ　Ｃｌｕｂ 東京都

1:10:03 11:0227 209 藤田 智 フジタ サトシ 東京都

1:10:22 11:2128 387 本田 崇 ホンダ タカシ 新潟県

1:11:08 12:0729 306 小森 久敏 コモリ ヒサトシ ペペローニしんせき 群馬県

1:11:21 12:2030 255 成繁 新治 ナリシゲ シンジ ＶＭＢ 東京都

1:11:22 12:2131 135 堀部 健太 ホリベ ケンタ 群馬県

1:11:39 12:3832 380 佐藤 拓 サトウ タク 埼玉県

1:11:57 12:5633 260 印出井 一利 インデイ カズトシ チームスカイベリー 茨城県

1:12:09 13:0834 381 藤城 昭臣 フジシロ アキオミ 神奈川県

1:12:10 13:0935 93 田平 岳史 タヒラ タケシ ワンダーサイクリングＯＢ会 東京都

1:12:20 13:1936 261 岩瀬 貴信 イワセ タカノブ チーム　キイロイトリ 群馬県

1:12:24 13:2337 658 木幡 直希 コハタ ナオキ ＶＯＲＴＥＸ６３４ 埼玉県

1:12:31 13:3038 256 研谷 直樹 トギヤ ナオキ 埼玉県

1:12:41 13:4039 308 萩原 一平 ハギワラ イッペイ 丸子橋ろーどくらぶ 神奈川県

1:13:12 14:1140 376 後藤 與四也 ゴトウ ヨシヤ 太田六華スキークラブ 群馬県

1:13:15 14:1441 310 佐藤 真樹 サトウ マサキ ＳＫＣＣ 群馬県

1:13:35 14:3442 374 高野 保真 タカノ ヤスナオ 神奈川県

1:14:02 15:0143 309 相澤 圭佑 アイザワ ケイスケ ペペローニ＆チームキイロイトリ 群馬県
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1:14:10 15:0944 1373 鈴木 悟 スズキ サトル 常南サイクル 茨城県

1:14:33 15:3245 262 市川 優 イチカワ ユウ ＰＲＯＪＥＣＴーＩ（アイ） 栃木県

1:14:35 15:3446 383 加藤 崇徳 カトウ ムネノリ グリーンライツ 栃木県

1:14:44 15:4347 266 金子 知広 カネコ トモヒロ ＴＥＡＭ　ＫＡＮＥＫＯ 茨城県

1:15:08 16:0748 527 小林 拓人 コバヤシ タクト 東京都

1:15:11 16:1049 258 山本 真也 ヤマモト シンヤ ＴＲＣ　パナマレッズ 群馬県

1:15:27 16:2650 385 髙橋 武志 タカハシ タケシ ＯＫ－３ 茨城県

1:15:32 16:3151 515 野畑 聡志 ノバタ ソウシ トコサイ 埼玉県

1:16:06 17:0552 630 関 雅明 セキ マサアキ 神奈川県

1:16:08 17:0753 378 相村 誠 アイムラ マコト Ｑｌｕｂ　Ａｓｈｉｖｉｖａ 栃木県

1:16:09 17:0854 379 古川 陽一 フルカワ ヨウイチ 診断 埼玉県

1:16:37 17:3655 458 橘 洋志 タチバナ ヒロシ ＥＲＣ 群馬県

1:16:46 17:4556 388 糸氏 拓郎 イトウジ タクロウ 千葉県

1:16:52 17:5157 521 新田 陽介 ニッタ ヨウスケ 埼玉県

1:17:04 18:0358 831 井上 康昌 イノウエ ヤスマサ チーム　アプリコット 栃木県

1:17:24 18:2359 372 石川 智則 イシカワ トモノリ 群馬県

1:17:55 18:5460 1267 箕田 裕一郎 ミタ ユウイチロウ 群馬県

1:17:57 18:5661 518 黒沢 章 クロサワ アキラ 群馬県

1:18:02 19:0162 703 石井 貴裕 イシイ タカヒロ 上野村ＳＪＣ 群馬県

1:18:44 19:4363 1910 佐々木 孝生 ササキ タカオ 福島県

1:19:02 20:0164 525 内海 建司 ウツミ ケンジ いにしゃるｋｎ 埼玉県

1:19:06 20:0565 1127 菊地 亮太 キクチ リョウタ 東京都

1:19:24 20:2366 1537 高橋 大介 タカハシ ダイスケ 東京都

1:19:43 20:4267 843 小山 拓也 コヤマ タクヤ 栃木県

1:19:45 20:4468 464 水上 雄一 ミズカミ ユウイチ ＥＲＣ 埼玉県

1:20:14 21:1369 384 山中 敦仁 ヤマナカ ノブヨシ 栃木県

1:20:58 21:5770 656 根本 真治 ネモト シンジ 茨城県

1:22:00 22:5971 528 箱田 貴大 ハコダ タカヒロ キイロイトリ 群馬県

1:23:31 24:3072 833 八巻 章 ヤマキ アキラ 福島県

1:24:01 25:0073 514 平石 桂三 ヒライシ ケイゾウ ＴＲＣパナマレッズ 群馬県

1:24:12 25:1174 810 岡本 力 オカモト ツトム Ｐａｄｄｙ　ひたちなか 茨城県

1:24:23 25:2275 517 酒井 寛幸 サカイ ヒロユキ 神奈川県

1:24:31 25:3076 524 服部 慎也 ハットリ シンヤ 東京都

1:24:55 25:5477 829 萩野谷 勝 ハギノヤ マサル ちいりんご茜 群馬県

1:25:17 26:1678 386 道下 典幸 ミチシタ ノリユキ 群馬県

1:26:47 27:4679 655 冨田 浩平 トミタ コウヘイ 東京都

1:26:48 27:4780 169 泉山 浩志 イズミヤマ コウジ ＣＯＷＧＵＭＭＡ 群馬県

1:27:34 28:3381 520 末田 幹夫 スエダ ミキオ 群馬県

1:27:36 28:3582 722 森嶋 浩史 モリシマ コウジ 吉澤石灰工業 栃木県

1:27:40 28:3983 377 菅原 貴英 スガワラ タカトシ ＣＯＷＧＵＮＭＡ 群馬県

1:27:53 28:5284 522 八巻 正剛 ヤマキ マサヨシ 福島県

1:28:05 29:0485 512 桜井 善弘 サクライ ヨシヒロ 髪人 群馬県

1:28:07 29:0686 375 栗原 典正 クリハラ ノリマサ 群馬県
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1:28:30 29:2987 657 高橋 昌吾 タカハシ ショウゴ 群馬県

1:28:42 29:4188 516 中谷 賢治 ナカタニ ケンジ 東京都

1:28:46 29:4589 523 坂本 啓介 サカモト ケイスケ ぽん丸レーシング 埼玉県

1:28:50 29:4990 702 田中 智己 タナカ サトキ ＣｉｔｒｉｃＡｃｉｄ 群馬県

1:28:54 29:5391 1540 永田 恵一 ナガタ ケイイチ 群馬県

1:28:58 29:5792 373 高木 忠実 タカギ タダミ 埼玉県

1:29:06 30:0593 1813 ホール サイモ ホール サイモン 彩の国ＪＥＣ松茸学園 埼玉県

1:29:16 30:1594 1531 渡邊 昌良 ワタナベ マサヨシ 埼玉県

1:30:20 31:1995 835 高田 健志 タカダ ケンジ 茨城県

1:30:32 31:3196 1266 大福地 亮 オオフクジ リョウ ＯＴＣ 栃木県

1:31:31 32:3097 1966 八木澤 賢二 ヤギサワ ケンジ 栃木県

1:31:37 32:3698 832 水無 誠 ミズナシ マコト 茨城県

1:31:41 32:4099 459 根岸 泰隆 ネギシ ヤスタカ ＥＲＣ 群馬県

1:32:11 33:10100 513 町田 紀人 マチダ ノリヒト ＨＡＲＰ．ＲＣ 群馬県

1:32:46 33:45101 511 本多 英明 ホンダ ヒデアキ 群馬県

1:33:33 34:32102 1053 岡田 幸平 オカダ コウヘイ 東京都

1:33:46 34:45103 1372 川島 正樹 カワシマ マサキ 東京都

1:33:58 34:57104 1533 佐久間 譲 サクマ ユズル 埼玉県

1:34:38 35:37105 1521 齋藤 文一 サイトウ フミカズ 東京都

1:34:40 35:39106 817 星野 太一 ホシノ タイチ 群馬県

1:35:00 35:59107 813 金子 絢一 カネコ ジュンイチ ぐうたら爆走隊 群馬県

1:35:17 36:16108 839 原 一朗 ハラ カズオ 東京都

1:35:24 36:23109 837 羽鳥 周一 ハトリ シュウイチ ミツバサイクリング部 群馬県

1:35:26 36:25110 840 田中 健智 タナカ タツノリ 東京都

1:36:14 37:13111 1532 岩田 修 イワタ オサム 群馬県

1:36:32 37:31112 822 早川 慶紀 ハヤカワ ヨシノリ 埼玉県

1:36:39 37:38113 1096 佐野 俊輔 サノ シュンスケ 埼玉県

1:36:52 37:51114 257 小倉 明彦 オグラ アキヒコ ＪＦＥ―ＣＣ 神奈川県

1:37:07 38:06115 819 大久保 旭人 オオクボ アキヒト チームニルス 茨城県

1:37:07 38:06116 1268 接待 拓朗 セッタイ タクロウ たつのこサイクリング 茨城県

1:38:07 39:06117 1909 中本 好則 ナカモト ヨシノリ 栃木県

1:38:22 39:21118 252 笠井 良徳 カサイ ヨシノリ 東京都

1:38:27 39:26119 1122 黒岩 尚隆 クロイワ ナオタカ ＢｒｉｄｇｅＦｒｏｎｔ 群馬県

1:38:28 39:27120 845 平畑 栄一 ヒラハタエイイチ 東京都

1:39:53 40:52121 699 小林 正典 コバヤシ マサノリ 群馬県

1:41:54 42:53122 659 片桐 一幸 カタギリ カズユキ 群馬県

1:42:31 43:30123 823 萩原 直人 ハギワラ ナオト ｏｎｅｗａｙ 群馬県

1:42:45 43:44124 1375 小林 雄樹 コバヤシ ユウキ 東京都

1:42:58 43:57125 1528 丸山 和樹 マルヤマ カズキ イレブンサイクル 東京都

1:43:07 44:06126 841 林 直弘 ハヤシ ナオヒロ 群馬県

1:43:12 44:11127 1355 茂木 啓二郎 モテギ ケイジロウ 群馬県

1:43:16 44:15128 827 山本 祥大 ヤマモト ヨシヒロ 箕郷のポン 群馬県

1:44:10 45:09129 1347 松山 弘世 マツヤマ ヒロヨ 東京都
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1:44:17 45:16130 1054 木村 努 キムラ ツトム 群馬県

1:44:58 45:57131 1952 斉藤 昭敏 サイトウ アキトシ 要クラブ 東京都

1:45:40 46:39132 811 松本 芳朗 マツモト ヨシロウ べるえき 群馬県

1:45:53 46:52133 1263 瀬尾 恒治 セオ ツネハル クリフエッジ 群馬県

1:46:09 47:08134 1535 井口 智庸 イノクチ トモノブ 埼玉県

1:46:47 47:46135 1539 新井 将丈 アライ マサトモ 千葉県

1:47:46 48:45136 1529 福地 翔介 フクチ ヨウスケ ＧＲＢＯ 群馬県

1:47:47 48:46137 1265 藤原 大輔 フジワラ ダイスケ ＪＩＮＴＥＣ 埼玉県

1:48:21 49:20138 1367 飯ケ谷 悟 イイガヤ サトル 明星自転車倶楽部 東京都

1:48:26 49:25139 1123 岡 了平 オカ リョウヘイ 平日温泉ライダース 東京都

1:48:28 49:27140 825 高橋 浩二 タカハシ コウジ 群馬県

1:49:46 50:45141 96 小彼 靖弘 オガノ ヤスヒロ 埼玉県

1:51:31 52:30142 1126 田島 徹也 タジマ テツヤ ミツバサイクリング部 栃木県

1:52:08 53:07143 1530 髙橋 伸一 タカハシ シンイチ 群馬県

1:52:23 53:22144 1807 小野沢 達 オノザワ トオル 水瀬家とメジロ家の主治医 群馬県

1:52:29 53:28145 1527 静野 真二 シズノ シンジ 群馬県

1:52:39 53:38146 1260 伊藤 禎朗 イトウ サダオ 千葉県

1:52:56 53:55147 1541 渡邉 寛 ワタナベ ヒロシ 群馬県

1:54:13 55:12148 1262 三上 洋範 ミカミ ヒロノリ 神奈川県

1:54:15 55:14149 1374 長澤 健一 ナガサワ ケンイチ 東京都

1:54:22 55:21150 842 藤井 啓貴 フジイ ヒロキ ＬＩＯＮ 神奈川県

1:54:28 55:27151 1908 青塚 伸孝 アオツカ ノブタカ 茨城県

1:54:47 55:46152 1980 長塚 敬秀 ナガツカ タカヒデ キノコサイクル 茨城県

1:54:51 55:50153 654 渡辺 寛之 ワタナベ ヒロユキ 群馬県

1:55:03 56:02154 820 小林 祐介 コバヤシ ユウスケ ＦｉｒｅＷｈｅｅｌｓ 群馬県

1:55:26 56:25155 1770 亀井 洋明 カメイ ヒロアキ 自衛隊 群馬県

1:56:14 57:13156 1092 山口 正聡 ヤマグチ マサトシ 神奈川県

1:56:40 57:39157 1125 福嶋 利仁 フクシマ トシヒト ＳＥＯ８２１４ 千葉県

1:56:43 57:42158 808 有岡 賢太郎 アリオカ ケンタロ はなもげら 埼玉県

1:57:00 57:59159 1371 寺岡 靖浩 テラオカ ヤスヒロ ＠ＴＡＣＫ 群馬県

1:57:37 58:36160 1740 大崎 剛 オオサキ タケシ 東京都

1:57:53 58:52161 1376 坂田 泰昭 サカタ ヤスアキ 群馬県

1:58:16 59:15162 1524 寺岡 雅基 テラオカ マサキ ＴＥＡＭ１ 群馬県

1:58:38 59:37163 1526 土屋 清 ツチヤ キヨシ ＢＳＮ 埼玉県

1:59:11 60:10164 1120 相澤 宏仁 アイザワ コウジ 埼玉県

1:59:14 60:13165 1741 飯塚 芳隆 イイヅカ ヨシタカ 群馬県

1:59:36 60:35166 1370 佐藤 健 サトウ タケシ 群馬県

2:00:12 61:11167 1443 松島 聡 マツシマ サトシ 東京都

2:01:55 62:54168 814 茂木 利昭 モギ トシアキ ＣＯ２ｂｉｃｙｃｌｅ 群馬県

2:05:19 66:18169 818 森戸 和博 モリト カズヒロ 正田フーズ 群馬県

2:05:38 66:37170 828 酒井 俊明 サカイ トシアキ 埼玉県

2:07:57 68:56171 1811 町田 知彰 マチダ トモアキ ロドスタ群馬県民会自転車部 群馬県

2:08:20 69:19172 1809 松田 雄一 マツダ ユウイチ 千葉県
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Result  一般男子C 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

2:09:01 70:00173 1709 篠原 勝 シノハラ マサル 群馬県

2:09:34 70:33174 1366 奥平 宏之 オクダイラ ヒロユ 千葉県

2:11:01 72:00175 1536 勅使川原 政則 テシガワラ マサノ 群馬県

2:11:02 72:01176 1977 石崎 智英 イシザキ トモヒデ 埼玉県

2:12:17 73:16177 510 丸山 純平 マルヤマ ジュンペ 神奈川県

2:13:04 74:03178 1692 水上 丈広 ミズカミ タケヒロ 埼玉県

2:14:07 75:06179 1810 田村 大輔 タムラ ダイスケ 群馬県

2:14:38 75:37180 1523 坂本 晃一 サカモト コウイチ 東京都

2:15:28 76:27181 1534 田村 美好 タムラ ミヨシ 群馬県

2:17:24 78:23182 1369 太田 甲吉 オオタ コウキチ 埼玉県

2:19:36 80:35183 1522 村田 健二 ムラタ ケンジ 群馬県

2:21:47 82:46184 1538 長嶋 輝明 ナガシマ テルアキ 群馬県

2:23:15 84:14185 1726 堀田 敦史 ホッタ アツシ タカナシ乳業株式会社 群馬県

2:26:15 87:14186 1055 瀧川 博史 タキカワ ヒロシ ＤＡＩＺＯ 埼玉県

2:26:35 87:34187 1543 西畑 英幸 ニシハタ ヒデユキ 埼玉県

2:26:38 87:37188 1981 小澤 徹寛 オザワ テツノリ 埼玉県

2:27:28 88:27189 1943 竹長 伸隆 タケナガ ノブタカ むささび 神奈川県

2:30:34 91:33190 824 木下 順矢 キノシタ ジュンヤ ＣＯ２ｂｉｃｙｃｌｅ 群馬県

2:30:36 91:35191 834 鬼形 明浩 オニカタ アキヒロ ＣＯ２ｂｉｃｙｃｌｅ 群馬県

2:34:22 95:21192 1542 前田 充孝 マエダ ミツタカ 埼玉県

2:38:15 99:14193 1520 江原 巨征 エバラ ナオユキ 千葉県

2:46:40 107:39194 1978 青木 孝之 アオキ タカシ 群馬県
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