
順位 ナンバー 氏　　名 氏名（ｶﾅ) 記録（ｸﾞﾛｽﾀｲﾑ）所属クラブ

第3回まえばし赤城山ヒルクライム  (種目別順位一覧） 2013年9月29日

エキスパート男子

都道府県名

14 宮本　賢一 ﾐﾔﾓﾄ ｹﾝｲﾁ  0:56:23モンテラック1 福島県

61 大久保　知史 ｵｵｸﾎﾞ ﾄﾓﾌﾐ  0:56:25チーム亀風2 埼玉県

104 大野　拓也 ｵｵﾉ ﾀｸﾔ  0:57:32ＭＯＲＩＫ3 千葉県

170 小山田　智也 ｵﾔﾏﾀﾞ ﾄﾓﾔ  0:57:38SUBARU　RT4 群馬県

48 内尾　知生 ｳﾁｵ ﾄﾓｷ  0:58:38ＩＬＣ5 千葉県

98 田村　篤志 ﾀﾑﾗ ｱﾂｼ  0:59:14チームＲ＆Ｄ6 群馬県

43 中井　雄策 ﾅｶｲ ﾕｳｻｸ  0:59:17ＴＲＣパナマ7 群馬県

169 宮崎　新一 ﾐﾔｻﾞｷ ｼﾝｲﾁ  0:59:328 埼玉県

60 岩川　将人 ｲﾜｶﾜ ﾏｻﾄ  1:00:149 群馬県

166 石井　駿平 ｲｼｲ ｼｭﾝﾍﾟｲ  1:01:5310 群馬県

6 原田　亮 ﾊﾗﾀﾞ ｱｷﾗ  1:02:12ナッカラーノ11 群馬県

106 小川　剛慶 ｵｶﾞﾜ ﾖｼﾉﾌﾞ  1:02:30ＢＣ　ＫＯＺＯ12 栃木県

78 遠藤　健太 ｴﾝﾄﾞｳ ｹﾝﾀ  1:02:35チームフィンズ13 新潟県

55 佐藤　秀和 ｻﾄｳ ﾋﾃﾞｶｽﾞ  1:02:46ラバノア14 埼玉県

74 虎谷　伸一 ﾄﾗﾔ ｼﾝｲﾁ  1:02:5615 東京都

103 神宮　則由 ｼﾞﾝｸﾞｳ ﾉﾘﾖｼ  1:03:12ナッカラーノ16 群馬県

134 高橋　大吉 ﾀｶﾊｼ ﾀﾞｲｷﾁ  1:03:16ＳＨＯＷＡ17 秋田県

125 狩野　愛気 ｶﾉ ｱｲｷ  1:03:17ミノムシ市川18 群馬県

162 田村　武士 ﾀﾑﾗ ﾀｹｼ  1:03:1819 新潟県

100 柳沢　利信 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾄｼﾉﾌﾞ  1:03:20ナッカラ－ノ20 群馬県

50 大澤　哲也 ｵｵｻﾜ ﾃﾂﾔ  1:03:24ＫＲＴ21 群馬県

44 田村　知教 ﾀﾑﾗ ﾄﾓﾉﾘ  1:04:0722 群馬県

3 菊地　慶一郎 ｷｸﾁ ｹｲｲﾁﾛｳ  1:04:12チーム匠23 群馬県

65 藤原　勲 ﾌｼﾞﾜﾗ ｲｻｵ  1:04:14ダイシャリン24 秋田県

117 中澤　知典 ﾅｶｻﾞﾜ ﾄﾓﾉﾘ  1:04:17ディライトバイ25 群馬県

126 会田　森 ｱｲﾀﾞ ｼﾝ  1:04:18太陽誘電26 群馬県

2 野崎　尚文 ﾉｻﾞｷ ﾅｵﾌﾐ  1:04:19三条輪友会27 新潟県

80 橋本　貴之 ﾊｼﾓﾄ ﾀｶﾕｷ  1:04:4828 静岡県

132 引田　直希 ﾋｷﾀ ﾅｵｷ  1:04:57ｇｐｋ29 群馬県

109 小関　寛 ｺｾｷ ﾋﾛｼ  1:05:1930 徳島県

5 菅根　利明 ｽｶﾞﾈ ﾄｼｱｷ  1:05:30ナッカラーン31 群馬県

67 望月　阿郎 ﾓﾁﾂﾞｷ ｱﾛｳ  1:05:5032 群馬県

46 岡　俊太郎 ｵｶ ｼｭﾝﾀﾛｳ  1:05:53ちぃーむ玉城33 東京都

146 梶間　範幸 ｶｼﾞﾏ ﾉﾘﾕｷ  1:05:5634 群馬県

127 大島　浩明 ｵｵｼﾏ ﾋﾛｱｷ  1:06:06チーム・Ｙ35 千葉県

152 大谷　栄 ｵｵﾀﾆ ｻｶｴ  1:06:0736 群馬県

114 加野　達也 ｶﾉ ﾀﾂﾔ  1:06:09チームＧＭＣ37 群馬県

151 渋谷　智一 ｼﾌﾞﾔ ﾄﾓｲﾁ  1:06:3538 群馬県

77 栗原　旭 ｸﾘﾊﾗ ｱｻﾋ  1:06:38ピンクももひき39 群馬県

142 山下　直 ﾔﾏｼﾀ ｽﾅｵ  1:06:4940 群馬県

64 諸田　展明 ﾓﾛﾀ ﾉﾌﾞｱｷ  1:06:51パワーキッズ41 群馬県

123 須藤　広志 ｽﾄｳ ﾋﾛｼ  1:06:55チーム匠42 群馬県

27 橋本　誠司 ﾊｼﾓﾄ ｾｲｼﾞ  1:07:27チーム群電43 群馬県

139 渡辺　将大 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾋﾛ  1:07:3944 群馬県

112 白石　雅也 ｼﾗｲｼ ﾏｻﾔ  1:07:41パワーキッズ45 群馬県

133 中山　朝日 ﾅｶﾔﾏ ｱｻﾋ  1:07:47信州大学46 群馬県

33 岡田　峻甫 ｵｶﾀﾞ ﾀｶﾓﾄ  1:07:47チームＢＦ47 群馬県

301 平田　久仁枝 ﾋﾗﾀ ｸﾆｴ  1:07:4948 群馬県

122 山中　智裕 ﾔﾏﾅｶ ﾄﾓﾋﾛ  1:08:12前橋高校49 群馬県

94 関野　隆 ｾｷﾉ ﾀｶｼ  1:08:37ことぶきＷＫＳ50 埼玉県
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順位 ナンバー 氏　　名 氏名（ｶﾅ) 記録（ｸﾞﾛｽﾀｲﾑ）所属クラブ

第3回まえばし赤城山ヒルクライム  (種目別順位一覧） 2013年9月29日

エキスパート男子

都道府県名

34 若原　浩 ﾜｶﾊﾗ ﾋﾛｼ  1:08:57ナスファン51 埼玉県

144 三俣　雄佑 ﾐﾂﾏﾀ ﾕｳｽｹ  1:09:1052 長野県

57 渋谷　明 ｼﾌﾞﾔ ｱｷﾗ  1:09:27ＴＲＣパナマ53 群馬県

11 横山　忠男 ﾖｺﾔﾏ ﾀﾀﾞｵ  1:09:3154 群馬県

31 栗田　大輝 ｸﾘﾀ ﾀﾞｲｷ  1:09:32ＧＲＯＯＶＹ55 群馬県

73 伊達　丈二 ﾀﾞﾃ ｼﾞｮｳｼﾞ  1:09:39チームフィンズ56 新潟県

25 森平　圭寿 ﾓﾘﾀﾞｲﾗ ｹｲｼﾞｭ  1:09:55クリフエッジ57 群馬県

113 角谷　文章 ｶﾄﾞﾔ ﾌﾐｱｷ  1:10:42ＨＡＲＰ．ＲＣ58 群馬県

28 二本松　豊 ﾆﾎﾝﾏﾂ ﾕﾀｶ  1:10:55ナッカラーノ59 群馬県

149 平形　元治 ﾋﾗｶﾀ ｹﾞﾝｼﾞ  1:11:1160 群馬県

7 村岡　優年 ﾑﾗｵｶ ﾏｻﾄｼ  1:11:13ウープス梅しば61 群馬県

53 岩井　広充 ｲﾜｲ ﾋﾛﾐﾂ  1:11:1862 東京都

167 小池　匠 ｺｲｹ ﾀｸﾐ  1:11:4663 群馬県

70 内海　祐吾 ｳﾂﾐ ﾕｳｺﾞ  1:12:0364 群馬県

19 森　久 ﾓﾘ ﾋｻｼ  1:12:08ＰＫ65 千葉県

140 青井　慎吾 ｱｵｲ ｼﾝｺﾞ  1:12:4266 神奈川県

41 阿部　秀昭 ｱﾍﾞ ﾋﾃﾞｱｷ  1:12:43バニホ67 東京都

79 高橋　伸 ﾀｶﾊｼ ｼﾝ  1:12:52吉岡町教委68 群馬県

30 生水　康仁 ｼｮｳｽﾞ ｺｳｼﾞ  1:13:00チームＢＦ69 群馬県

10 西尾　光太郎 ﾆｼｵ ｺｳﾀﾛｳ  1:13:14手賀バーズ70 茨城県

163 梅澤　繁 ｳﾒｻﾞﾜ ｼｹﾞﾙ  1:13:3071 群馬県

40 川端　佳憲 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾖｼﾉﾘ  1:13:35チーム匠72 群馬県

154 手島　志誠 ﾃｼﾞﾏ ﾕｷﾉﾘ  1:13:5573 群馬県

91 武田　信治 ﾀｹﾀﾞ ｼﾝｼﾞ  1:13:56ＢＲＩＤＧＥＦ74 群馬県

160 三好　恵一郎 ﾐﾖｼ ｹｲｲﾁﾛｳ  1:14:0975 群馬県

99 高山　祥平 ﾀｶﾔﾏ ｼｮｳﾍｲ  1:14:14ＢＲＩＤＧＥＦ76 群馬県

150 相澤　和也 ｱｲｻﾞﾜ ｶｽﾞﾔ  1:14:2377 群馬県

71 星野　昌昭 ﾎｼﾉ ﾏｻｱｷ  1:14:40チーム匠78 群馬県

12 前川　俊介 ﾏｴｶﾜ ｼｭﾝｽｹ  1:14:41スバル自転車部79 群馬県

119 石井　三郎 ｲｼｲ ｻﾌﾞﾛｳ  1:14:43川越ＲＣ80 埼玉県

110 吉井　俊博 ﾖｼｲ ﾄｼﾋﾛ  1:14:48スバル81 群馬県

111 丸橋　慧 ﾏﾙﾊｼ ｱｷﾗ  1:14:52前橋高校82 群馬県

97 宮田　篤史 ﾐﾔﾀ ｱﾂｼ  1:14:5783 千葉県

137 磯　佳吾 ｲｿ ｹｲｺﾞ  1:15:06ＤＢＣですよ！84 群馬県

62 間庭　良浩 ﾏﾆﾜ ﾖｼﾋﾛ  1:15:10チームＲ＆Ｄ85 群馬県

101 神子澤　信彦 ﾐｺｻﾞﾜ ﾉﾌﾞﾋｺ  1:15:13ＢＲＩＤＧＥＦ86 群馬県

72 茂木　淳 ﾓｷﾞ ｱﾂｼ  1:15:37ＧＲＯＯＶＹ87 群馬県

89 廣野　正也 ﾋﾛﾉ ﾏｻﾔ  1:15:39カネコイングス88 東京都

51 藤野　雅則 ﾌｼﾞﾉ ﾏｻﾉﾘ  1:15:40カスリン台風89 埼玉県

8 大石　斉 ｵｵｲｼ ﾋﾄｼ  1:15:44リベルタス90 栃木県

108 曽山　和之 ｿﾔﾏ ｶｽﾞﾕｷ  1:15:4591 埼玉県

16 西形　広之 ﾆｼｶﾀ ﾋﾛﾕｷ  1:15:52ＴＲＣパナマ92 群馬県

9 安本　健二 ﾔｽﾓﾄ ｹﾝｼﾞ  1:16:02ミツバ自転車部93 群馬県

147 薗部　崇 ｿﾉﾍﾞ ﾀｶｼ  1:16:0694 茨城県

157 山田　武 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｹｼ  1:16:1395 群馬県

85 小菅　智志 ｺｽｹﾞ ｻﾄｼ  1:16:2596 群馬県

145 上泉　俊雄 ｶﾐｲｽﾞﾐ ﾄｼｵ  1:16:2697 神奈川県

168 谷川　智明 ﾀﾆｶﾞﾜ ﾁｱｷ  1:16:4598 群馬県

84 鈴木　拓真 ｽｽﾞｷ ﾀｸﾏ  1:16:46木曜会99 群馬県

155 石川　雅望 ｲｼｶﾜ ﾏｻﾓﾁ  1:17:20100 群馬県
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順位 ナンバー 氏　　名 氏名（ｶﾅ) 記録（ｸﾞﾛｽﾀｲﾑ）所属クラブ
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エキスパート男子

都道府県名

49 町田　紀人 ﾏﾁﾀﾞ ﾉﾘﾋﾄ  1:17:32ＨＡＲＰ101 群馬県

116 羽生　哲裕 ﾊﾆｭｳ ﾃﾂﾋﾛ  1:18:06ディライトバイ102 群馬県

68 石田　真悟 ｲｼﾀﾞ ｼﾝｺﾞ  1:18:06チーム群電103 神奈川県

45 菅沼　弘孝 ｽｶﾞﾇﾏ ﾋﾛﾕｷ  1:18:22ポレポレ104 群馬県

39 森村　貴紘 ﾓﾘﾑﾗ ﾀｶﾋﾛ  1:19:23パナマレッズ105 群馬県

143 倉林　政幸 ｸﾗﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾕｷ  1:19:44106 群馬県

76 岡上　準 ｵｶｼﾞｮｳ ｼﾞｭﾝ  1:20:16デライトバイク107 群馬県

69 大塚　一男 ｵｵﾂｶ ｶｽﾞｵ  1:21:13リアルＲ・Ｔ108 群馬県

58 石倉　建也 ｲｼｸﾗ ｹﾝﾔ  1:21:43パナマレッズ109 群馬県

75 井埜　正明 ｲﾉ ﾏｻｱｷ  1:21:45110 群馬県

161 神戸　寿夫 ｶﾝﾍﾞ ﾄｼｵ  1:22:08111 群馬県

17 石井　正樹 ｲｼｲ ﾏｻｷ  1:22:10鹿島建設㈱112 埼玉県

66 新井　康希 ｱﾗｲ ﾔｽｷ  1:22:20ＧＲＯＯＶＹ113 群馬県

124 黛　敏治 ﾏﾕｽﾞﾐ ﾄｼﾊﾙ  1:22:21マック食品114 群馬県

35 山口　聖一 ﾔﾏｸﾞﾁ ｾｲｲﾁ  1:22:28セマスレーシン115 千葉県

130 米盛　匡輔 ﾖﾈﾓﾘ ｷｮｳｽｹ  1:22:32116 埼玉県

52 西村　浩二 ﾆｼﾑﾗ ｺｳｼﾞ  1:22:36チーム　ミラノ117 埼玉県

105 山藤　雅幸 ｻﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾕｷ  1:22:43118 栃木県

82 武田　守令 ﾀｹﾀﾞ ﾓﾘﾖｼ  1:23:00119 群馬県

22 下山　智庸 ｼﾓﾔﾏ ﾄﾓﾂﾈ  1:23:00120 群馬県

26 吉崎　晃禎 ﾖｼｻﾞｷ ｱｷﾖｼ  1:24:58パナマレッズ121 群馬県

131 深澤　知章 ﾌｶｻﾜ ﾄﾓｱｷ  1:25:04ＴＲＣパナマ122 群馬県

15 清水　隆一 ｼﾐｽﾞ ﾘｭｳｲﾁ  1:25:18パナマレッズ123 群馬県

135 土屋　大貴 ﾂﾀﾔ ﾀﾞｲｷ  1:25:35埼玉県124 東京都

18 森山　伸也 ﾓﾘﾔﾏ ｼﾝﾔ  1:26:05ＴＲＣパナマ125 群馬県

159 石川　正志 ｲｼｶﾜ ﾏｻｼ  1:26:11126 群馬県

120 鈴木　広邦 ｽｽﾞｷ ﾋﾛｸﾆ  1:27:36グルービー127 群馬県

4 名雲　純一 ﾅｸﾞﾓ ｼﾞｭﾝｲﾁ  1:27:52ナッカラーノ128 群馬県

141 鈴木　克 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾙ  1:28:06129 埼玉県

115 山口　将司 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｻｼ  1:28:45130 群馬県

156 矢口　啓一郎 ﾔｸﾞﾁ ｹｲｲﾁﾛｳ  1:29:57131 群馬県

158 田村　真広 ﾀﾑﾗ ﾏｻﾋﾛ  1:30:58132 群馬県

54 櫻井　諭 ｻｸﾗｲ ｻﾄｼ  1:31:49133 神奈川県

95 野田　忠広 ﾉﾀﾞ ﾀﾀﾞﾋﾛ  1:32:48木曜会134 群馬県

128 三宅　大輔 ﾐﾔｹ ﾀﾞｲｽｹ  1:33:13自転車同好会135 東京都

102 中村　隆志 ﾅｶﾑﾗ ﾀｶｼ  1:33:23136 群馬県

136 遠藤　健二 ｴﾝﾄﾞｳ ｹﾝｼﾞ  1:33:36137 群馬県

138 鬼形　明浩 ｵﾆｶﾀ ｱｷﾋﾛ  1:34:39138 群馬県

92 中村　陽一 ﾅｶﾑﾗ ﾖｳｲﾁ  1:35:33139 群馬県

56 田上　喜裕 ﾀﾉｶﾐ ﾖｼﾋﾛ  1:36:33140 埼玉県

118 小松　正 ｺﾏﾂ ﾀﾀﾞｼ  1:37:31141 栃木県

93 水見　暢志 ﾐｽﾞﾐ ﾏｻｼ  1:37:51ＲＩＮＦＩＮＩ142 千葉県

37 井瀧　健 ｲﾀｷ ｹﾝ  1:38:44人形町銀輪143 東京都

1 鈴木　英紀 ｽｽﾞｷ ﾋﾃﾞﾉﾘ  1:40:51ＪＲ高崎144 埼玉県

83 原田　一美 ﾊﾗﾀﾞ ｶｽﾞﾐ  1:41:13ＡＬＰ145 埼玉県

165 大城　呂介 ｵｵｼﾛ ﾄﾓﾕｷ  1:41:54146 群馬県

164 気谷　淳一 ｷﾀﾆ ｼﾞｭﾝｲﾁ  1:44:08147 千葉県

20 平澤　壽信 ﾋﾗｻﾜ ﾄｼﾉﾌﾞ  1:44:31グランデパール148 群馬県

13 星野　敬一 ﾎｼﾉ ｹｲｲﾁ  1:47:07149 群馬県

23 町田　雅広 ﾏﾁﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ  1:49:17アルトピアノ150 埼玉県

Official Timer & Result By 計測工房



順位 ナンバー 氏　　名 氏名（ｶﾅ) 記録（ｸﾞﾛｽﾀｲﾑ）所属クラブ

第3回まえばし赤城山ヒルクライム  (種目別順位一覧） 2013年9月29日

エキスパート男子

都道府県名

24 布施　一郎 ﾌｾ ｲﾁﾛｳ  1:49:19ＴＲＣパナマレ151 群馬県

29 小野　智一 ｵﾉ ﾄﾓｶｽﾞ  1:51:11152 埼玉県

96 天沼　卓也 ｱﾏﾇﾏ ﾀｸﾔ  1:53:04ＲＤＢ153 神奈川県

59 田中　貴支 ﾀﾅｶ ﾀｶｼ  1:59:55富士登山部154 群馬県

90 小山　秀穂 ｺﾔﾏ ﾋﾃﾞﾎ  2:25:29155 群馬県

Official Timer & Result By 計測工房


