
リザルト：一般男子Ｆ
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

1:08:37 0:001 312 高山　信行 タカヤマ　ノブユキ トライアスロンチ 神奈川県

1:09:28 0:512 468 伊藤 誠 イトウ マコト ＧＲＯＯＶＹ 埼玉県

1:12:08 3:313 457 大関　光治 オオゼキ　ミツハル 郡山サイクルフレ 福島県

1:13:36 4:594 481 有泉　末廣 アリイズミ　スエヒロ 櫛形陸上部 山梨県

1:13:40 5:035 730 大塚　省三 オオツカ　ショウゾウ 茨城県

1:14:32 5:556 746 杉本 正寿 スギモト マサトシ まっこちゃんＲ 秋田県

1:15:53 7:167 360 牧野 誠司 マキノ セイジ ミノムシ市川 群馬県

1:16:51 8:148 923 西條 祐樹 サイジョウ ユウキ 宮城県

1:16:59 8:229 727 内海 晴男 ウツミ ハルオ 群馬県

1:19:45 11:0810 694 水野 博志 ミズノ ヒロシ 埼玉県

1:22:31 13:5411 902 朝倉 澄夫 アサクラ スミオ 朝倉設計事務所 群馬県

1:23:06 14:2912 1104 坂本 正樹 サカモト マサキ ナッカラーノ 群馬県

1:23:17 14:4013 832 茂原 淳次 シゲハラ ジュンジ ユニテック 群馬県

1:24:18 15:4114 359 古市 明弘 フルイチ アキヒロ ＴＲＣパナマ 群馬県

1:24:20 15:4315 1061 中村 文保 ナカムラ ノリヤス 埼玉県

1:24:38 16:0116 161 石井 弁三 イシイ ベンゾウ パトロール関東 群馬県

1:24:40 16:0317 1051 宮内 勝一 ミヤウチ カツイチ 群馬県

1:24:54 16:1718 1807 石田　進 イシダ　ススム 群馬県

1:25:24 16:4719 1089 木部 行雄 キベ ユキオ つねさぶらう 千葉県

1:25:48 17:1120 1005 中村　正寿 ナカムラ　マサシ 群馬県

1:26:32 17:5521 1200 斉藤　孝一 サイトウ　コウイチ カタカナアール 埼玉県

1:26:55 18:1822 772 遠藤 佳太郎 エンドウ ケイタロウ 赤城の家 群馬県

1:27:00 18:2323 1115 久保田 俊一 クボタ シュンイチ 群馬県

1:27:12 18:3524 1506 木村 和男 キムラ カズオ どんでん返し 千葉県

1:27:19 18:4225 1391 吉田 幸雄 ヨシダ ユキオ 上毛レーシング 群馬県

1:27:22 18:4526 1479 布施 幸造 フセ コウゾウ うまうまビール 埼玉県

1:28:43 20:0627 1497 高橋 淳 タカハシ ジュン 上毛レーシング 群馬県

1:28:44 20:0728 2511 柏井 富喜夫 カシワイ トキオ 群馬県

1:29:12 20:3529 2009 新井 和良 アライ カズヨシ にじの家 群馬県

1:30:21 21:4430 1723 神戸 益太郎 カンベ マスタロウ 日亜鍛工 群馬県

1:31:23 22:4631 1269 熊倉 淳一 クマクラ ジュンイチ くまくらフレン 埼玉県

1:31:26 22:4932 1973 川端 恵司 カワバタ ケイジ 群馬県

1:31:48 23:1133 967 福田 薫 フクダ カオル 群馬県

1:31:56 23:1934 2240 中西　眞一 ナカニシ　シンイチ 栃木県

1:32:10 23:3335 1467 清水 茂 シミズ シゲル 群馬県

1:32:55 24:1836 1985 福田 和友 フクダ カズトモ スパゲティズ 群馬県

1:33:38 25:0137 1836 冨所 文夫 トドコロ フミオ 東京都

1:34:03 25:2638 1424 下田 達夫 シモダ タツオ サーモ 群馬県

1:34:08 25:3139 1320 五十嵐 英明 イガラシ ヒデアキ チームりんりん 東京都

1:34:11 25:3440 1843 山口 峰夫 ヤマグチ ミネオ 群馬県

1:34:28 25:5141 1402 石田 重夫 イシダ シゲオ 群馬県

1:34:30 25:5342 1408 上野 洋夫 ウエノ ナダオ 埼玉県

1:34:36 25:5943 2140 永井 安弘 ナガイ ヤスヒロ しんせき 群馬県

1:34:48 26:1144 2531 田中 正道 タナカ マサミチ ＭＯＮＴＶＩＴ 群馬県
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1:34:48 26:1145 1209 高橋 修 タカハシ オサム 群馬県

1:35:10 26:3346 1409 渡辺 暢和 ワタナベ ノブカズ ＣＣＹ 千葉県

1:35:57 27:2047 848 斉藤 輝雄 サイトウ テルオ 群馬県

1:36:06 27:2948 1403 今井 英策 イマイ エイサク 上毛レーシング 群馬県

1:36:09 27:3249 1190 山森　一幸 ヤマモリ　カズユキ 埼玉県

1:36:21 27:4450 3066 鈴木　昭男 スズキ　アキオ なるしまフレンド 東京都

1:37:06 28:2951 1307 星野 正幸 ホシノ マサユキ どんでん返し 埼玉県

1:37:44 29:0752 1953 二階堂　春美 ニカイドウ　ハルミ 福島県

1:37:45 29:0853 1274 小鮒 錠司 コブナ ジョウジ 埼玉県

1:38:08 29:3154 830 淡路 高久 アワジ タカヒサ 群馬県

1:38:23 29:4655 1275 滝沢 清隆 タキザワ キヨタカ 前橋ラグビーＳ 群馬県

1:38:35 29:5856 1838 山口 隆夫 ヤマグチ タカオ ディオス 東京都

1:40:10 31:3357 2509 飯塚 幸一 イイヅカ コウイチ 痛筋快足 群馬県

1:40:15 31:3858 1857 天堂 栄二 テンドウ エイジ 埼玉県

1:40:35 31:5859 2225 大野 信敏 オオノ ノブトシ 埼玉県

1:40:45 32:0860 1780 下田　哲男 シモダ　テツオ TETSU-JIN 群馬県

1:40:46 32:0961 2288 河俣 利夫 カワマタ トシオ 小田原一人旅 神奈川県

1:41:23 32:4662 2032 茂木 映治 モテギ エイジ ｉＣＯＮ 群馬県

1:41:54 33:1763 1259 星野 伸明 ホシノ ノブアキ 群馬県

1:42:07 33:3064 1221 高橋 陽一 タカハシ ヨウイチ 埼玉県

1:42:38 34:0165 2379 新井 睦朗 アライ ムツアキ 下３長寿会 群馬県

1:43:01 34:2466 2012 周東 則男 シュウトウ ノリオ 群馬県

1:43:13 34:3667 1432 桜井 誠 サクライ マコト 群馬県

1:43:48 35:1168 2297 岩崎 定男 イワサキ サダオ 信天翁 東京都

1:44:02 35:2569 2024 岡本 勉 オカモト ツトム チーム亀仙人 群馬県

1:44:11 35:3470 521 永井 国雄 ナガイ クニオ パナマレッズ 群馬県

1:44:23 35:4671 2421 栗原 芳国 クリハラ ヨシクニ 凸坊ＲＴ 埼玉県

1:45:27 36:5072 2094 舩田 博 フナダ ヒロシ ホボサイクル 栃木県

1:45:33 36:5673 1891 田中 実 タナカ ミノル 千葉県

1:45:34 36:5774 1222 田澤 勇夫 タザワ イサオ 埼玉県

1:46:00 37:2375 2703 斎藤 俊由紀 サイトウ トシユキ 富岡市吹ＴＴ 群馬県

1:46:11 37:3476 1818 松田　伊司夫 マツダ　イシオ 群馬県

1:46:13 37:3677 1958 荒木 建夫 アラキ タテオ 群馬県

1:46:23 37:4678 2644 岡田 茂 オカダ シゲル 群馬県

1:46:33 37:5679 2033 工藤 精高 クドウ キヨタカ 群馬県

1:47:39 39:0280 2351 武田 憲治 タケダ ケンジ コマツ 東京都

1:47:51 39:1481 2278 石坂 頼二 イシザカ ヨリジ バンバンクラブ 東京都

1:47:58 39:2182 2869 袴田 歩 ハカマタ アユミ 東京都

1:48:22 39:4583 2049 落 雅美 オチ マサミ 武蔵 東京都

1:49:09 40:3284 2705 谷 義夫 タニ ヨシオ 群馬県

1:50:02 41:2585 2439 生形 常行 ウブカタ ツネユキ 藤岡走ろう会 群馬県

1:50:12 41:3586 2460 中島　聖一 ナカジマ　セイイチ ちとせ美容室 群馬県

1:50:15 41:3887 1233 五十嵐 幸司 イガラシ コウジ チームヒジリ 群馬県

1:50:31 41:5488 2921 飯塚 和之 イイヅカ カズユキ ＯＪＩＭＡ 群馬県
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1:51:19 42:4289 2466 長岡　良雄 ナガオカ　ヨシオ 群馬県

1:51:45 43:0890 2534 田中 悦朗 タナカ エツロウ 群馬県

1:52:05 43:2891 2533 町田 順一 マチダ ジュンイチ 日本絹の里 群馬県

1:52:08 43:3192 3060 黒澤　徹 クロサワ　トオル 群馬県

1:52:24 43:4793 1779 渡邉　久夫 ワタナベ　ヒサオ 群馬県

1:52:39 44:0294 3077 飯嶋　和男 イイジマ　カズオ 群馬県

1:53:40 45:0395 2612 田野倉 勝則 タノクラ カツノリ 東京都

1:53:55 45:1896 2527 阿久沢 和夫 アクザワ カズオ 群馬県

1:54:23 45:4697 2777 池田 正樹 イケダ マサキ 群馬県

1:55:01 46:2498 2656 根本　健作 ネモト　ケンサク 荒川サイクリング 東京都

1:55:02 46:2599 2798 下田 育広 シモダ イクヒロ 群馬県

1:55:30 46:53100 2682 篠崎 和市 シノザキ ワイチ ルシュクル 群馬県

1:55:32 46:55101 2510 柳澤 一夫 ヤナギサワ カズオ かね八 埼玉県

1:55:38 47:01102 2260 安西　裕志 アンザイ　ヒロシ 神奈川県

1:55:59 47:22103 1513 浅川 雅孝 アサカワ マサタカ 東京都

1:56:00 47:23104 2693 吉田 伊知郎 ヨシダ イチロウ ＧＢ 群馬県

1:56:42 48:05105 2787 横倉 秀典 ヨコクラ ヒデノリ ＯＪＩＭＡ 群馬県

1:56:52 48:15106 3044 小暮　久 コグレ　ヒサシ チームこぐれ 群馬県

1:57:16 48:39107 2828 金井 建 カナイ タケシ 群馬県

1:57:32 48:55108 2670 阪本　正夫 サカモト　マサオ かね八 埼玉県

1:57:37 49:00109 2329 本間 覚 ホンマ サトル 本間歯科医院 群馬県

1:57:46 49:09110 1970 永井 誠 ナガイ マコト 川原ランナーズ 群馬県

1:57:48 49:11111 3139 星野 道憲 ホシノ ミチノリ 群馬県

1:58:04 49:27112 2699 小石 光幸 コイシ ミツユキ ベイシア健保 群馬県

1:58:15 49:38113 2176 新井 祐治 アライ ユウジ ハープ 群馬県

1:58:44 50:07114 3228 長島 勝人 ナガシマ カツヒト 群馬県

1:58:45 50:08115 1972 田島 公二 タジマ コウジ 埼玉県

1:58:56 50:19116 731 牧田　福蔵 マキタ　フクゾウ 埼玉県

1:59:07 50:30117 2680 鈴木　正和 スズキ　マサカズ 埼玉県

1:59:20 50:43118 1281 小林 茂則 コバヤシ シゲノリ 小川工業土木部 埼玉県

1:59:48 51:11119 1076 水野 成三郎 ミズノ セイザブロウ パナマレッズ 群馬県

1:59:51 51:14120 2962 三田 博之 ミタ ヒロユキ ダイヤゴム 栃木県

1:59:52 51:15121 2525 高橋 伸司 タカハシ シンジ 群馬県

2:00:08 51:31122 1956 金山 和昭 カナヤマ カズアキ どんでん返し 埼玉県

2:00:21 51:44123 2696 神倉 稔 カミクラ ミノル ミノムシ市川 群馬県

2:00:30 51:53124 2459 黒岩　晃 クロイワ　アキラ 群馬県

2:00:36 51:59125 987 行方　誠次 ナメカタ　セイジ TRCパナマレッズ 群馬県

2:01:04 52:27126 3359 中村 眞樹 ナカムラ マサキ 群馬県

2:01:10 52:33127 2498 辺見 修一 ヘンミ シュウイチ サンデン 栃木県

2:01:10 52:33128 3163 菊地 進 キクチ ススム チームキタサカ 福島県

2:01:22 52:45129 3069 槇　正治 マキ　マサハル 千葉県

2:04:28 55:51130 3054 松本　幸男 マツモト　ユキオ 群馬県

2:05:02 56:25131 3110 亀山　進 カメヤマ　ススム 上州バッカス 群馬県

2:05:15 56:38132 3108 相澤 則夫 アイザワ ノリオ 群馬県
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2:05:31 56:54133 2653 須田　孝一 スダ　コウイチ チームこぐれ 群馬県

2:07:03 58:26134 3146 藤原　光利 フジワラ　ミツトシ 群馬県

2:07:28 58:51135 4091 土屋　武司 ツチヤ　タケシ 埼玉県

2:07:42 59:05136 2571 清水 洋一 シミズ ヨウイチ グランデパール 群馬県

2:08:07 59:30137 3404 葛野 芳夫 クズノ ヨシオ 埼玉県

2:08:56 60:19138 2190 木村 正利 キムラ マサトシ チームヒジリ 群馬県

2:09:01 60:24139 3076 横田　隆一 ヨコタ　リュウイチ 群馬県

2:09:19 60:42140 3388 上野 寿男 ウエノ ヒサオ 群馬県

2:09:54 61:17141 2668 岩井　俊 イワイ　タカシ 群馬県

2:10:32 61:55142 3165 須藤 一良 ストウ カズヨシ とね輪クラブ 群馬県

2:10:32 61:55143 3260 柳田 裕 ヤナギダ ユタカ 下落合自転車ク 東京都

2:10:34 61:57144 3291 鈴木 久美 スズキ ヒサミ 群馬県

2:10:56 62:19145 2333 石原 靖夫 イシハラ ヤスオ 群馬県

2:11:15 62:38146 2807 近藤 豊行 コンドウ トヨユキ ロシナンテ 栃木県

2:11:50 63:13147 3475 孫國川 SUN/KUO-CHUAN

2:13:12 64:35148 3080 後閑　伊佐雄 ゴカン　イサオ 群馬県

2:13:28 64:51149 3107 石川 和俊 イシカワ カズトシ 渡辺建設 群馬県

2:14:37 66:00150 2816 小石 勝 コイシ マサル ホンダ学園 群馬県

2:14:43 66:06151 3055 長井　誠 ナガイ　マコト 群馬県

2:15:02 66:25152 3273 大塚 久 オオツカ ヒサシ はばたく会 群馬県

2:15:18 66:41153 3113 石田 哲美 イシダ テツミ レイバン 群馬県

2:15:28 66:51154 3340 岩﨑　利明 イワサキ　トシアキ 群馬県

2:20:00 71:23155 3296 梶川 恒男 カジカワ ツネオ 埼玉県

2:20:34 71:57156 3154 井上 次夫 イノウエ ツグオ ＣＣ林輪 山形県

2:20:56 72:19157 3227 岩崎 要 イワサキ カナメ 埼玉県

2:21:30 72:53158 2462 関根　尚一 セキネ　ヨシカズ 上毛レーシング 群馬県

2:22:26 73:49159 3048 岡田　武男 オカダ　タケオ GROOVY 群馬県

2:23:22 74:45160 2969 内田 義美 ウチダ ヨシミ 日本郵便関東 群馬県

2:23:34 74:57161 499 溝口 宏行 ミオグチ ヒロユキ ＴＲＣパナマ 新潟県

2:23:35 74:58162 486 清水 隆一 シミズ リュウイチ ＴＲＣパナマ 群馬県

2:23:39 75:02163 2499 大澤 徳恭 オオサワ ノリヤス ＢＭレーシング 千葉県

2:23:39 75:02164 493 浅香 哲也 アサカ テツヤ パナマレッズ 群馬県

2:24:14 75:37165 489 布施 一郎 フセ イチロウ パナマレッツ 群馬県

2:24:38 76:01166 2528 大手 俊明 オオテ トシアキ とね輪クラブ 群馬県

2:24:53 76:16167 3271 栗原 弘一 クリハラ コウイチ チームこぐれ 群馬県

2:24:58 76:21168 3353 高橋 英一 タカハシ ヒデカズ 群馬県

2:25:08 76:31169 2420 狩野 紹次 カノウ ショウジ 日立ＡＭＳ 群馬県

2:30:15 81:38170 2516 山田 勝則 ヤマダ カツノリ 埼玉県

2:30:43 82:06171 3101 堀口 久 ホリグチ ヒサシ ＧＢ 群馬県

2:36:12 87:35172 2180 多久 正家 タク マサイエ 埼玉県

2:36:16 87:39173 2569 恩田 成章 オンダ シゲアキ グランデパール 群馬県

2:37:14 88:37174 3115 藤崎 哲 フジサキ サトル 下落合自転車倶 東京都

2:37:28 88:51175 2359 川永 才人 カワナガ サイト 群馬県

2:41:30 92:53176 3416 吉沢 侑夫 ヨシザワ ユキオ 群馬県
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リザルト：一般男子Ｆ
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

2:44:18 95:41177 3180 清水 浩道 シミズ ヒロミチ 伊勢崎サイクル 群馬県

2:44:57 96:20178 3361 工藤 光行 クドウ ミツユキ 群馬県

2:48:23 99:46179 3276 渡辺 泰雄 ワタナベ ヤスオ あんずペダル 群馬県

3:07:48 119:11180 1703 斉藤 耕司 サイトウ コウジ 群馬県

3:10:21 121:44181 2361 黒田 輝 クロダ キ 群馬県
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