
Result  一般男子G 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

1:15:29 0:001 315 有泉 末広 アリイズミ スエヒ 櫛形陸上部 山梨県

1:19:21 3:522 614 西條 祐樹 サイジョウ ユウキ 宮城県

1:20:16 4:473 432 高山 信行 タカヤマ ノブユキ チームサブ３ 神奈川県

1:24:41 9:124 1085 石川 修一 イシカワ シュウイ 栃木県

1:27:44 12:155 1222 中西 眞一 ナカニシ シンイチ HOBO RC 栃木県

1:28:17 12:486 613 横田 道夫 ヨコタ ミチオ グラン・デパール 群馬県

1:29:10 13:417 1012 石田 進 イシダ ススム 群馬県

1:30:55 15:268 639 高橋 修 タカハシ オサム 群馬県

1:37:03 21:349 1008 茂原 淳次 シゲハラ ジュンジ ユニテックＲＣ 群馬県

1:38:50 23:2110 1010 上口 幸雄 カミグチ ユキオ オッティモ 千葉県

1:40:41 25:1211 1668 橋本 鈞 ハシモト ヒトシ ウゴーレーシング 東京都

1:42:15 26:4612 1084 久保田 俊一 クボタ シュンイチ ＨＡＲＰ 群馬県

1:45:27 29:5813 1219 天堂 栄二 テンドウ エイジ 埼玉県

1:47:01 31:3214 1221 下田 達夫 シモダ タツオ 群馬県

1:49:01 33:3215 1011 阿部 行博 アベ ユキヒロ リベルタス 栃木県

1:51:47 36:1816 1083 石田 重夫 イシダ シゲオ 群馬県

1:52:24 36:5517 1220 岡本 勉 オカモト ツトム チーム亀仙人 群馬県

1:52:58 37:2918 1095 冨所 文夫 トドコロ フミオ 東京都

1:54:26 38:5719 1334 大野 信敏 オオノ ノブトシ 埼玉県

1:56:38 41:0920 1455 深町 光男 フカマチ ミツオ 上毛レーシング 群馬県

2:03:06 47:3721 1669 阿久沢 和夫 アクザワ カズオ 群馬県

2:04:30 49:0122 1464 根本 健作 ネモト ケンサク OGC 東京都

2:08:32 53:0323 1670 田中 敏夫 タナカ トシオ 東京都

2:08:44 53:1524 1009 栗原 芳国 クリハラ ヨシクニ むらさき凸坊ＲＴ 埼玉県

2:09:10 53:4125 1762 丸田 誠 マルタ マコト 株式会社サンワ 長野県

2:10:48 55:1926 1332 茂木 映治 モテギ エイジ ＩＣＯＮ 群馬県

2:11:08 55:3927 1336 黒澤 徹 クロサワ トオル 群馬県

2:17:25 61:5628 1007 佐藤 隆夫 サトウ タカオ チーム　アイ 埼玉県

2:19:19 63:5029 1335 鈴木 久美 スズキ ヒサミ 群馬県

2:30:32 75:0330 1333 星野 道憲 ホシノ ミチノリ 群馬県

2:33:37 78:0831 1702 亀山 進 カメヤマ ススム 上州バッカス 群馬県

2:33:46 78:1732 1695 土屋 武司 ツチヤ タケシ 埼玉県

2:40:42 85:1333 1868 長井 誠 ナガイ マコト 群馬県

2:42:45 87:1634 1761 石川 和俊 イシカワ カズトシ 渡辺建設 群馬県

2:49:56 94:2735 1767 石川 直人 イシカワ ナオヒト 群馬県

2:55:12 99:4336 1960 倉賀野 一康 クラガノ カズヤス 群馬県
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