
リザルト：エキスパート男子グロス
2017/09/24    7:06:40 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

0:57:04 0:001 1 田村　篤志 タムラ　アツシ チームR&D 群馬県

0:57:35 0:312 25 青木　拓穂 アオキ　タクホ 群馬県

0:57:52 0:483 12 高橋 良太 タカハシ リョウタ ＣＯＷ群馬 群馬県

0:57:53 0:494 26 大野　拓也 オオノ　タクヤ 千葉県

0:58:09 1:055 31 会田 森 アイダ シン 太陽誘電 群馬県

0:58:36 1:326 10 小川 剛慶 オガワ ヨシノブ ぺだる小僧 栃木県

0:59:09 2:057 2 永塩 幸之介 ナガシオ コウノスケ 前橋育英高校 群馬県

0:59:10 2:068 11 永塩 実 ナガシオ ミノル βエンドルフィ 群馬県

0:59:28 2:249 13 内尾 知生 ウチオ トモキ チームカルプ 千葉県

0:59:31 2:2710 16 柳沢 利信 ヤナギサワ トシノブ βエンドルフィ 群馬県

0:59:47 2:4311 20 花田 研太 ハナダ ケンタ ＳＵＮＺＯＫＵ 大阪府

1:00:17 3:1312 21 菅原 隆吾 スガハラ リュウゴ 自在ＲＢ 神奈川県

1:00:36 3:3213 14 岩川 将人 イワカワ マサト βエンドルフィ 群馬県

1:01:01 3:5714 41 大澤 康生 オオサワ ヤスオ ＴＳＰ 群馬県

1:01:08 4:0415 22 高木 紀和 タカギ ノリカズ 自在 神奈川県

1:01:11 4:0716 35 北村　信幸 キタムラ　ノブユキ オンザロード 茨城県

1:01:13 4:0917 9 山本 隆 ヤマモト タカシ 信濃町郵便局 長野県

1:01:30 4:2618 30 配嶋 俊平 ハイジマ シュンペイ チームＣＢ 神奈川県

1:01:52 4:4819 19 谷 大樹 タニ ヒロキ 群馬大学 群馬県

1:01:53 4:4920 34 高橋 伸隆 タカハシ ノブタカ 桐生消防 群馬県

1:02:00 4:5621 29 新井 真一 アライ シンイチ ＳＩＧＥＮＡＬ 群馬県

1:02:10 5:0622 17 谷古宇 俊典 ヤコウ トシノリ 痩せろ 埼玉県

1:02:50 5:4623 32 遠藤 修 エンドウ オサム オンザロード 茨城県

1:02:52 5:4824 43 進藤 幸太 シンドウ コウタ 自在Ｒ＆Ｂ 東京都

1:02:56 5:5225 74 北村　翔太 キタムラ　ショウタ 群馬県

1:02:57 5:5326 42 佐藤 駿 サトウ シュン パナマレッズ 群馬県

1:03:31 6:2727 5 深谷 康玄 フカヤ ヤスハル 寺の息子 茨城県

1:03:48 6:4428 47 柳澤 涼介 ヤナギサワ リョウスケ チームへたれ 群馬県

1:03:55 6:5129 36 水落 美知雄 ミズオチ ミチオ ＣＯＷ 群馬県

1:04:19 7:1530 125 曽根　笙平 ソネ　ショウヘイ 高工自転車競技 群馬県

1:04:53 7:4931 3 栗原 武蔵 クリハラ ムサシ 前橋工業高校 群馬県

1:05:07 8:0332 37 横山 忠男 ヨコヤマ タダオ 群馬県

1:05:09 8:0533 104 桜井 雅之 サクライ マサユキ 群馬県

1:05:27 8:2334 24 吉田 健太郎 ヨシダ ケンタロウ 群馬県

1:05:32 8:2835 33 伊達 丈二 ダテ ジョウジ チームフィンズ 新潟県

1:05:58 8:5436 69 中島 直哉 ナカジマ ナオヤ ＣＳＴ 群馬県

1:06:02 8:5837 18 野田 慧太 ノダ ケイタ フォルツァ！ 茨城県

1:07:18 10:1438 52 斉藤 厚 サイトウ アツシ ナッカラーノ 群馬県

1:08:04 11:0039 40 吉澤 真二 ヨシザワ シンジ 前高特 群馬県

1:08:05 11:0140 61 橋谷 訓孝 ハシヤ ノリタカ 群馬県

1:08:41 11:3741 75 近藤 和史 コンドウ カズフミ ハープ 群馬県

1:09:05 12:0142 73 川島　幸起 カワシマ　コウキ 前橋工業高校 群馬県

1:09:20 12:1643 49 齊藤 徳聡 サイトウ ノリアキ スバルＲＴ 群馬県

1:09:29 12:2544 44 鬼形　卓弥 オニカタ　タクヤ COW 群馬県
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1:09:49 12:4545 4001 三上 玄 ミカミ ゲン フレンド商会 東京都

1:09:54 12:5046 54 竹田 昂 タケダ アキラ 神奈川県

1:10:26 13:2247 53 岩井 広充 イワイ ヒロミツ 東京都

1:10:31 13:2748 71 橋本 祐樹 ハシモト ユウキ 前橋南高校 群馬県

1:10:45 13:4149 82 長島 昭満 ナガシマ アキミツ 群馬県

1:10:49 13:4550 51 武藤 正芳 ムトウ マサヨシ ミノムシ市川 群馬県

1:10:49 13:4551 46 重田 健治 シゲタ ケンジ 上毛レーシング 群馬県

1:11:02 13:5852 50 尾形　昴隼 オガタ　タカトシ 前橋育英高校 群馬県

1:11:26 14:2253 134 中里見 健司 ナカサトミ ケンジ 高崎工業高校 群馬県

1:11:32 14:2854 38 増田 徹 マスダ トオル ホボレーシング 群馬県

1:11:36 14:3255 65 石井 悠惟 イシイ ユイ Ｓｗａｃｃｈｉ 千葉県

1:11:41 14:3756 62 平野 雄紀 ヒラノ ユウキ ＣＳＴ 群馬県

1:12:55 15:5157 64 堀部 健太 ホリベ ケンタ 群馬県

1:13:36 16:3258 102 柳岡 将人 ヤナオカ マサヒト 群馬県

1:13:44 16:4059 89 石塚 優太 イシヅカ ユウタ 彩北ツブラーゼ 埼玉県

1:13:49 16:4560 58 諸田 展明 モロタ ノブアキ パワーキッズ 群馬県

1:13:55 16:5161 57 山下 直 ヤマシタ スナオ 群馬県

1:14:20 17:1662 27 田村 知教 タムラ トモノリ 群馬県

1:14:50 17:4663 8 川上　高志 カワカミ　タカシ MIVRO 東京都

1:14:53 17:4964 45 山中 マナブ ヤマナカ マナブ ＴＲＣパナマ 群馬県

1:15:01 17:5765 97 田中 覚久 タナカ アキヒサ ＨＧＸｂａｔｔ 埼玉県

1:15:09 18:0566 107 對比地 章太 ツイヒヂ ショウタ 群馬県

1:15:25 18:2167 92 松本 芳朗 マツモト ヨシロウ べるえき 群馬県

1:15:43 18:3968 39 加野 達也 カノ タツヤ 群馬県

1:15:49 18:4569 56 森平 圭寿 モリダイラ ケイジュ クリフエッジ 群馬県

1:15:52 18:4870 99 若原 浩 ワカハラ ヒロシ ＮＦＣ 埼玉県

1:16:02 18:5871 81 木村 俊 キムラ シュン 東京都

1:16:24 19:2072 60 鈴木 克 スズキ マサル みさかサイクル 埼玉県

1:16:44 19:4073 78 土谷 祐行 ツチヤ ヒロユキ 超ランナーズ 埼玉県

1:17:35 20:3174 48 眞塩 広之 マシオ ヒロユキ Ｖａｌｅｏ 群馬県

1:17:46 20:4275 79 塚本 哲郎 ツカモト テツロウ 公立昭和病院 埼玉県

1:19:06 22:0276 105 松田 貴弘 マツダ タカヒロ 三和 群馬県

1:19:08 22:0477 112 梅原 悟 ウメハラ サトル 東京都

1:19:46 22:4278 135 飯塚 龍樹 イイヅカ リュウキ 高崎工業高校 群馬県

1:19:54 22:5079 66 羽生　哲裕 ハニュウ　テツヒロ 群馬ＶＷ＠ＴＫ 群馬県

1:20:08 23:0480 100 中西 純二 ナカニシ ジュンジ シンセキＲ 群馬県

1:20:24 23:2081 127 堀越 正敏 ホリコシ マサトシ 上毛レーシング 群馬県

1:20:30 23:2682 98 東 瑞貴 アズマ ミズタカ 神奈川県

1:20:34 23:3083 96 阿久澤 雄太 アクザワ ユウタ ＨＡＲＰ．ＲＣ 群馬県

1:22:00 24:5684 94 曽山 和之 ソヤマ カズユキ 埼玉県

1:22:24 25:2085 80 望月 阿郎 モチヅキ アロウ 東京都

1:22:32 25:2886 83 関根 漠文 セキネ ヒロフミ チームシンセキ 群馬県

1:23:29 26:2587 86 清水 一人 シミズ カズヒト アタック 群馬県

1:24:30 27:2688 63 岸部 勝利 キシベ カツトシ 富士機械ＣＲＴ 群馬県
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1:24:34 27:3089 72 島田　彰一 島田　ショウイチ 栃木県

1:25:37 28:3390 126 黛 敏治 マユズミ トシハル マック食品だよ 群馬県

1:25:41 28:3791 90 須藤 裕二郎 ストウ ユウジロウ 伊勢崎工業高校 群馬県

1:25:41 28:3792 85 塩野 誠心 シオノ セイシン 前橋工業高校 群馬県

1:25:49 28:4593 111 大塚　一男 オオツカ　カズオ リアルR.T 群馬県

1:27:20 30:1694 87 金子 亮太郎 カネコ リョウタロウ 栃木県

1:27:31 30:2795 129 蟹江 範卓 カニエ ノリタカ ノバルティス 埼玉県

1:28:34 31:3096 115 塚越 雅之 ツカゴシ マサユキ アタック 群馬県

1:29:26 32:2297 122 高橋 誠 タカハシ マコト アタック 群馬県

1:29:28 32:2498 88 横山　雅人 ヨコヤマ　マサト チームONC 群馬県

1:33:08 36:0499 123 松田 恭彰 マツダ ヤスアキ 群馬県

1:33:13 36:09100 9001 岡上　準 オカジョウ　ジュン 群馬県

1:34:16 37:12101 118 坂田 秀雄 サカタ ヒデオ からっ風 群馬県

1:36:50 39:46102 95 石井 正樹 イシイ マサキ 鹿島建設 埼玉県

1:38:01 40:57103 133 久保田 正 クボタ マサシ 伊勢崎工業高校 群馬県

1:45:08 48:04104 108 矢野 達也 ヤノ タツヤ 高崎工業高校 群馬県

1:45:51 48:47105 84 奈良原 佳幸 ナラハラ ヨシユキ 前橋工業 群馬県

1:48:54 51:50106 131 岡田 雄気 オカダ ユウキ 群馬県

1:55:15 58:11107 128 片桐 哲夫 カタギリ テツオ プロッズ 東京都

1:57:14 60:10108 68 小堀 拓歩 コボリ タクホ 伊勢崎工業学校 群馬県

2:08:23 71:19109 110 森田 悠聖 モリタ ユウセイ 群馬高専 群馬県

Page: 3 / 32017/9/24 12:02:48  POWERTAG by Matrix-Inc 


