
Result  一般男子F 天気:晴れ  気温:21℃  湿度:60%
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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

1:06:19 0:001 142 岡田 隆司 オカダ タカシ 富山県

1:14:59 8:402 298 小野 忠 オノ タダシ パインヒルズ９０ 東京都

1:16:01 9:423 329 宍倉 隆一 シシクラ リュウイチ ＩＮＮＢＡＳＴＡＲ 千葉県

1:16:53 10:344 338 伊藤 誠 イトウ マコト ＱＣＣ 埼玉県

1:17:21 11:025 456 内川 健 ウチカワ タケシ コリーナ　ゼット 神奈川県

1:17:37 11:186 606 杉崎 隆志 スギザキ タカシ 東京都

1:17:39 11:207 446 鈴木 導 スズキ オサム 神奈川県

1:18:26 12:078 447 杉本 正寿 スギモト マサトシ まっこちゃんレーシング 秋田県

1:18:34 12:159 428 野口 清 ノグチ キヨシ 茨城県

1:20:02 13:4310 1004 松永 康生 マツナガ コウセイ たかだフレンド 神奈川県

1:20:33 14:1411 603 内田 潤 ウチダ ジュン 大福屋 東京都

1:21:00 14:4112 300 荒川 利雄 アラカワ トシオ 千葉県

1:21:34 15:1513 691 田村 尚志 タムラ ヒサシ 群馬県

1:22:12 15:5314 431 内海 晴男 ウツミ ハルオ HARP.RC 群馬県

1:22:35 16:1615 715 谷口 謙都 タニグチ ケント 埼玉県

1:22:50 16:3116 994 露木 繁 ツユキ シゲル アトリエフルーブ 東京都

1:22:58 16:3917 612 樋口 眞光 ヒグチ マサミツ 東京都

1:23:34 17:1518 627 平岩 秀夫 ヒライワ ヒデ ウイレック 福島県

1:23:48 17:2919 604 高田 昭 タカダ アキラ チームマリアローザ 東京都

1:24:07 17:4820 325 守田 敬之 モリタ ヨシユキ ＺＴＴ 東京都

1:24:15 17:5621 324 齋藤 信一 サイトウ シンイチ ＯｎｅＷａｙ 群馬県

1:24:39 18:2022 462 高橋 克和 タカハシ ヨシカズ 群馬県

1:24:49 18:3023 690 大嶽 剛 オオタケ ツヨシ クリムゾン 東京都

1:25:57 19:3824 610 蔵野 隆洋 クラノ タカヒロ リベルタス 栃木県

1:26:03 19:4425 1424 滝澤 家信 タキザワ イエノブ ＯＴＣＣ 群馬県

1:27:01 20:4226 1081 川上 幸司 カワカミ コウジ じてんしゃの杜 栃木県

1:27:50 21:3127 997 亀田 茂男 カメダ シゲオ 埼玉県

1:28:06 21:4728 689 前田 敦司 マエダ アツシ チーム・フォルツァ！ 茨城県

1:28:06 21:4729 299 斉藤 信之 サイトウ ノブユキ ノブテック 群馬県

1:28:29 22:1030 710 中沢 良一 ナカザワ リョウイチ ファーストバイシクル 埼玉県

1:29:14 22:5531 1074 箱 隆之 ハコ タカユキ チームＳＵＢ３ 神奈川県

1:29:19 23:0032 995 菊池 透 キクチ トオル なるしまフレンド 神奈川県

1:29:22 23:0333 1237 岡 裕泰 オカ ヒロヤス Ｄａｎｃｉｎｇ４０＋ 茨城県

1:31:02 24:4334 1664 小林 秀高 コバヤシ ヒデタカ 東京都

1:31:12 24:5335 1079 坂本 正樹 サカモト マサキ 上毛レーシング 群馬県

1:31:45 25:2636 1426 中林 好之 ナカバヤシ ヨシユキ 群馬県

1:32:03 25:4437 1006 新関 卓哉 ニイゼキ タクヤ 栃木県

1:32:41 26:2238 998 石川 宏行 イシカワ ヒロユキ 埼玉県

1:33:09 26:5039 1205 青山 圭介 アオヤマ ケイスケ ＴｅａｍＡＯ 群馬県

1:33:38 27:1940 601 中村 文保 ナカムラ ノリヤス 埼玉県

1:33:38 27:1941 1650 川崎 秀 カワサキ シゲル ジーシーシー自転車部 群馬県

1:33:45 27:2642 430 大塚 敏晃 オオツカ トシアキ チーム輪持久業 埼玉県

1:33:46 27:2743 632 飯田 実 イイダ ミノル 栃木県
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1:33:59 27:4044 1077 小林 賢司 コバヤシ ケンジ 群馬県

1:34:22 28:0345 731 清水 輝雄 シミズ テルオ 荒ヒル（岩淵↔︎新砂） 埼玉県

1:34:24 28:0546 692 平地 幸一 ヒラチ コウイチ ラボランナーズ 福島県

1:35:01 28:4247 693 川島 和彦 カワシマ カズヒコ TRCパナマレッズ 群馬県

1:35:03 28:4448 1082 茂木 雅裕 モキ マサヒロ ハルチャンママ 群馬県

1:35:09 28:5049 1215 井谷 幸一 イタニ コウイチ 埼玉県

1:35:17 28:5850 1216 加藤 弘 カトウ ヒロシ 栃木県

1:36:02 29:4351 1043 横田 裕一 ヨコタ ユウイチ 群馬県

1:36:06 29:4752 1080 谷 義夫 タニ ヨシオ 群馬県

1:36:26 30:0753 688 高橋 一 タカハシ マコト ＡＣＲ 埼玉県

1:36:32 30:1354 1000 須賀 勤 スガ ツトム がっちゃんず 群馬県

1:36:42 30:2355 451 横山 敏 ヨコヤマ サトシ ＴＯＰ　ＳＰＥＥＤ 福島県

1:36:47 30:2856 1197 秋山 志津男 アキヤマ シヅオ ＨＥＲＯＭ 千葉県

1:37:58 31:3957 1201 浅野 博 アサノ ヒロシ トップギア 愛知県

1:38:05 31:4658 607 戸辺 徹 トベ トオル 東京都

1:38:09 31:5059 608 高木 豊 タカギ ユタカ 桐生青果 群馬県

1:38:27 32:0860 1665 笹目 淳一 ササメ ジュンイチ 茨城県

1:38:55 32:3661 734 早戸 順一 ハヤト ジュンイチ 埼玉県

1:38:58 32:3962 1200 池田 正樹 イケダ マサキ 群馬県

1:39:25 33:0663 605 河端 幸司 カワバタ コウジ 埼玉県

1:39:38 33:1964 1661 石川 博 イシカワ ヒロシ アンタレス足利 栃木県

1:40:21 34:0265 1422 高田 賢二 タカダ ケンジ 東京都

1:40:24 34:0566 1328 須藤 欣司 ストウ キンジ WBC 群馬県

1:40:31 34:1267 1325 吉田 秀男 ヨシダ ヒデオ Ｊａｍ 群馬県

1:40:33 34:1468 1414 野口 俊治 ノグチ トシハル くすの木病院 群馬県

1:40:43 34:2469 609 町村 文彦 マチムラ フミヒコ チームたなぼ 群馬県

1:41:24 35:0570 1002 堀住 浩一 ホリズミ ヒロイチ スズパワー＆ろーたす 埼玉県

1:41:29 35:1071 1320 近藤 健 コンドウ タケシ 東京都

1:41:36 35:1772 999 小松 正 コマツ タダシ がっちゃんくん 栃木県

1:42:27 36:0873 1651 神倉 稔 カミクラ ミノル ミノムシ 群馬県

1:44:26 38:0774 1655 柳澤 彰 ヤナギサワ アキラ 群馬県

1:45:08 38:4975 1001 清水 茂 シミズ シゲル 群馬県

1:45:21 39:0276 1746 Peter Liu Peter Liu 千葉県

1:46:31 40:1277 1218 伊藤 博夫 イトウ ヒロオ 埼玉県

1:46:43 40:2478 1041 山口 峰夫 ヤマグチ ミネオ 群馬県

1:46:52 40:3379 1420 池田 和弘 イケダ カズヒロ ＯＴＣＣ 群馬県

1:47:25 41:0680 1323 舩津 智正 フナツ トモマサ 群馬アタック 群馬県

1:47:31 41:1281 602 大瀧 秀樹 オオタキ ヒデキ ナカヤマン 東京都

1:48:04 41:4582 611 明石 政巳 アカシ マサミ リベルタスクラブ 栃木県

1:48:09 41:5083 1076 岡田 幸宏 オカダ ユキヒロ 群馬県

1:48:21 42:0284 1213 村上 幸二郎 ムラカミ コウジロウ 埼玉県

1:48:21 42:0285 1436 牛久 隆 ウシク タカシ クボタ環境エンジニアリング 栃木県

1:48:36 42:1786 709 野口 治幸 ノグチ ハルユキ 群馬県
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1:48:47 42:2887 1326 山中 敏行 ヤマナカ トシユキ 栃木県

1:49:03 42:4488 1321 原 利男 ハラ トシオ ＢＥＡＣＨ 埼玉県

1:50:10 43:5189 1044 森田 武 モリタ タケシ 埼玉県

1:51:04 44:4590 1330 新井 一夫 アライ カズオ 埼玉県

1:51:14 44:5591 1214 田辺 佳浩 タナベ ヨシヒロ チームたなべ衛 東京都

1:51:19 45:0092 1654 天ケ谷 亨 アマガヤ トオル 茨城県

1:51:40 45:2193 1204 渡辺 暢和 ワタナベ ノブカズ 千葉県

1:52:11 45:5294 733 坂本 清光 サカモト キヨミツ 栃木県

1:52:39 46:2095 1698 並木 数実 ナミキ カズミ ＲＣ六曜館 東京都

1:53:29 47:1096 1453 進藤 忠文 シンドウ タダフミ ラ•スペランザ 埼玉県

1:53:43 47:2497 1459 生方 博 ウブカタ ヒロシ 群馬県

1:54:11 47:5298 1324 中田 陽 ナカダ アキラ 群馬県

1:54:49 48:3099 1423 飯塚 和之 イイヅカ カズユキ ＯＪＩＭＡ 群馬県

1:55:25 49:06100 1211 三友 則雄 ミトモ ノリオ 長野県

1:55:44 49:25101 738 今井 秀和 イマイ ヒデカズ ストラップス 埼玉県

1:55:59 49:40102 1425 黒岩 晃 クロイワ アキラ 群馬県

1:56:01 49:42103 1078 深町 邦男 フカマチ クニオ 群馬県

1:56:02 49:43104 1861 松井 勝 マツイ マサル 東京都

1:56:16 49:57105 1198 小野 憲司 オノ ケンジ 群馬県

1:56:37 50:18106 1867 渡辺 朗 ワタナベ アキラ 埼玉県

1:56:50 50:31107 1450 石坂 頼二 イシザカ ヨリジ バンバンクラブ 東京都

1:57:28 51:09108 1349 志村 文仲 シムラ フミナカ 埼玉県

1:57:39 51:20109 1653 川永 才人 カワナガ サイト 群馬県

1:57:57 51:38110 1203 上野 洋夫 ウエノ ナダオ 埼玉県

1:58:02 51:43111 1720 町田 俊明 マチダ トシアキ 群馬県

1:58:43 52:24112 1034 田辺 貢 タナベ ミツギ 神奈川県

1:59:34 53:15113 1419 松本 俊司 マツモト シュンジ 清水建設ＯＢ会 群馬県

1:59:35 53:16114 1322 斎藤 吉明 サイトウ ヨシアキ 千葉県

1:59:39 53:20115 1658 鈴木 正則 スズキ マサノリ 群馬県

1:59:57 53:38116 1764 岩崎 利明 イワサキ トシアキ 群馬県

2:00:51 54:32117 1645 飯塚 幸一 イイヅカ コウイチ 痛筋快足 群馬県

2:01:03 54:44118 1331 荻野 敏行 オギノ トシユキ チームチャリ 埼玉県

2:01:18 54:59119 1864 高坂 正明 コウサカ マサアキ 群馬県

2:01:41 55:22120 1421 浅川 雅孝 アサカワ マサタカ 東京都

2:01:41 55:22121 1208 新井 睦朗 アライ ムツアキ 下３長寿会 群馬県

2:03:17 56:58122 1959 久保 貴 クボ タカシ 群馬県

2:03:29 57:10123 1073 坂本 浩之 サカモト ヒロユキ 高崎トライアスロン 群馬県

2:03:33 57:14124 1456 吉田 伊知郎 ヨシダ イチロウ 群馬県

2:03:40 57:21125 1470 渡邊 伸太 ワタナベ シンタ 神奈川県

2:04:35 58:16126 1460 坂本 正昭 サカモト マサアキ HOBO 栃木県

2:06:26 60:07127 1659 山丸 忠雄 ヤママル タダオ 東京都

2:06:36 60:17128 1415 野口 射 ノグチ イトム 佐藤電設工業株式会社 東京都

2:07:54 61:35129 1418 工藤 精高 クドウ キヨタカ 群馬県
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2:08:06 61:47130 1434 篠崎 和市 シノザキ ワイチ Ｔｋレーシング 群馬県

2:08:13 61:54131 1207 柳沢 勝紀 ヤナギサワ カツノリ 群馬県

2:09:20 63:01132 1694 樺澤 聡 カバサワ サトシ 館林市 群馬県

2:11:15 64:56133 1212 小方 清和 オガタ キヨカズ 左岸会 東京都

2:11:17 64:58134 1452 三田 博之 ミタ ヒロユキ ダイヤゴム 栃木県

2:13:54 67:35135 1217 髙橋 覚 タカハシ サトル 群馬県

2:13:54 67:35136 337 清水 隆一 シミズ リュウイチ パナマレッズ 群馬県

2:13:55 67:36137 1663 平塚 文彦 ヒラツカ フミヒコ 東京都

2:14:29 68:10138 1662 石川 孝 イシカワ タカシ 群馬県

2:14:50 68:31139 1652 常見 通久 ツネミ ミチヒサ 群馬県

2:15:34 69:15140 1454 斎藤 俊由紀 サイトウ トシユキ 富岡市民吹奏楽団 群馬県

2:16:40 70:21141 1202 梶原 秀雄 カジワラ ヒデオ 鉄人昭和２８号 東京都

2:17:29 71:10142 1329 横田 隆一 ヨコタ リュウイチ WBC 群馬県

2:18:19 72:00143 1210 吉田 幸男 ヨシダ ユキオ 群馬惑惑倶楽部 群馬県

2:19:03 72:44144 1721 吉田 正 ヨシダ タダシ 群馬県

2:19:09 72:50145 1759 伊藤 秀俊 イトウ ヒデトシ 神奈川県

2:20:03 73:44146 1747 Eisaku Yoshida Eisaku Yoshida 千葉県

2:20:25 74:06147 1660 瀬戸口 裕茂 セトグチ ヒロシゲ 埼玉県

2:22:47 76:28148 1356 澤井 康 サワイ ヤスシ ＴＥＡＭ　ＳＨＩＭＺ 神奈川県

2:24:53 78:34149 1667 永井 誠 ナガイ マコト 川原ランナーズ 群馬県

2:25:18 78:59150 1936 塚越 保典 ツカゴシ ヤスノリ 群馬県

2:26:46 80:27151 1206 櫻井 康祐 サクライ ヤスマサ ＦＢ 埼玉県

2:29:05 82:46152 1648 若林 稔 ワカバヤシ ミノル 若林技研 群馬県

2:32:46 86:27153 1463 村 信幸 ムラ ノブユキ 群馬県

2:33:16 86:57154 1779 土方 康郎 ヒジカタ ヤスオ 東京都

2:35:54 89:35155 1866 羽鳥 博樹 ハトリ ヒロキ 群馬県

2:37:43 91:24156 1666 小暮 久 コグレ ヒサシ チームこぐれ 群馬県

2:38:06 91:47157 1657 福原 隆一 フクハラ リュウイチ 福原板金 群馬県

2:40:06 93:47158 1862 堀口 久 ホリグチ ヒサシ 国立のぞみの園 群馬県

2:42:54 96:35159 1462 石井 主税 イシイ チカラ 埼玉県

2:49:14 102:55160 1865 宮下 宗典 ミヤシタ ムネノリ 株式会社群馬日野自動車 群馬県

2:52:28 106:09161 1780 須田 孝一 スダ コウイチ チームこぐれ 群馬県
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