
Result  エキスパート男子　グロス 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 7:06:56

0:56:11 0:001 8 三浦 将吾 ミウラ ショウゴ グランペール 神奈川県

0:56:13 0:022 3 林 直志 ハヤシ ナオユキ 天照／ＥＭＵ 埼玉県

0:56:14 0:033 4 高橋 良太 タカハシ リョウタ ＣＯＷＧＵＭＭＡ 群馬県

0:56:15 0:044 17 戸田 秀敏 トダ ヒデトシ 神奈川県

0:57:19 1:085 11 宮城 嗣秀 ミヤギ ツグヒデ 天照 埼玉県

0:57:21 1:106 18 齋藤 慶之 サイトウ ヨシユキ 神奈川県

0:57:28 1:177 2 谷古宇 俊典 ヤコウ トシノリ 天照ＣＳＴ 埼玉県

0:58:10 1:598 21 土肥 桂介 トヒ ケイスケ 天照 埼玉県

0:58:11 2:009 7 大島 浩明 オオシマ ヒロアキ グランペール山岳大隊 東京都

0:59:23 3:1210 25 渡辺 竜生 ワタナベ リュウキ ＣＯＷＧＵＭＭＡ 埼玉県

0:59:24 3:1311 16 井浦 優太朗 イウラ ユウタロウ てくてく 埼玉県

1:00:07 3:5612 6 小川 剛慶 オガワ ヨシノブ 栃木県

1:01:01 4:5013 1 水村 健大 ミズムラ ケンタ ＣＯＷ　ＧＵＭＭＡ 東京都

1:01:26 5:1514 41 中島 淳志 ナカシマ アツシ たて輪 埼玉県

1:02:08 5:5715 20 宮本 賢一 ミヤモト ケンイチ Ｍｏｎｔ　ｅｔ　Ｌａｃ 栃木県

1:03:56 7:4516 9 三上 倫生 ミカミ トモキ 寺の息子 東京都

1:04:14 8:0317 14 前田 篤史 マエダ アツシ 群馬県

1:04:54 8:4318 22 齊藤 雅仁 サイトウ マサヒト ストラバいいね 秋田県

1:06:39 10:2819 26 中山 豊和 ナカヤマ トヨカズ 茨城県

1:07:44 11:3320 40 郷司 飛馬 ゴウジ ヒウマ まいぺーす 神奈川県

1:07:53 11:4221 28 志村 大介 シムラ ダイスケ たまキャン 神奈川県

1:12:06 15:5522 32 手塚 喜史 テツカ ヨシフミ ＨＡＣＨＩＢＡＮ 栃木県

1:12:28 16:1723 24 武藤 正樹 ムトウ マサキ ＯＫＫＤ 埼玉県

1:13:01 16:5024 37 侭田 光広 ママダ ミツヒロ ＭＢＣ／ＥＭＵ 東京都

1:13:46 17:3525 27 生水 康仁 ショウズ コウジ 前橋市 群馬県

1:13:56 17:4526 29 島山 正敏 シマヤマ マサトシ 埼玉県

1:19:10 22:5927 33 木村 康嗣 キムラ ヤスツグ 神奈川県

1:19:25 23:1428 30 山口 世奈 ヤマグチ セナ ＴＲＣパナマ 群馬県

1:20:07 23:5629 36 本田 峻大 ホンダ シュンタ ＩＳＤジャイアンクラブ 東京都

1:20:29 24:1830 48 両部 桂一 リョウベ ケイイチ オッティモ 千葉県

1:21:08 24:5731 38 小野 太 オノ フトシ 太平山エンゼルス 栃木県

1:22:12 26:0132 46 諸田 展明 モロタ ノブアキ パワーキッズ 群馬県

1:22:20 26:0933 49 室井 利寛 ムロイ トシヒロ オンザロード 茨城県

1:22:25 26:1434 54 上野 康則 ウエノ ヤスノリ 埼玉県

1:25:08 28:5735 34 木村 俊 キムラ シュン 東京都

1:32:07 35:5636 47 山崎 敏一 ヤマザキ トシカズ ＰＬＵＳ　ＵＬＴＲＡ 埼玉県

1:32:35 36:2437 43 西澤 和旗 ニシザワ カズキ 神奈川県

1:32:42 36:3138 56 木村 友希 キムラ ユウキ 千葉県

1:33:08 36:5739 31 植松 浩介 ウエマツ ヒロスケ 髪人 群馬県

1:33:25 37:1440 45 河合 博一 カワイ ヒロカズ 千葉県

1:36:41 40:3041 58 立川 久夫 タチカワ ヒサオ 三重県

1:37:29 41:1842 64 ＳＯ ＰＯＮＧ　ＹＩＮ ソー ボンイン 東京都

1:40:02 43:5143 50 丹野 虎士己 タンノ コオキ 埼玉県
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Result  エキスパート男子　グロス 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 7:06:56

1:44:47 48:3644 59 田代 秀幸 タシロ ヒデユキ 東京都

1:48:25 52:1445 61 伊藤 雅明 イトウ マサアキ 埼玉県

1:50:02 53:5146 42 三井 透 ミツイ トオル むささび 東京都

1:52:11 56:0047 35 田畑 智史 タバタ サトシ 埼玉県

1:58:08 61:5748 57 小川 誠 オガワ マコト 群馬県

2:01:11 65:0049 51 鈴木 克美 スズキ カツミ 茨城県

2:03:24 67:1350 52 小貫 智太郎 オヌキ トモタロウ フェアデヘルデ 群馬県

2:12:04 75:5351 15 中森 晃太郎 ナカモリ コウタロ ＭＩＶＲＯ 東京都

2:45:07 108:5652 55 栗原 弘一 クリハラ コウイチ チーム小暮 群馬県

2:49:17 113:0653 62 猪熊 恵三 イノクマ ケイゾウ 株式会社ヨコオ 群馬県
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