
リザルト：一般男子Ｂ
2017/09/24    7:05:00 スタート

選手名 Time +TOP順位 No.

第７回まえばし赤城山ヒルクライム大会

ﾌﾘｶﾞﾅ 所属 都道府県

0:59:36 0:001 137 山口 篤 ヤマグチ アツシ ミセスハート 群馬県

1:00:18 0:422 191 高橋 智明 タカハシ トモアキ 宮城県

1:00:43 1:073 152 加藤 友泰 カトウ トモヤス ＰＶ 神奈川県

1:00:48 1:124 170 佐川 拓也 サガワ タクヤ あらズー 東京都

1:00:59 1:235 195 飯嶋 豊和 イイジマ トヨカズ 群馬県

1:01:03 1:276 169 馬野 寛士 ウマノ ヒロシ コマツ自転車部 神奈川県

1:01:35 1:597 213 小奈 親弘 オナ チカヒロ 埼玉県

1:01:53 2:178 171 福島 秀彰 フクシマ ヒデアキ 群馬県

1:01:59 2:239 151 早馬 涼介 ハヤウマ リョウスケ 東京都

1:02:02 2:2610 324 兵恵 利充 ヒョウエ トシミツ 山岳推進Ｇ 和歌山県

1:02:04 2:2811 188 坂本 裕輔 サカモト ユウスケ シャーク 埼玉県

1:02:09 2:3312 158 小田部 達也 オタベ タツヤ シャロン 東京都

1:02:26 2:5013 207 泉山　浩志 イズミヤマ　コウジ NGPBZ 群馬県

1:02:39 3:0314 257 喜多 忠俊 キタ タダトシ 東京都

1:03:11 3:3515 286 中森 晃太郎 ナカモリ コウタロウ 東京都

1:03:42 4:0616 200 岡本 健太郎 オカモト ケンタロウ 東京都

1:03:45 4:0917 395 谷口 弘晃 タニグチ ヒロアキ ｉｒｉｓ 東京都

1:03:46 4:1018 391 荒川 修一 アラカワ シュウイチ ＧＷＣＣ 群馬県

1:04:00 4:2419 203 村上 洋平 ムラカミ ヨウヘイ ＳＨＯＷＡ 秋田県

1:04:07 4:3120 396 白岩 悠哉 シライワ ユウヤ 東京都

1:04:27 4:5121 272 元市 裕久 モトイチ ヒロヒサ ＳＢＣ厚木 神奈川県

1:04:29 4:5322 355 三上 倫生 ミカミ トモキ 東京都

1:04:41 5:0523 196 玉仙 健一 ギョクセン ケンイチ チームオルトレ 神奈川県

1:04:46 5:1024 258 丸山 翔 マルヤマ ツバサ 埼玉県

1:04:51 5:1525 245 福田 大成 フクダ タイセイ ＯＬＳ 神奈川県

1:04:52 5:1626 699 堀口 大樹 ホリグチ ダイジュ 群馬県

1:05:03 5:2727 239 大和 卓 ヤマト スグル ＴｙｐｅＡ 長野県

1:05:51 6:1528 143 花田 俊太 ハナダ シュンタ Ｉｒｉｓ 東京都

1:05:56 6:2029 180 桂　正吾 カツラ　ショウゴ 東京都

1:05:59 6:2330 193 桑原 崇 クワハラ タカシ Buena Suerte 埼玉県

1:06:35 6:5931 376 春山 博央 ハルヤマ ヒロオ 埼玉県

1:06:50 7:1432 219 高橋 圭 タカハシ ケイ カネコイングス 埼玉県

1:06:51 7:1533 226 齋藤 裕之 サイトウ ヒロユキ ＯｎｅＷａｙ 群馬県

1:06:52 7:1634 461 山路　幸洋 ヤマジ　ユキヒロ 千葉県

1:06:53 7:1735 414 関戸 太一 セキト タイチ ０８３１ 埼玉県

1:07:18 7:4236 273 堀口　貴志 ホリグチ　タカシ 群馬県

1:07:28 7:5237 332 土方 宏一郎 ヒジカタ コウイチロウ 埼玉県

1:07:43 8:0738 252 土屋 直樹 ツチヤ ナオキ ＴＭＣ 群馬県

1:07:48 8:1239 321 和田 善行 ワダ ヨシユキ 埼玉県

1:07:58 8:2240 291 橋本 温之 ハシモト アツシ 神奈川県

1:07:59 8:2341 470 藤田 隆二郎 フジタ リュウジロウ パイオニア 神奈川県

1:08:04 8:2842 302 山本 真也 ヤマモト シンヤ パナマレッツ 群馬県

1:08:19 8:4343 453 矢田部　洋一 ヤタベ　ヒロカズ ReVelo 埼玉県

1:08:23 8:4744 241 平岩 大輔 ヒライワ ダイスケ 神奈川県
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1:08:47 9:1145 686 板垣　成海 イタガキ　ナルミ 神奈川県

1:08:47 9:1146 545 児玉 久晶 コダマ ヒサアキ アムーナ 埼玉県

1:08:52 9:1647 199 須藤 翔 スドウ ショウ 浦の星自転車部 群馬県

1:08:54 9:1848 450 原田　英 ハラダ　ヒデ 長野県

1:09:10 9:3449 177 諸田 康徳 モロダ ヤスノリ 群馬県

1:09:12 9:3650 476 池上 創太 イケガミ ソウタ ＣＯＷ 群馬県

1:09:13 9:3751 308 石原 新士 イシハラ シンジ 茨城県

1:09:24 9:4852 155 藤田 智 フジタ サトシ 東京都

1:09:40 10:0453 315 髙橋 和也 タカハシ カズヤ 東京都

1:09:45 10:0954 176 小林 悠太 コバヤシ ユウタ ＡＲＣＣ 東京都

1:09:53 10:1755 314 白石 尚也 シライシ ナオヤ 東京都

1:09:53 10:1756 508 坂田 繁也 サカタ シゲヤ ＡＬＰＨＡＷＫ 千葉県

1:09:56 10:2057 249 榎本 達也 エノモト タツヤ 群馬自転車部 埼玉県

1:09:56 10:2058 409 田中 宏樹 タナカ ヒロキ アニベロ 神奈川県

1:09:57 10:2159 348 石塚 真吾 イシヅカ シンゴ ルート６１０ 東京都

1:10:12 10:3660 403 長澤 宏樹 ナガサワ ヒロキ 群馬県

1:10:31 10:5561 1801 寺島　夕樹雄 テラジマ　ユキオ 群馬県

1:10:31 10:5562 210 生水 康仁 ショウズ コウジ ブリッジＦ 群馬県

1:10:32 10:5663 543 鯉渕 伸也 コイブチ シンヤ 東京都

1:10:40 11:0464 149 本田 友太郎 ホンダ トモタロウ ＭＩＶＲＯ 東京都

1:10:46 11:1065 361 芳賀 健太 ハガ ケンタ ＳＲＴ 静岡県

1:11:00 11:2466 953 山田 陽一 ヤマダ ヨウイチ 東京都

1:11:12 11:3667 323 大塚 尭 オオツカ タカシ 群馬県

1:11:16 11:4068 526 小森 久敏 コモリ ヒサトシ ＣＳシンセキ 群馬県

1:11:18 11:4269 492 相澤 和也 アイザワ カズヤ 群馬県

1:11:22 11:4670 726 古高 宏明 フルタカ ヒロアキ 東京都

1:11:25 11:4971 301 遠藤 元基 エンドウ モトキ ＣＯＷ群馬 新潟県

1:11:39 12:0372 425 田代 宏之 タシロ ヒロユキ 群馬県

1:11:40 12:0473 382 山本 詠史 ヤマモト エイジ Ｃマーモット 東京都

1:11:48 12:1274 897 桑原 朋也 クワバラ トモヤ 埼玉県

1:11:52 12:1675 998 江連　諒介 エヅレ　リョウスケ 栃木県

1:11:53 12:1776 554 内山 武史 ウチヤマ タケシ 神奈川県

1:12:10 12:3477 363 岸 淳史 キシ アツシ ＯｎｅＷａｙ 群馬県

1:12:15 12:3978 621 橋本 元気 ハシモト ゲンキ ＨＧＷ＋＋ 栃木県

1:12:18 12:4279 335 菊地 雅之 キクチ マサユキ 板サカ 東京都

1:12:31 12:5580 724 丸田 晋司 マルタ シンジ 東京都

1:12:31 12:5581 224 田部井 隆通 タベイ タカミチ ブリジフロント 群馬県

1:12:36 13:0082 295 三澤 義明フィリップ ミサワ ヨシアキフィリップ 東京都

1:12:39 13:0383 442 稲村 匡介 イナムラ キョウスケ 群馬県

1:12:41 13:0584 678 井口　裕也 イグチ　ユウヤ 群馬県

1:12:48 13:1285 683 堤　伸也 ツツミ　シンヤ 東京都

1:12:57 13:2186 420 中嶋 諒 ナカジマ リョウ 埼玉県

1:13:02 13:2687 516 大数加 崇之 オオスカ タカシ 千葉県

1:13:04 13:2888 631 今関 大輔 イマゼキ ダイスケ キイロイトリ 群馬県
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1:13:05 13:2989 294 井上 将男 イノウエ マサオ ごじゃっぺＲＣ 茨城県

1:13:14 13:3890 386 菅原 貴英 スガワラ タカトシ ユニテックＲＣ 群馬県

1:13:15 13:3991 404 星 純一 ホシ ジュンイチ ＣＳＭ 栃木県

1:13:16 13:4092 2101 中川 良昭 ナカガワ ヨシアキ 千葉県

1:13:17 13:4193 506 大川 篤彦 オオカワ アツヒコ ドリアカ魂 茨城県

1:13:22 13:4694 465 市川　優 イチカワ　ユウ 栃木県

1:13:28 13:5295 3324 陶山 貴司 スヤマ タカシ 群馬県

1:13:31 13:5596 606 畑山 真吾 ハタヤマ シンゴ 長野県

1:13:31 13:5597 473 川合 孝則 カワイ タカノリ モンテラック 東京都

1:13:43 14:0798 1126 野畑 聡志 ノバタ ソウシ トコサイ倶楽部 埼玉県

1:13:50 14:1499 437 金井 亮祐 カナイ リョウスケ ＧＷＣＣ 群馬県

1:13:54 14:18100 702 春名 翔太 ハルナ ショウタ 大宮ＧＣＣ 埼玉県

1:13:56 14:20101 4023 佐々木 智 ササキ サトシ ＭＯＤＥＮＡ 石川県

1:14:13 14:37102 1721 霞 新一 カスミ シンイチ シンセキ 群馬県

1:14:19 14:43103 596 山本 耕平 ヤマモト コウヘイ エーアールシー 千葉県

1:14:22 14:46104 1872 宮野 正史 ミヤノ マサシ 魅惑のパンの耳 東京都

1:14:29 14:53105 1166 渡 壽之 ワタリ トシユキ 愛知県

1:14:31 14:55106 3201 堀江 智博 ホリエ トモヒロ 埼玉県

1:14:42 15:06107 824 沼尾 章 ヌマオ アキラ 東京都

1:14:51 15:15108 474 小林 洋之 コバヤシ ヒロユキ ＫＫＫ 埼玉県

1:14:51 15:15109 240 久保田 直幸 クボタ ナオユキ チーム４０９ 埼玉県

1:14:51 15:15110 362 栗原 旭 クリハラ アサヒ ＣＣ．ＪＰ 群馬県

1:14:54 15:18111 441 宮沢 英幸 ミヤザワ ヒデユキ 群馬県

1:14:55 15:19112 368 富井 晋司 トミイ シンジ 輪持久業 埼玉県

1:14:55 15:19113 265 小暮　一充 コグレ　カズミツ 東京都

1:15:01 15:25114 518 柳田　靖 ヤナギタ　ヤスシ 神奈川県

1:15:02 15:26115 285 小川 治人 オガワ ハルト 東京都

1:15:12 15:36116 2292 芝崎 雄一 シバサキ ユウイチ サイクルメイト 群馬県

1:15:13 15:37117 1177 中山 和紀 ナカヤマ カズノリ 栃木県

1:15:16 15:40118 411 柴山 洋一 シバヤマ ヨウイチ 埼玉県

1:15:16 15:40119 674 吉田 隆太 ヨシダ リュウタ ＳＡＬＵＴＥ 埼玉県

1:15:24 15:48120 1362 安斎 太朗 アンザイ タロウ 東京都

1:15:34 15:58121 693 山口 真吾 ヤマグチ シンゴ ＯＯＬＯＮＧ 東京都

1:15:36 16:00122 582 岡島 正一 オカジマ マサヒト チームＦ 神奈川県

1:15:41 16:05123 1135 柴田 裕之 シバタ ヒロユキ あるふぁ～ 群馬県

1:15:47 16:11124 547 西尾 佳明 ニシオ ヨシアキ 埼玉県

1:15:48 16:12125 2635 伊豆島 一也 イズシマ カズヤ 群馬県

1:15:50 16:14126 611 林 訓弘 ハヤシ クニヒロ ＧＣＣ自転車部 群馬県

1:15:52 16:16127 1034 飯田 芳樹 イイダ ヨシキ 三重県

1:15:53 16:17128 497 平石 桂三 ヒライシ ケイゾウ パナマ 群馬県

1:15:53 16:17129 2310 三浦 和浩 ミウラ カズヒロ キイロイトリ 群馬県

1:16:02 16:26130 579 斉藤 貴行 サイトウ タカユキ 埼玉県

1:16:07 16:31131 684 関水　史郎 セキミズ　シロウ 埼玉県

1:16:18 16:42132 1140 吉田 真哉 ヨシダ シンヤ 群馬県
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1:16:20 16:44133 1552 吉田 周平 ヨシダ シュウヘイ おはサイ上尾店 埼玉県

1:16:23 16:47134 922 久野 真一 クノ シンイチ ビーエスエヌ 群馬県

1:16:24 16:48135 2625 岩瀬 貴信 イワセ タカノブ 群馬県

1:16:28 16:52136 698 渡邉 忠幸 ワタナベ タダユキ 上州ＡＣ 群馬県

1:16:28 16:52137 401 片桐 慧 カタギリ サトシ 群馬県

1:16:53 17:17138 1420 研谷 直樹 トギヤ ナオキ 埼玉県

1:16:53 17:17139 633 小金丸 博史 コガネマル ヒロフミ Ｔａｃｋｅ 埼玉県

1:16:54 17:18140 748 内田 祐紀 ウチダ ユウキ Ｓ・Ｃ・Ｃ 群馬県

1:17:00 17:24141 569 小林 秀之介 コバヤシ シュウノスケ ベルエキ 埼玉県

1:17:26 17:50142 580 大久保 和俊 オオクボ カズトシ ＴＭＣ 群馬県

1:17:35 17:59143 744 後藤 與四也 ゴトウ ヨシヤ かがやき 群馬県

1:17:35 17:59144 1176 高田 賢一 タカダ ケンイチ ＰＰＯ 埼玉県

1:17:35 17:59145 482 吉沼　肇 ヨシヌマ　ハジメ 埼玉県

1:17:45 18:09146 688 海野　将仁 ウミノ　マサヒト 東京都

1:17:50 18:14147 916 古川 陽一 フルカワ ヨウイチ 埼玉県

1:18:01 18:25148 384 高橋 啓一 タカハシ ケイイチ 群馬県

1:18:05 18:29149 712 星野 秀典 ホシノ ヒデノリ ＴＳＰ 群馬県

1:18:09 18:33150 1712 間山 勇 マヤマ イサム フレッシュ 群馬県

1:18:12 18:36151 557 山田 秀邦 ヤマダ ヒデクニ 東京都

1:18:15 18:39152 1045 桑原 健輔 クワハラ ケンスケ ミニベロＲＴ 埼玉県

1:18:15 18:39153 2217 前澤 秀樹 マエザワ ヒデキ 群馬県

1:18:17 18:41154 460 唐鎌　知実 カラカマ　トモミ クライム 群馬県

1:18:33 18:57155 602 小林 祐介 コバヤシ ユウスケ ＧＳＦＷＳ 群馬県

1:18:40 19:04156 774 本多 英明 ホンダ ヒデアキ ？？？ 群馬県

1:18:53 19:17157 322 堀 智志 ホリ サトシ 東京都

1:18:56 19:20158 1915 堀口 浩司 ホリグチ コウジ やわらかテニス 群馬県

1:19:00 19:24159 1617 内田 友基 ウチダ ユウキ 駒井病院 群馬県

1:19:05 19:29160 783 鈴木 耕児 スズキ コウジ 高崎商工会議所 群馬県

1:19:06 19:30161 638 木村 友視 キムラ トモミ 千葉県

1:19:09 19:33162 393 木村 吏志 キムラ サトシ ＤＡＩＺＯ 茨城県

1:19:16 19:40163 577 大槻 純平 オオツキ ジュンペイ 群馬県

1:19:21 19:45164 464 野澤　晃 ノザワ　アキラ 宮城県

1:19:24 19:48165 1284 宮本 和哉 ミヤモト カズヤ 群馬県

1:19:25 19:49166 907 指岡 明生 サシオカ アキオ 貧脚フレンズ 神奈川県

1:19:34 19:58167 1550 才田 洋介 サイダ ヨウスケ チームぼっち 埼玉県

1:19:42 20:06168 446 宮本 博之 ミヤモト ヒロユキ ベアバレ 埼玉県

1:19:43 20:07169 1020 倉賀野 洋一 クラガノ ヨウイチ 群馬県

1:19:46 20:10170 846 山崎 裕二 ヤマザキ ユウジ 群馬県

1:19:47 20:11171 304 高山 福太郎 タカヤマ フクタロウ 御幸印刷ＣＣ 東京都

1:19:56 20:20172 903 高橋 望 タカハシ ノゾミ Ｃ・Ｃｙｃｌｅ 千葉県

1:19:58 20:22173 1667 斉藤 秀幸 サイトウ ヒデユキ 埼玉県

1:20:02 20:26174 942 高橋 幸佑 タカハシ コウスケ ＳＢＣ湘南藤沢 神奈川県

1:20:05 20:29175 563 町田 紀人 マチダ ノリヒト ＨＡＲＰ．ＲＣ 群馬県

1:20:15 20:39176 556 前平 義博 マエヒラ ヨシヒロ 東京都

Page: 4 / 142017/9/24 12:07:56  POWERTAG by Matrix-Inc 



リザルト：一般男子Ｂ
2017/09/24    7:05:00 スタート

選手名 Time +TOP順位 No.

第７回まえばし赤城山ヒルクライム大会

ﾌﾘｶﾞﾅ 所属 都道府県

1:20:15 20:39177 2649 石田 勝 イシダ ショウ 埼玉県

1:20:17 20:41178 607 中谷 賢治 ナカタニ ケンジ 東京都

1:20:23 20:47179 2476 平　雅治 タイラ　マサハル 群馬県

1:20:27 20:51180 451 堀江　龍雄 ホリエ　タツオ 服部チャリズム 東京都

1:20:31 20:55181 1813 新井　聖 アライ　サトシ 東京都

1:20:34 20:58182 221 栗林 文人 クリバヤシ フミヒト 日野新田自転車 群馬県

1:20:37 21:01183 1942 大寺 裕輔 オオデラ ユウスケ メガゴキ 埼玉県

1:20:38 21:02184 510 柴崎 拓郎 シバサキ タクロウ 千葉県

1:20:42 21:06185 584 平井 亮太 ヒライ リョウタ 千葉県

1:20:57 21:21186 1328 前原 卓也 マエハラ タクヤ 赤石サイクル 群馬県

1:20:57 21:21187 559 榊原 廣幸 サカキバラ ヒロユキ 埼玉県

1:20:59 21:23188 624 新井 隆行 アライ タカユキ オルデュール 東京都

1:21:02 21:26189 1505 黒須 翔吾 クロス ショウゴ 埼玉県

1:21:03 21:27190 1659 児玉 赳生 コダマ タケオ 千葉県

1:21:04 21:28191 1011 高畠　昌志 タカバタケ　マサシ 富山県

1:21:06 21:30192 1021 五味 秀敏 ゴミ ヒデトシ 神奈川県

1:21:08 21:32193 1508 藤澤 恵一朗 フジサワ ケイイチロウ コーギーＦＣ 埼玉県

1:21:10 21:34194 858 福島 博之 フクシマ ヒロユキ 埼玉県

1:21:15 21:39195 623 渡部 誠 ワタナベ マコト スターライト 埼玉県

1:21:16 21:40196 991 田中　兼太郎 タナカ　ケンタロウ 東京都

1:21:22 21:46197 2327 山ノ井 勇輔 ヤマノイ ユウスケ とれらば！ 栃木県

1:21:23 21:47198 1175 小林 裕 コバヤシ ヒロシ 埼玉県

1:21:29 21:53199 956 井岡 涼平 イオカ リョウヘイ スカイベリー 栃木県

1:21:29 21:53200 438 榎本 翼 エノモト タスク 千葉県

1:21:35 21:59201 2275 髙木　吉崇 タカギ　ヨシタカ 東京都

1:21:38 22:02202 756 小島 俊範 コジマ トシノリ ＴＢ 東京都

1:21:41 22:05203 841 清水 完 シミズ タモツ 上毛レーシング 群馬県

1:22:03 22:27204 925 小渕 直也 オブチ ナオヤ ＣＯＷ群馬 群馬県

1:22:11 22:35205 590 鈴木 耕太朗 スズキ コウタロウ ＳＣＴ 群馬県

1:22:33 22:57206 892 飯塚 稔 イイヅカ ミノル ヨシモトポール 群馬県

1:22:34 22:58207 1515 白石 貴司 シライシ タカシ 埼玉県

1:22:35 22:59208 786 木内 脩治 キウチ シュウジ 埼玉県

1:22:36 23:00209 1704 石井 圭介 イシイ ケイスケ 群馬県

1:22:46 23:10210 836 松澤 友幸 マツザワ トモユキ 群馬県

1:22:47 23:11211 1290 戸田 充晃 トダ ミツアキ ＡＲＣＣ 埼玉県

1:22:56 23:20212 1150 武井 雅晃 タケイ マサアキ Ｇ．Ｒ．Ｂ．Ｃ 群馬県

1:23:10 23:34213 1116 安達 悠 アダチ ユウ エコサイ 群馬県

1:23:11 23:35214 1816 湯本　拓 ユモト　タク 埼玉県

1:23:32 23:56215 2287 木村 佑 キムラ ユウ 埼玉県

1:23:43 24:07216 398 菊池 優作 キクチ ユウサク 雪ミク 東京都

1:23:45 24:09217 1240 芦澤 和吉 アシザワ カズヨシ 埼玉県

1:23:47 24:11218 696 金沓 祐介 カナグツ ユウスケ 新潟県

1:23:52 24:16219 2639 井上 康昌 イノウエ ヤスマサ アプリコット 栃木県

1:23:54 24:18220 2372 牛込 匠 ウシゴメ タクミ 剣菱重工ＣＣ 神奈川県
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1:23:54 24:18221 2069 安部 哲生 アベ テツオ ＩＬＣ 千葉県

1:23:58 24:22222 985 野谷　俊介 ノタニ　シュンスケ Team R&D 群馬県

1:24:04 24:28223 2848 田谷 亮介 タヤ リョウスケ ひろさんず 東京都

1:24:04 24:28224 2888 山崎 諭 ヤマザキ サトシ 松邨柔道クラブ 愛知県

1:24:10 24:34225 2408 佐々木 優 ササキ ユウ シンプレックス 東京都

1:24:19 24:43226 2900 石井 文彰 イシイ フミアキ ＳＬＲＤＣＣ 千葉県

1:24:20 24:44227 617 福田 裕太 フクダ ユウタ チーム畦道 神奈川県

1:24:24 24:48228 153 川村 健太 カワムラ ケンタ サークル 千葉県

1:24:25 24:49229 436 及川 直史 オイカワ ナオフミ 東京都

1:24:28 24:52230 769 江尻 将人 エジリ マサト 東京都

1:24:29 24:53231 982 東條　秀敏 トウジョウ　ヒデトシ 群馬県

1:24:32 24:56232 1927 志田 渉 シダ ワタル 群馬県

1:24:42 25:06233 544 梶間 範幸 カジマ ノリユキ ミツバ自転車部 群馬県

1:24:43 25:07234 761 斎藤 義幸 サイトウ ヨシユキ ＭＣＴ 神奈川県

1:24:53 25:17235 636 岡田 直亮 オカダ ナオアキ Ｃ．Ｃ 千葉県

1:24:53 25:17236 1618 狩野 茂行 カノ シゲユキ 群馬県

1:24:55 25:19237 873 安原 淳 ヤスハラ ジュン スリーマイル 埼玉県

1:25:05 25:29238 2358 富岡 雄一郎 トミオカ ユウイチロウ 大秦野高校 群馬県

1:25:12 25:36239 917 永島 拓矢 ナガシマ タクヤ ＮＥＳＴ 埼玉県

1:25:18 25:42240 1345 石関 麻世 イシゼキ マヨ 群馬県

1:25:19 25:43241 564 簑原 大樹 ミノハラ タイキ 鍛冶屋ｍｉｎｏ 栃木県

1:25:19 25:43242 2575 佐野 昭一郎 サノ ショウイチロウ リオン 神奈川県

1:25:24 25:48243 597 菊池 純 キクチ ジュン 内房ＲＣ 千葉県

1:25:28 25:52244 1326 本木 新一郎 モトキ シンイチロウ 群馬県

1:25:32 25:56245 2643 柳下 正俊 ヤナシタ マサトシ 群馬県

1:25:42 26:06246 1080 栗原 充 クリハラ ミツル 東京都

1:25:43 26:07247 1782 安本　健二 ヤスモト　ケンジ ミツバサイクリン 群馬県

1:25:43 26:07248 1379 根津 鉄平 ネヅ テッペイ 根津商店 東京都

1:25:54 26:18249 1054 小沢 洋一 オザワ ヨウイチ ＮＳＫニードル 群馬県

1:26:03 26:27250 2249 後閑　雄太 ゴカン　ユウタ 群馬県

1:26:04 26:28251 1777 石川　智則 イシカワ　トモノリ 群馬県

1:26:10 26:34252 687 手代木　太郎 テシロギ　タロウ 東京都

1:26:23 26:47253 539 矢島 真吾 ヤジマ シンゴ 埼玉県

1:26:29 26:53254 1536 斉藤 亮祐 サイトウ リョウスケ 埼玉県

1:26:35 26:59255 984 樺澤　達也 カバサワ　タツヤ 群馬県

1:26:50 27:14256 1182 片桐　渉 カタギリ　ワタル 群馬県

1:26:55 27:19257 1037 黒澤 明 クロサワ アキラ 東京都

1:27:06 27:30258 1684 松本 裕一 マツモト ユウイチ サイクルヨシダ 群馬県

1:27:11 27:35259 2019 田坂 圭吾 タサカ ケイゴ 埼玉県

1:27:11 27:35260 1587 黒沢 章 クロサワ アキラ 群馬県

1:27:18 27:42261 1203 松岡 直樹 マツオカ ナオキ 群馬県

1:27:20 27:44262 1460 岡村 徹也 オカムラ テツヤ 埼玉県

1:27:25 27:49263 1583 吉田 周平 ヨシダ シュウヘイ 東京都

1:27:28 27:52264 1651 横松 直人 ヨコマツ ナオト ＣＩＶＥＴＴＡ 栃木県
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1:27:29 27:53265 1851 岡 了平 オカ リョウヘイ 平温 東京都

1:27:32 27:56266 2875 静野 真二 シズノ シンジ 埼玉県

1:27:34 27:58267 1580 梅沢 晃 ウメザワ アキラ 群馬県

1:27:51 28:15268 669 萩野谷 勝 ハギノヤ マサル 群馬県

1:28:03 28:27269 801 西村 剛 ニシムラ ゴウ ＮＣＦ 東京都

1:28:08 28:32270 2414 飯塚 寿雄 イイヅカ ヒサオ 群馬県

1:28:15 28:39271 428 星野 ディエゴ ホシノ ディエゴ 群馬県

1:28:16 28:40272 749 根岸 泰隆 ネギシ ヤスタカ ＥＲＣ 群馬県

1:28:25 28:49273 562 山下 竜司 ヤマシタ リョウジ 東京都

1:28:26 28:50274 1413 小松 剛 コマツ タケシ 群馬県

1:28:29 28:53275 1999 原田 妙一郎 ハラダ ミョウイチロウ 群馬県

1:28:29 28:53276 3136 塚越 匡祐 ツカゴシ ケイスケ 群馬県

1:28:35 28:59277 1196 川浦　篤 カワウラ　アツシ 群馬県

1:28:45 29:09278 2044 三村 恭平 ミムラ キョウヘイ 栃木県

1:28:45 29:09279 1148 竹村 道 タケムル トオル 神奈川県

1:28:56 29:20280 1201 佐藤　康義 サトウ　ヤスヨシ 東京都

1:29:01 29:25281 1853 金子　貴大 カネコ　タカヒロ 群馬県

1:29:04 29:28282 1803 阿部　智彦 アベ　トモヒコ 群馬県

1:29:13 29:37283 1542 上村 昌浩 カミムラ マサヒロ ＲＳＲ 茨城県

1:29:30 29:54284 2608 酒井 俊明 サカイ トシアキ 埼玉県

1:29:40 30:04285 2048 宇都 暢輝 ウト ノブテル ＴＢ 東京都

1:29:43 30:07286 977 下間　敬之 シモマ　タカユキ 東京都

1:29:46 30:10287 1814 山田　裕文 ヤマダ　ヒロフミ 埼玉県

1:29:49 30:13288 2416 金子 恵司 カネコ ケイジ 群馬県

1:29:49 30:13289 1852 角田 圭 ツノダ ケイ フレッセイ 群馬県

1:29:51 30:15290 1648 一場 雅人 イチバ マサト 群馬県

1:29:55 30:19291 1214 三枝 大 サイグサ マサル ＴＥＡＭＣＣｙ 東京都

1:29:58 30:22292 1819 高橋 俊裕 タカハシ トシヒロ 群馬県

1:30:04 30:28293 2374 古谷 和誠 フルヤ カツマサ 群馬県

1:30:05 30:29294 1653 北村 康弘 キタムラ ヤスヒロ 東京都

1:30:06 30:30295 1128 真下 大輔 マシモ ダイスケ ＡＣＴ 群馬県

1:30:12 30:36296 2746 脇山 好彦 ワキヤマ ヨシヒコ 東京都

1:30:13 30:37297 459 根岸　博幸 ネギシ　ヒロユキ COW群馬 群馬県

1:30:16 30:40298 3384 塩田 佳宏 シオダ ヨシヒロ Ｈー１９ 群馬県

1:30:19 30:43299 1147 萩原 直人 ハギワラ ナオト Ｏｎｅｗａｙ 群馬県

1:30:21 30:45300 3439 瀧野　勝太 タキノ　ショウタ 群馬県

1:30:34 30:58301 1683 澤田 雄一郎 サワダ ユウイチロウ 千葉県

1:30:34 30:58302 1304 人見 和幸 ヒトミ カズユキ 御厨ランナーズ 栃木県

1:30:35 30:59303 805 倉持 公一 クラモチ コウイチ 谷和原ＳＣＡ 茨城県

1:30:45 31:09304 3456 小野寺　貴史 オノデラ　タカシ 小学館自転車部 東京都

1:30:47 31:11305 1396 宮 太陽 ミヤ タイヨウ 東京都

1:30:55 31:19306 1707 大塚 寿 オオツカ ヒサシ 群馬県

1:30:57 31:21307 1463 矢部 明彦 ヤベ アキヒコ グランデパール 群馬県

1:31:10 31:34308 1738 渋川 昭彦 シブカワ アキヒコ すかいらーく 群馬県
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1:31:19 31:43309 2933 西脇 賢太郎 ニシワキ ケンタロウ パッション 東京都

1:31:22 31:46310 1844 富野 惠太 トミノ ケイタ 東京都

1:31:24 31:48311 944 照田 征史 ショウダ マサシ 茨城県

1:31:26 31:50312 933 大植 崇史 オオウエ タカシ ＯＬＳ 千葉県

1:31:32 31:56313 1416 森 庸介 モリ ヨウスケ 双葉会サイクル 千葉県

1:31:34 31:58314 2913 降籏 大輝 フルハタ ダイキ 群馬県

1:31:45 32:09315 1291 鈴木 武寛 スズキ タケヒロ 千葉県

1:31:48 32:12316 1778 飯塚　誠 イイヅカ　マコト 群馬県

1:31:52 32:16317 2424 越川 智典 コシカワ トモノリ 群馬県

1:31:56 32:20318 3350 飯塚 克也 イイヅカ カツヤ 群馬県

1:31:59 32:23319 1138 内藤 大輔 ナイトウ ダイスケ ナイスバルク 群馬県

1:32:06 32:30320 1124 細谷 けんすけ ホソヤ ケンスケ アタック 群馬県

1:32:16 32:40321 3148 鈴木 崇寛 スズキ タカヒロ 神奈川県

1:32:22 32:46322 829 若原 寛 ワカハラ ヒロシ グランデパール 群馬県

1:32:23 32:47323 1471 田澤 研自 タザワ ケンジ 新潟県

1:32:24 32:48324 1317 安 幸治 アン コウジ 東京都

1:32:39 33:03325 1982 笠井 良徳 カサイ ヨシノリ 東京都

1:32:41 33:05326 1890 飯ケ谷 悟 イイガヤ サトル 自転車倶楽部 群馬県

1:32:42 33:06327 1306 内山 真太郎 ウチヤマ シンタロウ ＴＣＣ 千葉県

1:32:43 33:07328 2453 新藤 泰弘 シンドウ ヤスヒロ グランデパール 群馬県

1:32:46 33:10329 1775 内谷　悦久 ウチヤ　ヨシヒサ 群馬県

1:32:47 33:11330 1324 渋谷 誠 シブヤ マコト 埼玉県

1:32:48 33:12331 1729 村井 明 ムライ アキラ すぱーきー 群馬県

1:32:49 33:13332 1154 上原 拓磨 ウエハラ タクマ ＳＵｗｏｒｘ 群馬県

1:32:49 33:13333 1087 菊地 秀人 キクチ ヒデト 東京都

1:32:57 33:21334 1534 谷藤 正博 タニフジ マサヒロ 埼玉県

1:33:03 33:27335 2011 入澤 洋平 イリサワ ヨウヘイ 群馬県

1:33:05 33:29336 1523 三浦 航 ミウラ ワタル とれらば！ 茨城県

1:33:08 33:32337 3004 石川 恵愛 イシカワ シゲヨシ 栃木県

1:33:10 33:34338 1538 上山 直紀 ウエヤマ ナオキ 群馬県

1:33:19 33:43339 1923 木村 努 キムラ ツトム 群馬県

1:33:27 33:51340 3031 洪 恭芹 ホン カンチン 東京都

1:33:40 34:04341 1995 山崎 貴史 ヤマザキ タカシ ＮＣＦ 埼玉県

1:33:57 34:21342 1855 山口 大輔 ヤマグチ ダイスケ 群馬県

1:33:57 34:21343 2650 日高 健介 ヒダカ ケンスケ 群馬県

1:34:06 34:30344 2104 川岸 雅和 カワギシ マサカズ ミツバ自転車部 栃木県

1:34:08 34:32345 2901 五十嵐 義将 イガラシ ヨシマサ 埼玉県

1:34:17 34:41346 954 加藤 和倫 カトウ カズノリ 埼玉県

1:34:26 34:50347 2850 割田 享 ワリタ アキラ とちおとこ 栃木県

1:34:32 34:56348 1146 奥野 賢一 オクノ ケンイチ 東京都

1:34:32 34:56349 1788 立石　賢義 タテイシ　マサノリ 埼玉県

1:34:40 35:04350 2346 小山 秀穂 コヤマ ヒデホ チームシンセキ 群馬県

1:34:44 35:08351 735 有岡 賢太郎 アリオカ ケンタロウ ＲＣＣ 埼玉県

1:34:45 35:09352 2238 平畑　栄一 ヒラハタ　エイイチ 東京都

Page: 8 / 142017/9/24 12:07:57  POWERTAG by Matrix-Inc 



リザルト：一般男子Ｂ
2017/09/24    7:05:00 スタート

選手名 Time +TOP順位 No.

第７回まえばし赤城山ヒルクライム大会

ﾌﾘｶﾞﾅ 所属 都道府県

1:35:01 35:25353 1571 榎本 哲也 エノモト テツヤ ＥＲＣ 埼玉県

1:35:11 35:35354 1490 早川 慶紀 ハヤカワ ヨシノリ 埼玉県

1:35:12 35:36355 2277 大田　茂典 オオタ　シゲノリ 埼玉県

1:35:19 35:43356 1492 桐谷 雄太 キリタニ ユウタ 埼玉県

1:35:22 35:46357 2121 澁澤 康之 シブサワ ヤスユキ 群馬県

1:35:22 35:46358 1426 大芦 和広 オオアシ カズヒロ ミツバ自転車部 栃木県

1:35:27 35:51359 500 中野 太祐 ナカノ ダイスケ ＴＲＣパナマ 群馬県

1:35:31 35:55360 2155 津久井 義彦 ツクイ ヨシヒコ 群馬県

1:35:38 36:02361 1339 水上 雄一 ミズカミ ユウイチ ＥＲＣ 埼玉県

1:35:48 36:12362 1763 笠原　健一 カサハラ　ケンイチ 群馬県

1:35:50 36:14363 2470 森嶋　浩史 モリジマ　コウジ 栃木県

1:36:21 36:45364 440 カミ ヒロシ カミ ヒロシ 群馬県

1:36:21 36:45365 881 青木 勲 アオキ イサオ ＧーＲＩＤＥ 神奈川県

1:36:30 36:54366 2999 吉田 始 ヨシダ ハジメ 群馬県

1:36:47 37:11367 1156 武藤 悠記 ムトウ ユウキ 群馬県

1:36:48 37:12368 3401 常見 明宏 ツネミ アキヒロ 栃木県

1:36:48 37:12369 2169 高槻 晋也 タカツキ シンヤ 群馬県

1:36:49 37:13370 1548 木村 友希 キムラ ユウキ 千葉県

1:36:52 37:16371 3408 山田　伸隆 ヤマダ　ノブタカ 栃木県

1:36:53 37:17372 818 田波 康則 タナミ ヤスノリ チームやるで～ 栃木県

1:36:55 37:19373 2141 坂井 勝利 サカイ マサトシ ＧＲＢＯ 群馬県

1:37:06 37:30374 2803 平山 翔悟 ヒラヤマ ショウゴ チームカズ 宮城県

1:37:10 37:34375 862 玉川 春樹 タマガワ ハルキ ＮＯＫＹＳ 埼玉県

1:37:27 37:51376 2093 中村 忠晴 ナカムラ タダハル 群馬県

1:37:29 37:53377 2152 小埜 博誠 オノ ヒロナリ 群馬県

1:37:34 37:58378 1094 茂木 利昭 モギ トシアキ 群馬県

1:37:36 38:00379 1961 岡本 翼 オカモト ツバサ 群馬県

1:38:02 38:26380 2321 半澤 優 ハンザワ スグル 東京都

1:38:12 38:36381 648 冨樂 稔 フラク ミノル 茨城県

1:38:13 38:37382 1388 深坂 紘行 フカサカ ヒロユキ 神奈川県

1:38:27 38:51383 2124 近藤 豊 コンドウ ユタカ 新潟県

1:38:31 38:55384 2264 近　裕 コン　ヒロシ 神奈川県

1:38:32 38:56385 940 野村 将行 ノムラ マサユキ 埼玉県

1:38:34 38:58386 3295 時山 拓也 トキヤマ タクヤ 埼玉県

1:38:36 39:00387 3160 矢島 規雄 ヤジマ ノリオ 温存 群馬県

1:38:42 39:06388 2508 前原 俊明 マエバラ トシアキ 神奈川県

1:38:52 39:16389 2504 勝部 領 カツベ リョウ 双葉サイクル部 千葉県

1:39:19 39:43390 2007 干川 孔明 ホシカワ コウメイ 群馬県

1:39:20 39:44391 1533 小出 裕信 コイデ ヒロノブ リオック 群馬県

1:39:30 39:54392 869 佐藤 宜之 サトウ ノリユキ 群馬県

1:39:41 40:05393 1558 木下 順矢 キノシタ ジュンヤ 群馬県

1:39:59 40:23394 1644 堤 文男 ツツミ フミオ 群馬県

1:40:05 40:29395 1236 岡田 幸平 オカダ コウヘイ 東京都

1:40:23 40:47396 1229 浅川 秀人 アサカワ ヒデト ＮＡＮＪＹＯ 群馬県
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1:40:29 40:53397 2211 岩崎 祥史 イワサキ ヨシフミ チームＹＲＴ 埼玉県

1:40:31 40:55398 1716 星野 雅 ホシノ マサシ 東京都

1:40:34 40:58399 1662 梅森 賢 ウメモリ ケン Ｆｌｅｃｈａ 千葉県

1:40:35 40:59400 2251 橋本　匡司 ハシモト　マサシ 群馬VW@TK 群馬県

1:40:40 41:04401 1904 黒岩 尚隆 クロイワ ナオタカ 群馬県

1:41:34 41:58402 3009 新堀 航大 シンボリ コウダイ 茨城県

1:41:36 42:00403 2892 青柳 尚希 アオヤギ ナオキ 東京都

1:41:45 42:09404 1210 名雪 淳 ナユキ アツシ 千葉県

1:41:45 42:09405 2284 樋口 孝行 ヒグチ タカユキ チームはるホル 群馬県

1:41:56 42:20406 2881 吉川 良平 ヨシカワ リョウヘイ 群馬県

1:41:57 42:21407 1573 高橋 浩二 タカハシ コウジ 群馬県

1:42:17 42:41408 1860 若井 高志 ワカイ タカシ ０５３０７１１ 埼玉県

1:42:24 42:48409 1300 椎野 宏昭 シイノ ヒロアキ 埼玉県

1:42:32 42:56410 2002 中曽根 智秋 ナカソネ トモアキ クリフエッジ 群馬県

1:42:41 43:05411 2928 鈴木 文彦 スズキ フミヒコ 群馬県

1:42:45 43:09412 2087 新井 一行 アライ カズユキ ＦＣＣ 群馬県

1:42:45 43:09413 1197 柴　誠人 シバ　マサト 群馬県

1:42:48 43:12414 1630 鈴木 健一 スズキ ケンイチ 赤石サイクル 群馬県

1:42:56 43:20415 1528 神谷 雄介 カミヤ ユウスケ 埼玉県

1:42:56 43:20416 2005 伊藤 禎朗 イトウ サダオ 千葉県

1:43:06 43:30417 2366 石井 貴裕 イシイ タカヒロ 上野村 群馬県

1:43:10 43:34418 3068 赤堀　陽一 アカボリ　ヨウイチ 栃木県

1:43:12 43:36419 2334 小野沢 達 オノザワ トオル 水瀬サイクル 群馬県

1:43:14 43:38420 3057 井田　泰彦 イダ　ヤスヒコ 群馬県議会 群馬県

1:43:28 43:52421 2619 田中 剛 タナカ ツヨシ 群馬県

1:43:53 44:17422 2943 萩原 滋希 ハギワラ シゲキ 群馬日野自動車 群馬県

1:43:56 44:20423 1448 田中 雄太 タナカ ユウタ ＥＲＣ 群馬県

1:44:10 44:34424 1913 矢野 恭平 ヤノ キョウヘイ 東京都

1:44:11 44:35425 904 寺岡 靖浩 テラオカ ヤスヒロ アタック 群馬県

1:44:14 44:38426 2559 斎藤 康司 サイトウ ヤスシ 群馬県

1:44:18 44:42427 2910 串淵 貴彦 クシブチ タカヒコ ＴｗｏＲｉｎｇ 埼玉県

1:44:42 45:06428 3090 荒井　康輔 アライ　コウスケ ARC 埼玉県

1:44:43 45:07429 1918 内島 慎吾 ウチジマ シンゴ 群馬県

1:45:05 45:29430 1658 杉山 悠太 スギヤマ ユウタ 神奈川県

1:45:22 45:46431 1607 齋藤 光久 サイトウ ミツヒサ ３Ｋ 群馬県

1:45:22 45:46432 3207 菊池 秀隆 キクチ ヒデタカ 茨城県

1:45:30 45:54433 3374 黒川 将彦 クロカワ マサヒコ 埼玉県

1:45:34 45:58434 1518 冨田 浩平 トミタ コウヘイ 東京都

1:45:43 46:07435 1241 小松 智哉 コマツ トモヤ ＴＲＣ 神奈川県

1:45:48 46:12436 1431 大内 卓也 オオウチ タクヤ 群馬県

1:45:48 46:12437 1398 森戸 和博 モリト カズヒロ ＣＳＴ 群馬県

1:45:50 46:14438 2338 須藤 伸二 ストウ シンジ 群馬県

1:46:01 46:25439 891 大門 雄太 ダイモン ユウタ チームやるで～ 栃木県

1:46:03 46:27440 2103 谷田 憲保 タニダ ノリヤス 神奈川県
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1:46:09 46:33441 2857 中川 雅之 ナカガワ マサユキ 神奈川県

1:46:24 46:48442 1822 瀧川 博史 タキカワ ヒロシ ＤＡＩＺＯ 埼玉県

1:46:24 46:48443 1706 塚越 智之 ツカゴシ トモユキ 群馬県

1:46:29 46:53444 2376 寺岡 雅基 テラオカ マサキ チーム洗車工房 群馬県

1:46:35 46:59445 2061 山口 将司 ヤマグチ マサシ 群馬県

1:46:51 47:15446 2834 薊 猛彦 アザミ タケヒコ 温存 群馬県

1:46:54 47:18447 3257 曽根 直樹 ソネ ナオキ ｍ．Ａｃｔ 埼玉県

1:47:00 47:24448 3379 加藤 雄太 カトウ ユウタ ジーシーシー 群馬県

1:47:07 47:31449 2362 山根 雄一郎 ヤマネ ユウイチロウ 富山県

1:47:11 47:35450 2199 杉本 明生 スギモト アキオ 群馬大学 群馬県

1:47:12 47:36451 1624 佐藤 英明 サトウ ヒデアキ チームドラゴン 埼玉県

1:47:23 47:47452 1186 飯塚　卓也 イイヅカ　タクヤ RtoF 群馬県

1:47:37 48:01453 2472 益子　幸一郎 マシコ　コウイチロウ 神奈川県

1:47:44 48:08454 2110 稲垣 拓馬 イナガキ タクマ 富士機械 群馬県

1:47:52 48:16455 2415 沼田 陽介 ヌマタ ヨウスケ 埼玉県

1:47:55 48:19456 2823 渡邊 巧樹 ワタナベ コウキ 東京都

1:47:56 48:20457 2473 品川　宏明 シナガワ　ヒロアキ 千葉県

1:48:03 48:27458 2768 肥後 たかあき ヒゴ タカアキ 坂まっしぐら 埼玉県

1:48:21 48:45459 1121 後藤 佑 ゴトウ ユウ 群馬県

1:48:39 49:03460 2008 増山 佑樹 マスヤマ ユウキ 群馬県

1:48:58 49:22461 3035 佐藤 祐希 サトウ ユウキ チームカズ 福島県

1:49:02 49:26462 3205 益子 俊二 マシコ シュンジ 栃木県

1:49:12 49:36463 3262 飯塚 哲也 イイツカ テツヤ 茨城県

1:49:15 49:39464 1888 吉田 拓生 ヨシダ タクミ 神奈川県

1:49:27 49:51465 2594 福地 翔介 フクチ ヨウスケ 群馬自転車部 群馬県

1:49:34 49:58466 1367 梅原 振一郎 ウメハラ シンイチロウ 群馬県

1:49:53 50:17467 3147 栗田　裕久 クリタ　ヒロヒサ 埼玉県

1:49:54 50:18468 1520 奥野 洵 オクノ ジュン ＢＳＮ 群馬県

1:50:13 50:37469 988 村山　慎也 ムラヤマ　シンヤ 群馬県

1:50:26 50:50470 1776 横田　淳一 ヨコタ　ジュンイチ 群馬県

1:50:36 51:00471 3109 森 友希 モリ トモキ 群馬県

1:50:38 51:02472 1701 酒井 敬太 サカイ ケイタ 埼玉県

1:51:16 51:40473 2623 宮本 卓弥 ミヤモト タクヤ 埼玉県

1:51:17 51:41474 427 原澤 正之 ハラサワ マサユキ 群馬県

1:51:41 52:05475 2833 山内 大介 ヤマウチ ダイスケ 群馬県

1:51:57 52:21476 2347 武田 信治 タケダ シンジ 群馬県

1:52:12 52:36477 815 三浦 健 ミウラ ケン ＯＴＣＣ 群馬県

1:52:14 52:38478 670 石井 裕明 イシイ ヤスアキ ＧＷＣＣ 群馬県

1:52:16 52:40479 2795 須永 慎一 スナガ シンイチ 由紀子さまさま 群馬県

1:52:22 52:46480 2843 北内 直人 キタウチ ナオト 東京都

1:52:30 52:54481 4081 後藤 力良 ゴトウ チカラ 群馬県

1:52:43 53:07482 1158 塚越 大樹 ツカゴシ ダイキ 群馬県

1:52:50 53:14483 1192 岩崎　健佑 イワサキ　ケンスケ あるふぁ～ 群馬県

1:52:58 53:22484 2392 飯島 崇雄 イイジマ タカオ 埼玉県
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1:53:14 53:38485 3007 須永 晃一 スナガ コウイチ 栃木県

1:53:38 54:02486 2601 木村 貴男 キムラ タカオ 群馬県

1:53:52 54:16487 2948 髙橋 伸一 タカハシ シンイチ チームドラゴン 群馬県

1:53:58 54:22488 2023 松島 聡 マツシマ サトシ 東京都

1:54:32 54:56489 2423 福田 知久 フクダ トモヒサ 東京都

1:54:41 55:05490 1562 戸張 俊 トバリ タカシ てくてく 埼玉県

1:55:01 55:25491 2313 松山 弘世 マツヤマ ヒロヨ 東京都

1:55:18 55:42492 1785 藤原　裕史 フジワラ　ヒロシ 東京都

1:55:40 56:04493 2712 佐藤 健 サトウ タケシ 群馬県

1:55:59 56:23494 2514 近藤 恵彦 コンドウ シゲヒコ チームＨＲＳ 埼玉県

1:56:03 56:27495 2747 阿部 正弘 アベ マサヒロ 神奈川県

1:56:16 56:40496 1478 土屋 清 ツチヤ キヨシ ＢＳＮ 埼玉県

1:56:23 56:47497 1623 鈴木 淳嗣 スズキ ジュンジ 鈴木 群馬県

1:56:29 56:53498 994 柳川　剣 ヤナガワ　ケン 東京都

1:56:33 56:57499 443 師田 タカユキ モロタ タカユキ 群馬県

1:56:58 57:22500 3307 寺石 剛 テライシ ツヨシ ピーエス三菱 東京都

1:57:03 57:27501 1727 熱海 真志 アタミ シンジ 群馬県

1:57:09 57:33502 3390 中村 和晃 ナカムラ カズアキ 埼玉県

1:57:21 57:45503 2822 井戸 悠二 イド ユウジ 群馬県

1:57:27 57:51504 3402 福嶋 利仁 フクシマ トシヒト ＳＥＯ８２１４ 千葉県

1:57:48 58:12505 1663 籠利 圭児 カゴトシ ケイジ 群馬県

1:57:49 58:13506 1338 鬼形 明浩 オニカタ アキヒロ ＯＣｉ 群馬県

1:57:51 58:15507 1681 中村 達也 ナカムラ タツヤ ＣＳＴ 栃木県

1:57:59 58:23508 2547 杵鞭 孝広 キネムチ タカヒロ 群馬県

1:58:11 58:35509 2203 内田 俊介 ウチダ シュンスケ 群馬県

1:58:14 58:38510 2468 岩田　修 イワタ　オサム 群馬県

1:58:32 58:56511 2914 西村 昌也 ニシムラ マサヤ 東芝 群馬県

1:59:02 59:26512 1737 小倉 庸平 オグラ ヨウヘイ 神奈川県

1:59:09 59:33513 3095 猪俣 尚也 イノマタ ナオヤ 群馬県

1:59:30 59:54514 2762 白石 浩明 シライシ ヒロアキ 岩手県

2:00:02 60:26515 2164 天野 裕行 アマノ ヒロユキ てくてく 群馬県

2:00:19 60:43516 855 坂井 誠 サカイ マコト 埼玉県

2:00:20 60:44517 2193 石塚 道 イシヅカ オサム 茨城県

2:00:48 61:12518 2683 菊池 隆志 キクチ タカシ 榛名荘病院 群馬県

2:00:56 61:20519 3226 茂木 正視 モテキ マサシ 群馬県

2:01:14 61:38520 3196 山上 達也 ヤマカミ タツヤ 群馬日野自動車 群馬県

2:01:28 61:52521 3194 長谷川 司 ハセガワ ツカサ あかぎ信用組合 群馬県

2:01:37 62:01522 3245 高橋 靖 タカハシ ヤスシ 群馬県

2:01:49 62:13523 2030 黒崎 桂 クロサキ ケイ Ｔｅａｍ－ＹＰ 群馬県

2:02:03 62:27524 3161 常見 洋平 ツネミ ヨウヘイ ＧＮＤＣ 群馬県

2:02:19 62:43525 423 井上 ヒデキ イノウエ ヒデキ 群馬県

2:02:23 62:47526 2954 松井 大希 マツイ ヒロキ 群馬県

2:02:25 62:49527 3247 宮内 俊治 ミヤウチ トシハル 栃木県

2:03:00 63:24528 3287 塩満 渚 シオミツ ナギサ 神奈川県
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2:03:01 63:25529 2546 安藤 等 アンドウ ヒトシ わいまいたけ 群馬県

2:03:10 63:34530 2438 千本木 雄二 センボンギ ユウジ 群馬県

2:03:18 63:42531 2564 神田 修 カンダ オサム 埼玉県

2:03:18 63:42532 3344 相澤 貴之 アイザワ タカユキ 群馬県

2:03:20 63:44533 1169 山中 貴史 ヤマナカ タカシ 埼玉県

2:03:28 63:52534 2695 林 孝彦 ハヤシ タカヒコ 双葉会サイクル 千葉県

2:03:43 64:07535 2799 松澤 公雄 マツザワ キミオ 群馬県

2:03:51 64:15536 3293 中野 久男 ナカノ ヒサオ 中野自動車 群馬県

2:03:57 64:21537 2089 山本 拓則 ヤマモト ヒロノリ ＣＣＣ 群馬県

2:04:28 64:52538 2205 広永 晃平 ヒロナガ コウヘイ 群馬県

2:04:39 65:03539 1316 萩原 淳史 ハギワラ アツシ エムクル 群馬県

2:04:42 65:06540 2041 黒澤 隼 クロサワ ジュン ＨＡＲＰ 群馬県

2:04:44 65:08541 2763 島田 健一郎 シマダ ケンイチロウ 埼玉県

2:04:51 65:15542 2026 三上 洋範 ミカミ ヒロノリ 神奈川県

2:05:11 65:35543 2766 オニヅカ イクオ オニヅカ イクオ チームカルプ 千葉県

2:05:30 65:54544 3216 後藤　一馬 ゴトウ　カズマ 群馬県

2:05:38 66:02545 2960 齋藤 淳史 サイトウ アツシ 埼玉県

2:06:23 66:47546 3175 市川 泰史 イチカワ ヤスフミ 東京都

2:07:26 67:50547 3002 岩井 雅俊 イワイ マサトシ せいらん 群馬県

2:07:27 67:51548 3264 コラ テック コラ テック 神奈川県

2:08:29 68:53549 2846 久米 穣平 クメ ジョウヘイ 東京都

2:08:33 68:57550 3195 内田 雅史 ウチダ マサシ 東京都

2:09:06 69:30551 3376 吉田 太 ヨシダ フトシ 群馬県

2:10:14 70:38552 1910 関根 渉 セキネ ショウ ＦＫ自転車部 群馬県

2:10:36 71:00553 2907 青木 健次 アオキ ケンジ ＴｗｏＲｉｎｇ 群馬県

2:10:51 71:15554 2841 水井 憲人 ミズイ ノリヒト 群馬県

2:10:53 71:17555 3168 大崎 剛 オオサキ タケシ 埼玉県

2:11:18 71:42556 2364 加藤 聡明 カトウ サトアキ 東京都

2:11:19 71:43557 3472 詹育軒 CHAN, YU-HSUAN

2:11:59 72:23558 3119 新井 健司 アライ ケンジ 群馬県

2:13:04 73:28559 1804 神垣　澄男 カミガキ　スミオ 群馬県

2:14:04 74:28560 2922 笹川 淳 ササガワ ジュン 群馬県

2:14:46 75:10561 2854 高橋 孝文 タカハシ タカフミ 群馬県

2:14:55 75:19562 3284 福島 亨 フクシマ トオル 群馬県

2:15:02 75:26563 3087 藤田　祥弘 フジタ　ヨシヒロ 東京都

2:15:27 75:51564 1952 戸口　智史 トグチ　サトシ 埼玉県

2:15:39 76:03565 3328 城田　和幸 シロタ　カズユキ 群馬県

2:16:04 76:28566 1405 平形 誠 ヒラカタ マコト 群馬県

2:16:36 77:00567 3022 松浦 陽介 マツウラ ヨウスケ 群馬県

2:17:00 77:24568 3233 中澤 悠 ナカザワ ユウ 群馬県

2:17:30 77:54569 3366 内田 裕侑 ウチダ ヒロユキ 埼玉県

2:18:04 78:28570 2634 小林 義隆 コバヤシ ヨシタカ ＮＧＭ 群馬県

2:18:24 78:48571 3263 齋藤 祥 サイトウ ショウ 日立ＡＭＳ 群馬県

2:20:38 81:02572 3258 内山 裕二郎 ウチヤマ ユウジロウ 群馬県
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2:21:06 81:30573 2775 矢野間 淳平 ヤノマ ジュンペイ ちゃっぴー 群馬県

2:21:06 81:30574 2815 矢野間 透 ヤノマ トオル ちゃっぴー 群馬県

2:21:19 81:43575 2576 冨田 圭介 トミタ ケイスケ 東京都

2:21:25 81:49576 2964 樋口 新一 ヒグチ シンイチ おとんちゃん 群馬県

2:21:53 82:17577 3040 久保 誠 クボ マコト コウキクラブ 神奈川県

2:21:58 82:22578 2836 佐渡谷 元宏 サドヤ モトヒロ 群馬県

2:22:07 82:31579 2830 安藤 順一 アンドウ ジュンイチ 埼玉県

2:23:07 83:31580 3265 山田 隆之 ヤマダ タカユキ 群馬県

2:23:33 83:57581 1680 内田 考洋 ウチダ タカヒロ パナマレッズ 群馬県

2:23:40 84:04582 2793 牛木 宏朗 ウシキ ヒロアキ サンアメ 群馬県

2:23:49 84:13583 2853 児玉 哲也 コダマ テツヤ チームドラゴン 埼玉県

2:25:02 85:26584 3181 鈴木 規睦 スズキ ノリチカ 福島県

2:26:12 86:36585 3131 飯塚 学 イイヅカ マナブ 群馬県

2:26:53 87:17586 2651 竹内 章裕 タケウチ アキヒロ 長野県

2:26:58 87:22587 3093 後上　桂太 ゴガミ　ケイタ 栃木県

2:27:07 87:31588 1593 榎田 裕史 エノキダ ヒロシ ＴＥＡＭＯＮＣ 群馬県

2:28:45 89:09589 3337 落合　達也 オチアイ　タツヤ 群馬県

2:28:58 89:22590 2707 都丸 幸彦 トマル ユキヒコ 群馬県

2:31:17 91:41591 2672 本間　啓太 ホンマ　ケイタ 新潟県

2:31:36 92:00592 2986 神原 健志 カンバラ タケシ 神奈川県

2:34:07 94:31593 1350 村田 健二 ムラタ ケンジ 群馬県

2:34:46 95:10594 3360 水上 丈広 ミズカミ タケヒロ 埼玉県

2:35:44 96:08595 2965 角田 陽平 カクタ ヨウヘイ 群馬大学 群馬県

2:35:45 96:09596 2886 大曽根 勝也 オオソネ カツヤ 群馬県

2:36:31 96:55597 3026 田口 潤 タグチ ジュン コウキクラブ 埼玉県

2:36:46 97:10598 3085 柿沼　通 カキヌマ　トオル 埼玉県

2:36:55 97:19599 2992 大島 義和 オオシマ ヨシカズ あかぎ自転車部 群馬県

2:38:14 98:38600 2774 石川 直希 イシカワ ナオキ 重力技研 群馬県

2:40:27 100:51601 1882 飯塚 悠介 イイヅカ ユウスケ 日本精工 群馬県

2:41:26 101:50602 2443 青木 信広 アオキ ノブヒロ 群馬県

2:41:49 102:13603 2119 櫻井 大起 サクライ ヒロキ 群馬県

2:41:50 102:14604 3323 岡 ひろゆき オカ ヒロユキ 群馬ダイハツ 埼玉県

2:45:15 105:39605 2753 米丸 航生 ヨネマル コウセイ オーク自転車部 千葉県

2:46:06 106:30606 3059 前原　良仁 マエハラ　ヨシヒト GE　PREDIX 群馬県

2:48:43 109:07607 3270 深海 宏祐 フカミ コウスケ 埼玉県

2:50:33 110:57608 2916 櫻井 秀樹 サクライ ヒデキ 埼玉県

2:53:51 114:15609 2902 横室 啓太 ヨコムロ ケイタ 赤石サイクル 群馬県

2:54:15 114:39610 2806 岡田 久雄 オカダ ヒサオ オレタチ 群馬県

2:54:47 115:11611 3363 立柳 佳一 タチヤナギ ケイイチ 千葉県

3:11:27 131:51612 3476 潘承恩 PAN/CHENG-EN
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