
【競技結果／ 榛名湖コース　チーム戦 】

順位 チーム記録所属チーム チームメンバーNo. 個人記録

RptHead

開催日 :  2018/05/20

1 2033 松下　成章
2:03:05.954

ＭＩＶＲＯ～新参者たち～ ﾏﾂｼﾀ ﾅﾙｱｷ
タイサム　ジョン ﾀｲｻﾑ ｼﾞｮﾝ2125

(  39:43.247)
(  42:09.049)

倉垣　龍星 ｸﾗｶﾞｷ ﾘｭｳｾｲ2130 (  41:13.658)

2 2095 茂野　洋介
2:03:16.778

βエンドルフィン ｼｹﾞﾉ ﾖｳｽｹ
長倉　慎之介 ﾅｶﾞｸﾗ ｼﾝﾉｽｹ2004

(  41:19.115)
(  41:16.687)

久保田　新一 ｸﾎﾞﾀ ｼﾝｲﾁ2066 (  40:40.976)

3 2074 西條　雅之
2:03:35.414

Team ZWC ｻｲｼﾞｮｳ ﾏｻﾕｷ
三上　倫生 ﾐｶﾐ ﾄﾓｷ2102

(  40:23.527)
(  42:16.658)

池田　隆人 ｲｹﾀﾞ ﾀｶﾄ2065 (  40:55.229)

4 2003 高橋　英文
2:05:19.929

群馬自転車部アレグロ ﾀｶﾊｼ ﾋﾃﾞﾌﾐ
大澤　康生 ｵｵｻﾜ ﾔｽｵ2242

(  39:53.185)
(  40:25.640)

榎本　達也 ｴﾉﾓﾄ ﾀﾂﾔ2200 (  45:01.104)

5 2010 谷口　弘晃
2:07:09.823

Iris自転車部 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾋﾛｱｷ
花田　俊太 ﾊﾅﾀﾞ ｼｭﾝﾀ2075

(  42:17.270)
(  44:55.483)

井上　周 ｲﾉｳｴ ｼｭｳ2133 (  39:57.070)

6 2358 山田　英勝
2:09:02.606

ＣＯＷＧＵＭＭＡ Ａ ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾃﾞｶﾂ
塚越　強 ﾂｶｺﾞｼ ﾂﾖｼ2128

(  43:48.027)
(  41:55.636)

五十嵐　広至 ｲｶﾞﾗｼ ﾋﾛｼ2105 (  43:18.943)

7 2100 木村　博志
2:09:37.533

原始人ブラザーズ ｷﾑﾗ ﾋﾛｼ
濱田　浩孝 ﾊﾏﾀﾞ ﾋﾛﾀｶ2098

(  42:06.132)
(  43:24.326)

清水　雅人 ｼﾐｽﾞ ﾏｻﾄ2099 (  44:07.075)

8 19 栗原　武蔵
2:09:56.563

Team プロテイン次郎 ｸﾘﾊﾗ ﾑｻｼ
渡辺　渓太郎 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲﾀﾛｳ47

(  44:40.782)
(  45:59.318)

永塩　幸之介 ﾅｶﾞｼｵ ｺｳﾉｽｹ10 (  39:16.463)

9 2219 川田　翔太
2:10:53.931

フレーチャ　中学生選抜Ａ ｶﾜﾀﾞ ｼｮｳﾀ
秋田　圭佑 ｱｷﾀ ｹｲｽｹ2087

(  44:50.260)
(  44:08.394)

堀江　一葉 ﾎﾘｴ ｶｽﾞﾊ2234 (  41:55.277)

10 2143 我妻　暁
2:13:22.045

ＴＥＡＭ ＷＡＮＧＵＮ ｱﾂﾞﾏ ｱｷﾗ
藤田　丈晴 ﾌｼﾞﾀ ﾄﾓﾊﾙ2144

(  42:28.122)
(  44:53.118)

高田　賢一 ﾀｶﾀﾞ ｹﾝｲﾁ2142 (  46:00.805)

11 5107 真下　昌久
2:13:27.416

髪人～絶輪～ ﾏｼﾓ ｱｷﾋｻ
櫻井　善康 ｻｸﾗｲ ﾖｼﾔｽ2187

(  49:13.130)
(  41:13.223)

荒川　修一 ｱﾗｶﾜ ｼｭｳｲﾁ2270 (  43:01.063)

12 2119 土方　宏一郎
2:19:57.612

バイシクルフェローＴ１ ﾋｼﾞｶﾀ ｺｳｲﾁﾛｳ
築城　賢司 ﾂｲｷ ｹﾝｼﾞ2214

(  46:36.123)
(  45:27.097)

久保　祐介 ｸﾎﾞ ﾕｳｽｹ2220 (  47:54.392)

13 2340 今関　大輔
2:27:00.971

チーム キイロイトリ ｲﾏｾﾞｷ ﾀﾞｲｽｹ
野村　健治 ﾉﾑﾗ ｹﾝｼﾞ2364

(  47:36.648)
(  51:43.578)

三浦　和浩 ﾐｳﾗ ｶｽﾞﾋﾛ2333 (  47:40.745)

14 7227 浅川　友祐
2:28:53.180

群馬大学サイクリング部 ｱｻｶﾜ ﾕｳｽｹ
須賀　亮文 ｽｶﾞ ｱｷﾌﾐ2245

(  52:52.115)
(  48:28.056)

犬飼　英志 ｲﾇｶｲ ｴｲｼﾞ3024 (  47:33.009)

15 7399 吉田　悠之介
2:30:06.851

アウトバーン御殿場 ﾖｼﾀﾞ ﾕｳﾉｽｹ
湯浅　博貴 ﾕｱｻ ﾋﾛﾀｶ2084

(  48:26.275)
(  39:57.901)

橋本　海 ﾊｼﾓﾄ ｶｲ2411 (1:01:42.675)
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【競技結果／ 榛名湖コース　チーム戦 】

順位 チーム記録所属チーム チームメンバーNo. 個人記録

RptHead

開催日 :  2018/05/20

16 4113 岩渕　史剛
2:30:42.533

GWCCープレステージー ｲﾜﾌﾞﾁ ﾌﾐﾀｹ
高田　誠 ﾀｶﾀﾞ ﾏｺﾄ3097

(  54:25.875)
(  45:32.026)

永井　政行 ﾅｶﾞｲ ﾏｻﾕｷ2394 (  50:44.632)

17 2163 田中　宏司
2:32:18.188

チームＲ＆Ｄ ﾀﾅｶ ﾋﾛｼ
間庭　良浩 ﾏﾆﾜ ﾖｼﾋﾛ2368

(  44:19.675)
(  46:14.276)

野谷　シュンスケ ﾉﾀﾆ ｼｭﾝｽｹ4344 (1:01:44.237)

18 5154 桜井　善弘
2:33:18.468

髪人 男根岩 崇拝 ｻｸﾗｲ ﾖｼﾋﾛ
荒木　信也 ｱﾗｷ ｼﾝﾔ5161

(  50:22.238)
(  52:57.679)

千葉　直彦 ﾁﾊﾞ ﾅｵﾋｺ5122 (  49:58.551)

19 107 塚田　拓海
2:36:00.740

Team LILAS ﾂｶﾀﾞ ﾀｸﾐ
橋本　祐樹 ﾊｼﾓﾄ ﾕｳｷ111

(  55:16.948)
(  51:49.381)

小寺　玲 ｺﾃﾞﾗ ﾚｲ112 (  48:54.411)

20 4223 野中　秀恒
2:37:37.051

ＴＳＴＥＣＨ自転車部 ﾉﾅｶ ﾋﾃﾞﾂﾈ
永澤　直人 ﾅｶﾞｻﾜ ﾅｵﾄ4225

(  51:07.492)
(  49:56.723)

宮脇　和也 ﾐﾔﾜｷ ｶｽﾞﾔ4224 (  56:32.836)

21 5084 有賀　元気
2:39:12.528

髪人 ー曲者ー ｱﾙｶﾞ ｹﾞﾝｷ
小森谷　剛文 ｺﾓﾘﾔ ﾀｹﾌﾐ5155

(  50:35.070)
(  53:22.943)

町田　英昭 ﾏﾁﾀﾞ ﾋﾃﾞｱｷ5202 (  55:14.515)

22 5159 森川　昭文
2:52:29.482

BEANS　IN　髪人 ﾓﾘｶﾜ ｱｷﾌﾐ
古川　浩 ﾌﾙｶﾜ ﾋﾛｼ5153

(  51:36.490)
(1:06:31.892)

石川　光希 ｲｼｶﾜ ｺｳｷ5006 (  54:21.100)

23 4083 宇田　陽一
2:56:07.185

Tehepelo BOM ｳﾀﾞ ﾖｳｲﾁ
前田　浩史 ﾏｴﾀﾞ ﾋﾛﾌﾞﾐ5298

(  56:30.675)
(1:05:37.630)

原田　真志 ﾊﾗﾀﾞ ﾏｻｼ4365 (  53:58.880)

24 3253 飯塚　稔
2:56:14.245

ヨシモトポール ｲｲﾂﾞｶ ﾐﾉﾙ
深沢　英喜 ﾌｶｻﾜ ﾋﾃﾞｷ7217

(  54:16.349)
(1:09:32.894)

新井　雄太 ｱﾗｲ ﾕｳﾀ3144 (  52:25.002)

25 4235 吉田　隆太
2:58:24.501

チーム サルーテ川越 ﾖｼﾀﾞ ﾘｭｳﾀ
小鹿野　健一 ｵｶﾞﾉ ｹﾝｲﾁ14031

(  48:57.984)
(1:14:50.159)

金札　啓佑 ｶﾅﾌﾀﾞ ｹｲｽｹ13099 (  54:36.358)

26 8161 佐藤　浩行
3:00:26.879

ＧｒｅｅｅｎＬｉｇｈｔｓ ｻﾄｳ ﾋﾛﾕｷ
佐藤　彰馬 ｻﾄｳ ｼｮｳﾏ8189

(  48:34.631)
(  53:22.211)

田口　星人 ﾀｸﾞﾁ ﾎｼﾄ8229 (1:18:30.037)

27 9046 相馬　恵介
3:02:29.670

チームきへん ｿｳﾏ ｹｲｽｹ
桐生　雅大 ｷﾘｭｳ ﾏｻﾋﾛ7043

(  50:03.593)
(1:12:04.213)

清村　一樹 ｼﾑﾗ ｶｽﾞｷ7096 (1:00:21.864)

28 3149 小林　祐介
3:03:01.736

GSFireWheels ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｽｹ
小林　利行 ｺﾊﾞﾔｼ ﾄｼﾕｷ3047

(  53:49.909)
(  56:28.252)

八月朔日　健一 ﾎｵｽﾞﾐ ｹﾝｲﾁ11185 (1:12:43.575)

29 9342 青木　秀雄
3:06:22.922

ノーセンシズ千葉組 ｱｵｷ ﾋﾃﾞｵ
植田　祐史 ｳｴﾀﾞ ﾕｳｼﾞ9343

(1:00:47.610)
(  59:21.290)

菊地　裕暁 ｷｸﾁ ﾋﾛｱｷ9346 (1:06:14.022)

30 8411 開　保
3:07:39.323

鉄の運び屋 ﾋﾗｷ ﾀﾓﾂ
斉藤　丈太郎 ｻｲﾄｳ ｼﾞｮｳﾀﾛｳ9111

(1:02:15.883)
(1:02:59.765)

佐藤　祐二 ｻﾄｳ ﾕｳｼﾞ8474 (1:02:23.675)
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【競技結果／ 榛名湖コース　チーム戦 】

順位 チーム記録所属チーム チームメンバーNo. 個人記録

RptHead

開催日 :  2018/05/20

31 6018 小林　拓貴
3:09:49.866

らーめんですかね？ ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｷ
内山　大樹 ｳﾁﾔﾏ ﾀﾞｲｷ6012

(  56:17.805)
(1:02:11.644)

飯島　直之 ｲｲｼﾞﾏ ﾅｵﾕｷ11242 (1:11:20.417)

32 8214 大内　幸治
3:14:27.554

ＭＮＲＣ ｵｵｳﾁ ｺｳｼﾞ
新村　和史 ﾆｲﾑﾗ ｶｽﾞﾌﾐ10133

(  57:09.056)
(1:14:32.343)

清水　一希 ｼﾐｽﾞ ｶｽﾞｷ8307 (1:02:46.155)

33 9345 高井　直人
3:16:25.793

ノーセンシズ東横組 ﾀｶｲ ﾅｵﾄ
牛田　大五 ｳｼﾀﾞ ﾀﾞｲｺﾞ9347

(1:06:02.171)
(1:07:20.703)

上野　大志 ｳｴﾉ ﾋﾛｼ9348 (1:03:02.919)

34 13354 荒木　和優
3:17:00.484

八斗島サイクル ｱﾗｷ ｶｽﾞﾋﾛ
境野　喜之 ｻｶｲﾉ ﾖｼﾕｷ13355

(1:09:58.150)
(1:01:36.372)

長谷川　昌宏 ﾊｾｶﾞﾜ ﾏｻﾋﾛ13353 (1:05:25.962)

35 8357 栗原　博
3:17:38.577

ＢＥＡＴ！！ ｸﾘﾊﾞﾗ ﾋﾛｼ
新井　和則 ｱﾗｲ ｶｽﾞﾉﾘ9064

(1:00:08.452)
(1:02:36.328)

岩切　剛 ｲﾜｷﾘ ﾂﾖｼ9100 (1:14:53.797)

36 4130 中村　達也
3:19:20.612

まっくだーなーず ﾅｶﾑﾗ ﾀﾂﾔ
青木　宏暁 ｱｵｷ ﾋﾛｱｷ11053

(  52:17.122)
(1:09:58.295)

児玉　祐太 ｺﾀﾞﾏ ﾕｳﾀ11139 (1:17:05.195)

37 9373 友光　桂介
3:20:41.822

長久寺自転車部 ﾄﾓﾐﾂ ｹｲｽｹ
諏訪　雅俊 ｽﾜ ﾏｻﾄｼ8231

(1:17:43.008)
(  54:45.685)

中山　大輔 ﾅｶﾔﾏ ﾀﾞｲｽｹ9352 (1:08:13.129)

38 9279 根本　健作
3:36:58.133

Team OGC ﾈﾓﾄ ｹﾝｻｸ
林　卓郎 ﾊﾔｼ ﾀｸﾛｳ9242

(1:16:06.846)
(1:09:11.205)

田野倉　勝則 ﾀﾉｸﾗ ｶﾂﾉﾘ9272 (1:11:40.082)

39 11189 鈴木　一則
3:59:59.314

サンキン株式会社 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾉﾘ
水谷　優太 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾕｳﾀ10476

(1:11:47.737)
(1:13:00.155)

檜原　翔 ﾋﾊﾞﾙ ｼｮｳ14387 (1:35:11.422)

40 10109 加藤　宏明
4:03:24.308

G-WORKS ｶﾄｳ ﾋﾛｱｷ
藤澤　幸太 ﾌｼﾞｻﾜ ｺｳﾀ13199

(1:10:11.911)
(1:34:41.478)

鹿沼　基志 ｶﾇﾏ ﾓﾄﾕｷ13119 (1:18:30.919)

41 5210 保科　裕也
4:05:05.802

髪人TMY零心愚 ﾎｼﾅ ﾕｳﾔ
黒岩　恒彦 ｸﾛｲﾜ ﾂﾈﾋｺ5005

(1:19:45.871)
(1:35:50.448)

保科　正晴 ﾎｼﾅ ﾏｻﾊﾙ5327 (1:09:29.483)

42 12152 石田　圭亮
4:07:43.124

二郎系らめーんヤサイマシ ｲｼﾀﾞ ｹｲｽｹ
小柏　龍人 ｵｶﾞｼﾜ ﾀﾂﾋﾄ8342

(1:29:46.807)
(  52:08.736)

佐藤　一弥 ｻﾄｳ ｶｽﾞﾔ14080 (1:45:47.581)

43 11058 藤崎　哲
4:08:55.905

下落合自転車倶楽部 ﾌｼﾞｻｷ ｻﾄﾙ
柳田　裕 ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ﾕﾀｶ14009

(1:42:46.241)
(1:22:24.533)

植木　和浩 ｳｴｷ ｶｽﾞﾋﾛ9096 (1:03:45.131)

2046 太田　好政
- - - -

ふかやん娘誕生おめでと☆ ｵｵﾀ ﾖｼﾏｻ
松木　匡宏 ﾏﾂｷ ﾀﾀﾞﾋﾛ2008

(  41:08.849)

若原　一也 ﾜｶﾊﾗ ｶｽﾞﾔ2090 (  46:37.550)

21 川島　幸起
- - - -

team TWICE32 ｶﾜｼﾏ ｺｳｷ
北村　翔太 ｷﾀﾑﾗ ｼｮｳﾀ18 (  40:18.871)
櫻井　優真 ｻｸﾗｲ ﾕｳﾏ2 (  47:53.829)
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順位 チーム記録所属チーム チームメンバーNo. 個人記録

RptHead

開催日 :  2018/05/20

2117 茂呂　佳名人
- - - -

龍Q練team-Y ﾓﾛ ｶﾅﾄ
佐藤　伊織 ｻﾄｳ ｲｦﾘ2086

(  43:54.484)

相良　篤希 ｻｶﾞﾗ ｱﾂｷ2034 (  51:14.607)

7131 藤代　拓
- - - -

つくば平坦道 ﾌｼﾞｼﾛ ﾀｸ
高橋　研太 ﾀｶﾊｼ ｹﾝﾀ8171

(1:02:11.134)
(  58:33.995)

中村　孟 ﾅｶﾑﾗ ﾊｼﾞﾒ7113

210 長谷川　菜奈
- - - -

上毛レーシング ﾊｾｶﾞﾜ ﾅﾅ
重田　悠李 ｼｹﾞﾀ ﾕｳﾘ5272 (  56:47.255)
狩野　幸子 ｶﾉｳ ｻﾁｺ4330 (1:07:14.013)

13445 齋藤　栄
- - - -

彩の国　ＪＥＣ ｻｲﾄｳ ｻｶｴ
鹿山　晃志 ｶﾔﾏ ｺｳｼﾞ14382

(1:01:16.800)
(1:03:08.912)

西田　徳康 ﾆｼﾀﾞ ﾉﾘﾔｽ13446

9078 寺田　栄一
- - - -

KGM ﾃﾗﾀﾞ ｴｲｲﾁ
砂堀　諭 ｽﾅﾎﾞﾘ ｻﾄｼ8086 (1:07:01.490)
林　宏紀 ﾊﾔｼ ﾋﾛｷ9062 (1:01:15.691)

2064 三田村　竜太
- - - -

Ｔｅａｍ ＧＯＣＨＩ ﾐﾀﾑﾗ ﾘｭｳﾀ
川浪　祐太 ｶﾜﾅﾐ ﾕｳﾀ2058

(  40:25.081)

大谷　航也 ｵｵﾀﾆ ｺｳﾔ2024
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主　催： 榛名山ヒルクライムin高崎実行委員会
共　催： 高崎市・高崎市教育委員会
特別協賛： 群馬トヨタ自動車(株)・群馬トヨペット(株)・トヨタカローラ群馬(株)・トヨタカローラ高崎(株)・ネッツトヨタ群馬(株)
　　　　　　　ネッツトヨタ高崎(株)・(株)トヨタレンタリース群馬・トヨタL＆F群馬（株）・PIAA(株)・(株)阪東工業・高崎商工会議所
　　　　　　　(株)環境保全センター


