
Result  一般男子D 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

0:58:55 0:001 97 佐藤 浩行 サトウ ヒロユキ Ｇｒｅｅｅｎ　Ｌｉｇｈｔｓ 群馬県

0:59:04 0:092 78 中瀬 雄介 ナカセ ユウスケ ＥＭＵ／バイシクルフェロー 神奈川県

1:00:04 1:093 98 井口 亮 イグチ リョウ 雑兵 神奈川県

1:00:27 1:324 114 杉原 亮太 スギハラ リョウタ ＭＩＶＲＯ 群馬県

1:01:19 2:245 177 杉本 健 スギモト ケン スイミー 東京都

1:02:02 3:076 108 高田 誠 タカダ マコト ＣＯＷＧＵＭＭＡ 群馬県

1:02:37 3:427 125 村上 雅史 ムラカミ マサフミ 群馬県

1:03:26 4:318 137 中島 由裕 ナカシマ ヨシヒロ 千葉県

1:03:44 4:499 138 大数加 光治 オオスカ コウジ 東京大学整形外科 東京都

1:03:55 5:0010 109 森本 誠児 モリモト セイジ ＳＷ２３０ 山梨県

1:03:59 5:0411 190 小玉 喜照 コダマ ヨシテル ブンブンサイクリング 埼玉県

1:04:17 5:2212 136 田村 元厚 タムラ ユキアツ 東京都

1:05:05 6:1013 99 丹生谷 光章 ニュウノヤ ミツアキ 愛媛県

1:05:29 6:3414 139 鶴島 信行 ツルシマ ノブユキ Ｌｅｓ　Ｂａｎｄｉｔｓ 東京都

1:05:39 6:4415 191 斉藤 渉 サイトウ ワタル 埼玉県

1:06:03 7:0816 207 鮎川 裕一 アユカワ ユウイチ ＫＰＲＢ 千葉県

1:06:05 7:1017 198 竹谷 好広 タケタニ ヨシヒロ Ｌｅｓ　Ｂａｎｄｉｔｓ 埼玉県

1:06:20 7:2518 203 小暮 智和 コグレ トモカズ Ｌ‘ｏｔｔｉｍｏ 埼玉県

1:06:48 7:5319 176 千野 崇 チノ タカシ 東京都

1:06:57 8:0220 277 関根 信治 セキネ シンジ トライドバイシクル 群馬県

1:06:57 8:0221 220 和知 大介 ワチ ダイスケ Ｈｏｎｄａ栃木 栃木県

1:07:34 8:3922 273 小田原 毅 オダワラ ツヨシ 長野県

1:07:46 8:5123 213 千葉 直彦 チバ ナオヒコ 髪人 群馬県

1:08:17 9:2224 178 浅野 功一 アサノ コウイチ 埼玉県

1:09:01 10:0625 212 山岸 正範 ヤマギシ マサノリ 群馬県

1:09:43 10:4826 275 二瓶 剛 ニヘイ タケシ Ｌｅｓ　Ｂａｎｄｉｔｓ 埼玉県

1:09:55 11:0027 545 中山 敦 ナカヤマ アツシ ＳＢＴＭ 茨城県

1:10:16 11:2128 175 堀川 範幸 ホリカワ ノリユキ ｓｈｅｇ 埼玉県

1:11:23 12:2829 322 草野 伸行 クサノ ノブユキ ＶＯＲＴＥＸ６３４ 埼玉県

1:11:29 12:3430 311 村尾 オスカル ムラオ オスカル 群馬県

1:11:34 12:3931 537 神宮 則由 ジングウ ノリヨシ βーｅｎｄｏｒｐｈｉｎ 群馬県

1:11:52 12:5732 320 石榑 毅 イシグレ ツヨシ ＣＯＷ　ＧＵＭＭＡ 群馬県

1:12:12 13:1733 204 土屋 仁 ツチヤ ヒトシ 東京都

1:12:44 13:4934 886 寺村 英雄 テラムラ ヒデオ ピータンレーシング 長野県

1:12:44 13:4935 328 関口 英樹 セキグチ ヒデキ 埼玉県

1:12:45 13:5036 274 相川 道 アイカワ トオル 群馬県

1:13:05 14:1037 124 浜名 哲也 ハマナ テツヤ ビーワークスレーシング 東京都

1:14:13 15:1838 272 本間 純也 ホンマ ジュンヤ ＣＯ２ｂｉｃｙｃｌｅ 群馬県

1:14:28 15:3339 321 新井 正則 アライ マサノリ 埼玉県

1:14:45 15:5040 892 森 智嗣 モリ トモツグ 群馬県

1:15:45 16:5041 403 竹内 直樹 タケウチ ナオキ ビーエムバス 群馬県

1:15:51 16:5642 1292 金井 健二 カナイ ケンジ 神奈川県

1:15:52 16:5743 210 齋藤 泰二 サイトウ タイジ ３Ｋ 埼玉県

Page: 1 / 72022/10/5 16:53:39  Time Recording by Koei-EC 



Result  一般男子D 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

1:15:52 16:5744 401 長尾 知宏 ナガオ トモヒロ Ｈｏｎｄａ栃木 栃木県

1:16:21 17:2645 629 高野 篤 タカノ アツシ サイクリングクラブボンネビル 群馬県

1:16:35 17:4046 389 土谷 祐行 ツチヤ ヒロユキ Ｃトラ 埼玉県

1:16:57 18:0247 544 合沢 直晃 ゴウサワ ナオアキ 埼玉県

1:17:29 18:3448 871 安井 有介 ヤスイ ユウスケ ５５５サークル 埼玉県

1:18:32 19:3749 548 小山田 優 オヤマダ マサル ＣＡＣ　チームＭ 千葉県

1:18:37 19:4250 552 新田 光勇 ニッタ ミツタケ 埼玉県

1:18:42 19:4751 271 古賀 琢人 コガ タクヒト どん丸 群馬県

1:18:47 19:5252 536 吉村 武司 ヨシムラ タケシ ＴＡＫＥ　ＷＯＲＫＳ 神奈川県

1:19:11 20:1653 551 伊東 謙介 イトウ ケンスケ 埼玉県

1:19:25 20:3054 542 山田 和成 ヤマダ カズナリ 神奈川県

1:19:25 20:3055 398 福原 有三 フクハラ ユウゾウ 埼玉県

1:19:52 20:5756 538 柴木 史行 シバキ フミユキ 群馬県

1:19:54 20:5957 866 大橋 興 オオハシ コウ 東京都

1:20:16 21:2158 626 武藤 裕 ムトウ ユウ リベルタス 栃木県

1:20:23 21:2859 543 森本 裕司 モリモト ユウジ 埼玉県

1:20:29 21:3460 532 箕浦 良治 ミノウラ ヨシハル チームクソムシ 新潟県

1:20:34 21:3961 391 石川 修 イシカワ オサム ＭＡＴＴＩＮＯ 東京都

1:20:41 21:4662 854 斎藤 孝弘 サイトウ タカヒロ 新潟県

1:20:44 21:4963 461 石井 克彦 イシイ カツヒコ イシイ建築 群馬県

1:20:57 22:0264 850 板坂 雅彦 イタサカ マサヒコ 夕霧峠サイクリングクラブ 石川県

1:21:01 22:0665 662 一成 鈴木 スズキ カズナリ ＶＯＲＴＥＸ６３４ 埼玉県

1:21:18 22:2366 1139 小林 正樹 コバヤシ マサキ 埼玉県

1:21:36 22:4167 396 真下 昌久 マシモ アキヒサ 髪人 群馬県

1:21:56 23:0168 864 水越 栄司 ミズコシ エイジ 栃木県

1:22:04 23:0969 460 長島 友幸 ナガシマ トモユキ 埼玉県

1:22:16 23:2170 1826 生田目 恵 ナマタメ メグミ 栃木県

1:22:23 23:2871 553 青葉 宏行 アオバ ヒロユキ みんくる千住 埼玉県

1:22:24 23:2972 1038 若原 浩 ワカハラ ヒロシ Ｎａｓｕ　Ｆａｎ　Ｃｌｕｂ 埼玉県

1:22:26 23:3173 1290 野村 拓哉 ノムラ タクヤ 栃木県

1:22:28 23:3374 443 宮川 奨 ミヤカワ ススム 群馬県

1:22:30 23:3575 529 田沢 恭彦 タザワ ヤスヒコ 群馬県

1:22:51 23:5676 1552 田中 元大 タナカ モトヒロ 長野県

1:22:52 23:5777 452 野口 壮司 ノグチ ソウジ 埼玉県

1:22:57 24:0278 1270 井上 順二 イノウエ ジュンジ ＰＵ２ 栃木県

1:23:05 24:1079 640 沢口 光一 サワグチ コウイチ ＴＥＡＭ　ＪＥＴＳ 群馬県

1:23:21 24:2680 540 今井 幸範 イマイ ユキノリ 群馬県

1:23:27 24:3281 390 長谷川 誠 ハセガワ マコト ＳＹ－Ｎａｋ雪山組 神奈川県

1:23:31 24:3682 849 津井 信一郎 ツイ シンイチロウ 東京都

1:24:01 25:0683 449 岡島 渉 オカジマ ワタル ＫＲＴ 群馬県

1:24:10 25:1584 392 井狩 智久 イカリ トモヒサ Ｈｏｒｓｃａｔｅｇｏｒｉｅ 神奈川県

1:24:24 25:2985 402 藤崎 弘勝 フジサキ ヒロカツ 栃木県

1:24:31 25:3686 554 五味 和仁 ゴミ カズヒト 埼玉県
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1:24:55 26:0087 1378 天野 崇 アマノ タカシ βーエンドルフィン 群馬県

1:25:04 26:0988 1147 嵩原 將志 タケハラ マサシ 群馬県

1:25:20 26:2589 885 松島 祐治 マツシマ ユウジ 松島ミート株式会社 埼玉県

1:25:59 27:0490 704 加藤 伸悟 カトウ シンゴ 栃木県

1:25:59 27:0491 1574 釣田 竜也 ツリタ タツヤ ダンシング４０プラス 茨城県

1:26:22 27:2792 278 吉井 俊博 ヨシイ トシヒロ 群馬県

1:26:22 27:2793 852 坂口 孝太郎 サカグチ コウタロウ Ｌｉｏｎ 神奈川県

1:26:38 27:4394 1556 渡邉 哲生 ワタナベ テツオ 福島県

1:26:40 27:4595 1059 吉成 幹記 ヨシナリ モトキ 埼玉県

1:26:44 27:4996 531 石田 修一 イシダ シュウイチ ＠９９ＲＩＤＥＲ 千葉県

1:26:54 27:5997 861 大藤 将人 オオフジ マサト 群馬県

1:27:14 28:1998 1573 武井 大樹 タケイ ダイキ 東京都

1:27:49 28:5499 394 齊藤 信浩 サイトウ ノブヒロ ＢＴＳＪ春日部 埼玉県

1:28:06 29:11100 1783 井上 孝司 イノウエ コウジ 群馬県

1:28:09 29:14101 661 奈良瀬 勝弘 ナラセ カツヒロ 埼玉県

1:28:28 29:33102 1564 井上 大輔 イノウエ ダイスケ シクロクラブ 埼玉県

1:28:28 29:33103 1149 石川 祥三 イシカワ ショウゾウ 千葉県

1:28:49 29:54104 1385 為谷 欣伸 タメガイ ヨシノブ ネッツトヨタ群馬 群馬県

1:28:49 29:54105 1144 上之原 義朗 ウエノハラ ヨシロウ ＳＡＬＵＴＥＰｒｏｊｅｃｔ 埼玉県

1:28:50 29:55106 270 田口 紀昭 タグチ ノリアキ 埼玉県

1:28:52 29:57107 875 今井 優輝 イマイ ユウキ 神奈川県

1:28:52 29:57108 556 上野 雅史 ウエノ マサシ 栃木県

1:29:09 30:14109 530 小野瀬 淳也 オノセ ジュンヤ ｔｅａｍやるで～ 栃木県

1:29:30 30:35110 539 小竹 宏志 コタケ ヒロシ 神奈川県

1:29:31 30:36111 535 内藤 頼光 ナイトウ ヨリミツ 埼玉県

1:29:34 30:39112 622 須永 嘉人 スナガ ヨシト ｓｋｃｃ 群馬県

1:29:48 30:53113 1274 小野木 孝 オノギ タカシ 千葉県

1:30:01 31:06114 867 森鳰 哲吏 モリニブ サトシ 西片ペダル 群馬県

1:30:08 31:13115 1919 髙山 洋一 タカヤマ ヨウイチ 埼玉県

1:30:08 31:13116 848 西牟田 浩伸 ニシムタ ヒロノブ 埼玉県

1:30:23 31:28117 1286 小原 航洋 オバラ コウヨウ 東京都

1:30:49 31:54118 862 荒井 祐一 アライ ユウイチ 茨城県

1:31:00 32:05119 534 茂原 正臣 シゲハラ マサオミ ユニテックＲＣ 群馬県

1:31:39 32:44120 1387 小林 優一 コバヤシ ユウイチ 小林設計事務所 群馬県

1:31:39 32:44121 546 山口 直樹 ヤマグチ ナオキ ＥＭＵ　ＳＰＥＥＤ　ＣＬＵＢ 東京都

1:31:52 32:57122 1982 松本 成敏 マツモト シゲトシ 群馬県

1:31:59 33:04123 1430 成島 誠 ナルシマ マコト 茨城県

1:32:18 33:23124 712 中島 孝敏 ナカジマ タカトシ ３Ｋ 群馬県

1:32:37 33:42125 558 城本 忠司 シロモト タダシ 岐阜県

1:33:18 34:23126 1142 一瀬 正樹 イチノセ マサキ 埼玉県

1:33:27 34:32127 1832 名執 太郎 ナトリ タロウ 彩の国ＪＥＣ 埼玉県

1:33:30 34:35128 878 深澤 久夫 フカサワ ヒサオ チーム大和 群馬県

1:33:36 34:41129 888 代永 隆士 ヨナガ タカシ ＫＰＲＢ 茨城県
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1:34:04 35:09130 857 齋藤 洋一郎 サイトウ ヨウイチロウ 群馬県

1:34:14 35:19131 877 原 英樹 ハラ ヒデキ ＴＥＡＭ山登 東京都

1:34:27 35:32132 1711 星 智徳 ホシ トモノリ 東毛フレンズ 群馬県

1:35:00 36:05133 1569 鈴木 雄一郎 スズキ ユウイチロウ 秘密結社チャリンコドランカー 群馬県

1:35:12 36:17134 872 浜名 政行 ハマナ マサユキ 群馬県

1:35:47 36:52135 893 小玉 毅彦 コダマ タケヒコ ＣｉｔｒｉｃＡｃｉｄ 群馬県

1:36:17 37:22136 1913 今井 雅弘 イマイ マサヒロ 中川工業 愛知県

1:36:42 37:47137 1287 丸田 典孝 マルタ ノリタカ 群馬県

1:36:44 37:49138 853 三浦 将之 ミウラ マサユキ 千葉県

1:36:47 37:52139 1276 田村 友邦 タムラ トモクニ ＤＯＨＶ 群馬県

1:37:01 38:06140 1129 武笠 友亮 ムカサ ユウスケ 群馬県

1:37:06 38:11141 628 松本 直樹 マツモト ナオキ ユニテックＲＣ 群馬県

1:37:18 38:23142 1131 横山 元 ヨコヤマ モト 株式会社長竹材木店 埼玉県

1:37:23 38:28143 276 川嶌 和明 カワシマ カズアキ ナマズプラストチギ 埼玉県

1:37:46 38:51144 1578 野口 裕之 ノグチ ヒロユキ 弾丸 埼玉県

1:37:56 39:01145 887 中村 大介 ナカムラ ダイスケ 高崎トライアスロン 群馬県

1:38:07 39:12146 1545 石塚 郁洋 イシヅカ イクヒロ 株式会社地道 埼玉県

1:38:40 39:45147 894 北田 正樹 キタダマサキ 群馬県

1:38:46 39:51148 541 清水 正人 シミズ マサヒト アイフィールド 群馬県

1:38:48 39:53149 1554 林 隆二 ハヤシ リュウジ 群馬県

1:39:06 40:11150 1130 ローリー イア ローリー イアン 東京都

1:39:17 40:22151 1291 鈴木 正志 スズキ マサシ 栃木県

1:39:18 40:23152 1150 山﨑 好古 ヤマサキ ヨシフル 群馬県

1:39:40 40:45153 1143 小鹿野 健一 オガノ ケンイチ ＳＡＬＵＴＥ　ｐｒｏｊｅｃｔ 埼玉県

1:40:00 41:05154 399 金子 利幸 カネコ トシユキ 群馬県

1:40:06 41:11155 1383 齋藤 利博 サイトウ トシヒロ あゆむ山の会 埼玉県

1:40:10 41:15156 1269 岩井 啓人 イワイ ヒロト ＥＲＢＲＥＣＨＥＮ　ＴＴＭ 千葉県

1:40:14 41:19157 876 森 正伸 モリ マサノブ シクロクラブ 埼玉県

1:40:31 41:36158 851 青木 稔 アオキ ミノル 埼玉県

1:40:57 42:02159 1134 久保 仁 クボ ジン 埼玉県

1:41:18 42:23160 404 熊崎 忠 クマザキ タダシ 東京都

1:41:21 42:26161 1289 武田 敬次 タケダ ケイジ 群馬県

1:41:33 42:38162 1773 長岡 宏暢 ナガオカ ヒロノブ 桐生青果 群馬県

1:42:09 43:14163 1140 眞野 清 マノ キヨシ ぺぺローニしんせき 群馬県

1:42:27 43:32164 1382 中島 洋幸 ナカジマ ヒロユキ 神奈川県

1:42:31 43:36165 1388 伊能 篤史 イヨク アツシ 群馬県

1:42:48 43:53166 1146 西口 哲弥 ニシグチ テツヤ 左岸会 東京都

1:43:00 44:05167 860 荒川 圭司 アラカワ ケイジ 群馬県

1:43:21 44:26168 1817 西田 剛市 ニシダ コウイチ ＯＴＴＯ 埼玉県

1:43:23 44:28169 1915 森 正平 モリ ショウヘイ 東京都

1:43:37 44:42170 1576 飯泉 博之 イイズミ ヒロユキ 茨城県

1:43:38 44:43171 1282 下境 剛 シモサカイ タケシ 群馬県

1:43:45 44:50172 1380 高草木 豊 タカクサギ ユタカ ＭＴＢで登るよ！ 群馬県
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Result  一般男子D 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

1:44:01 45:06173 1099 隈部 敏隆 クマベ トシタカ 神奈川県

1:44:02 45:07174 1577 佐藤 博之 サトウ ヒロユキ 茨城県

1:44:14 45:19175 1148 須藤 淳 ストウ アツシ 群馬県

1:44:18 45:23176 1145 岩城 辰也 イワキ タツヤ 手賀沼自転車倶楽部 埼玉県

1:44:24 45:29177 1100 小林 史明 コバヤシ フミアキ 桐生走ろう会 栃木県

1:45:03 46:08178 1278 柴田 真寿男 シバタ マスオ 群馬県

1:45:09 46:14179 1983 野澤 元 ノザワ ハジメ 栃木県

1:45:19 46:24180 1280 杉田 英隆 スギタ ヒデタカ 富山県

1:46:06 47:11181 1283 寺内 勝彦 テラウチ カツヒコ 群馬県

1:46:25 47:30182 868 荒木 貴俊 アラキ タカトシ 群馬県

1:46:27 47:32183 1917 渡辺 昭 ワタナベ アキラ 埼玉県

1:46:28 47:33184 1128 関口 貴久 セキグチ タカヒサ フェアデヘルデ 群馬県

1:46:29 47:34185 1136 北爪 範之 キタヅメ ノリユキ ＯＲＥＴＡＣＨＩ 群馬県

1:47:40 48:45186 1953 岩井 誠 イワイ マコト 埼玉県

1:48:34 49:39187 890 越川 博俊 コシカワ ヒロトシ 埼玉県

1:48:35 49:40188 1273 大沢 貴志 オオサワ タカシ ｄｅｌｉｇｈｔｂｉｋｅ 群馬県

1:49:29 50:34189 1033 湯本 浩望 ユモト ヒロミ 群馬県

1:49:33 50:38190 1572 岡田 賢 オカダ ケン 茨城県

1:49:45 50:50191 711 田島 道哉 タジマ ミチヤ 埼玉県

1:49:48 50:53192 889 丹伊田 暁功 ニイダ トキノリ アルプスアルパイン 福島県

1:50:19 51:24193 1566 相島 和幸 アイジマ カズユキ 群馬県

1:50:42 51:47194 847 黒澤 武広 クロサワ タケヒロ サムライズ 東京都

1:50:59 52:04195 1921 蜂巣 博幸 ハチス ヒロユキ 群馬県

1:51:09 52:14196 1272 蟹江 範卓 カニエ ノリタカ ノバルティス 茨城県

1:51:31 52:36197 1828 中野 健一 ナカノ ケンイチ トライドバイシクル 群馬県

1:51:34 52:39198 1744 塚越 篤 ツカゴシ アツシ ロドスタ群馬県民会自転車部 群馬県

1:51:42 52:47199 1570 新堀 一志 ニイボリ カズシ 茨城県

1:51:59 53:04200 1553 後藤 清 ゴトウ キヨシ トライドバイシクル 群馬県

1:52:01 53:06201 1138 近藤 真 コンドウ マコト ＴＥＡＭいつのみ 群馬県

1:52:09 53:14202 1833 佐藤 剛史 サトウ タカシ 千葉県

1:52:09 53:14203 1285 杉山 吉信 スギヤマ ヨシノブ 東京都

1:52:13 53:18204 1701 和地 義光 ワチ ヨシミツ 群馬県

1:52:40 53:45205 846 中島 慶一 ナカジマ ケイイチ 群馬県

1:53:20 54:25206 1742 松下 和也 マツシタ カズヤ イエローキャット 群馬県

1:53:52 54:57207 880 高梨 晃伸 タカナシ テルノブ 東京都

1:54:29 55:34208 1141 余吾 茂俊 ヨゴ シゲトシ 埼玉県

1:54:30 55:35209 1816 關 宏徳 セキ ヒロノリ じゃんがりあんハム筋部 埼玉県

1:54:37 55:42210 1824 飯塚 隆一 イイツカ リュウイチ 茨城県

1:54:45 55:50211 1563 大衛 晃 オオエ アキラ ＳＫＯＴ 群馬県

1:55:22 56:27212 1689 山口 竜 ヤマグチ リュウ 会社員 埼玉県

1:55:31 56:36213 1922 小田 幸雄 オダ ユキオ 東京都

1:55:39 56:44214 1348 田辺 篤史 タナベ アツシ 栃木県

1:56:02 57:07215 1271 野中 秀樹 ノナカ ヒデキ 坂バカ日誌 群馬県
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Result  一般男子D 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

1:56:13 57:18216 1381 伊藤 充 イトウ ミツル 群馬県

1:56:50 57:55217 1275 星野 和昭 ホシノ カズアキ 千葉県

1:57:37 58:42218 1279 森戸 浩行 モリト ヒロユキ チーム天神／藤倉化成 栃木県

1:57:37 58:42219 1386 田島 務 タジマ ツトム 埼玉県

1:57:48 58:53220 1918 尚樹 加藤 ナオキ カトウ なし 埼玉県

1:58:03 59:08221 1350 武藤 正則 ムトウ マサノリ 埼玉県

1:58:30 59:35222 1058 本間 寛玄 ホンマ ヒロハル ＮＩＣＯ－ＯＺ 群馬県

1:59:52 60:57223 865 松島 利幸 マツシマ トシユキ 松島ミート株式会社 埼玉県

2:00:21 61:26224 1133 女屋 努 オナヤ ツトム ＥＶＥＲＧＲＥＥＮ 群馬県

2:00:33 61:38225 858 大橋 恭一 オオハシ キョウイチ ＲＣ　ＨＯＢＯ 栃木県

2:01:32 62:37226 1057 前原 克利 マエハラ カツトシ ＧＵＮＫＥＮ－Ｒ 群馬県

2:01:35 62:40227 1239 原口 智弥 ハラグチ トモヤ 群馬県

2:03:42 64:47228 1431 伊藤 由典 イトウ ヨシノリ 群馬県

2:04:16 65:21229 1560 斉藤 昇幸 サイトウ ノブユキ 秘密結社チャリンコドランカー 群馬県

2:05:23 66:28230 1710 阿久津 晃 アクツ アキラ ｉｋｄ 群馬県

2:06:49 67:54231 1743 加藤 修平 カトウ シュウヘイ 群馬県

2:07:08 68:13232 1548 小暮 正太郎 コグレ ショウタロウ 埼玉県

2:07:38 68:43233 859 植木 利宏 ウエキ トシヒロ ＲＣ　ＨＯＢＯ 栃木県

2:07:56 69:01234 1562 飯塚 敏宏 イイヅカ トシヒロ ニワトリトレック 群馬県

2:08:29 69:34235 1916 小森谷 岳 コモリヤ タケシ 茨城県

2:09:53 70:58236 126 佐々木 義和 ササキ ヨシカズ 東京都

2:10:20 71:25237 1132 塚越 友和 ツカゴシ トモカズ 群馬県

2:11:03 72:08238 1135 粟野 哲史 アワノ サトシ ちゃり蔵 茨城県

2:11:52 72:57239 1444 廣瀬 清慈 ヒロセ キヨシゲ ぶち隊 栃木県

2:12:01 73:06240 1984 藤代 涼 フジシロ リョウ 埼玉県

2:13:06 74:11241 1912 石井 大介 イシイ ダイスケ 群馬県

2:13:14 74:19242 1880 西村 英世 ニシムラ ヒデヨ 高崎健康福祉大学 埼玉県

2:13:46 74:51243 400 眞塩 匡哉 マシオ マサヤ パナマレッズ 群馬県

2:14:56 76:01244 879 依田 勇夫 ヨダ ユウオ ＳＰＬＡＳＨ 群馬県

2:15:14 76:19245 1579 中野 宏朗 ナカノ ヒロアキ 個人 千葉県

2:15:14 76:19246 1575 吉田 尚史 ヨシダ ヒサシ 埼玉県

2:16:56 78:01247 1561 六本木 友和 ロッポンギ トモカズ ＴＥＡＭイツノミ 群馬県

2:18:59 80:04248 1955 川島 義弘 カワシマ ヨシヒロ ウィズハウス 群馬県

2:19:23 80:28249 1822 野口 博一 ノグチ ヒロカズ チーム城南 栃木県

2:19:57 81:02250 1956 赤石 信夫 アカイシ ノブオ 群馬県

2:20:48 81:53251 1558 川田 政 カワダ マサシ 東京都

2:20:49 81:54252 1823 星野 宰賢 ホシノ カミマサ 千葉県

2:21:00 82:05253 1831 伊藤 博之 イトウ ヒロユキ 彩の国ＪＥＣ松茸学園 埼玉県

2:21:01 82:06254 1549 大山 学 オオヤマ マナブ ＮＴＴドコモＣＣ 埼玉県

2:23:13 84:18255 1281 谷 忠昌 タニ タダマサ 群馬県

2:27:48 88:53256 1815 郷間 一貴 ゴウマ カズタカ 劇団員ひとり 福島県

2:30:29 91:34257 1920 黒田 具寛 クロダ トモヒロ ＮＡＭ 東京都

2:30:34 91:39258 397 柴崎 敏也 シバサキ トシヤ ＣＯ２ｂｉｃｙｃｌｅ 群馬県
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Result  一般男子D 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

2:30:46 91:51259 1568 渡辺 剛 ワタナベ ツヨシ 埼玉県

2:33:36 94:41260 1557 佐藤 章靖 サトウ アキヤス 長野県

2:33:39 94:44261 1546 今田 雄一 イマダ ユウイチ 東京都

2:35:02 96:07262 1294 村田 一久 ムラタ カズヒサ 東京都

2:35:48 96:53263 882 是澤 朗教 コレサワ アキノリ 群馬県

2:38:10 99:15264 1878 鳥居 文吾 トリイ ブンゴ 神奈川県

2:39:35 100:40265 869 秋篠 正幸 アキシノ マサユキ 群馬県

2:39:58 101:03266 1818 小林 洋介 コバヤシ ヨウスケ 埼玉県

2:48:10 109:15267 1967 中嶋 芳樹 ナカジマ ヨシキ セツビ　よっちゃん 群馬県

2:49:32 110:37268 1571 赤塚 宏史 アカツカ コウジ 群馬県

2:52:08 113:13269 1765 飯島 英明 イイジマ ヒデアキ 群馬県

2:52:45 113:50270 1284 中山 隆 ナカヤマ タカシ 群馬日野自動車（株） 群馬県

2:54:34 115:39271 1277 金子 卓司 カネコ タクジ 神奈川県

2:59:30 120:35272 1821 小坂井 利徳 コザカイ トシノリ 東京都

3:11:56 133:01273 1825 齊藤 琢磨 サイトウ タクマ チャリビーンズ 東京都
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