
【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 :  2019/05/19

1 02017 南川　航
2:00:18.836

ＧＲＩＺＺＬＹ ﾐﾅﾐｶﾜ ﾜﾀﾙ
及川　茂樹 ｵｲｶﾜ ｼｹﾞｷ02016

(  39:48.636)
(  40:51.079)

横山　貴昭 ﾖｺﾔﾏ ﾀｶｱｷ02015 (  39:39.121)

2 02019 谷口　弘晃
2:02:48.502

たいよう組 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾋﾛｱｷ
篠崎　勇杜 ｼﾉｻﾞｷ ﾊﾔﾄ02006

(  41:39.085)
(  40:04.611)

土屋　直樹 ﾂﾁﾔ ﾅｵｷ02022 (  41:04.806)

3 02010 渡邉　紀之
2:06:23.952

ACTIVIKE ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾉﾘﾕｷ
西谷　亮 ﾆｼﾀﾆ ﾘｮｳ02034

(  39:29.132)
(  42:48.861)

鈴木　章恭 ｽｽﾞｷ ｱｷﾉﾘ02057 (  44:05.959)

4 02012 渡邊　凜
2:09:21.191

Ｔｅａｍ  ＺＷＣ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘﾝ
本多　泰旭 ﾎﾝﾀﾞ ﾔｽｱｷ02009

(  39:47.207)
(  46:39.261)

元吉　佑介 ﾓﾄﾖｼ ﾕｳｽｹ02026 (  42:54.723)

5 02080 木村　博志
2:10:33.225

原始人ブラザーズ ｷﾑﾗ ﾋﾛｼ
大庭　弘明 ｵｵﾊﾞ ﾋﾛｱｷ02169

(  42:05.687)
(  42:48.179)

國定　洋光 ｸﾆｻﾀﾞ ﾋﾛﾐﾂ02261 (  45:39.359)

6 00091 北村　青空
2:21:25.677

COW jrA ｷﾀﾑﾗ ｾｲｱ
園田　航士 ｿﾉﾀﾞ ｶｽﾞｼ05352

(  44:53.003)
(  53:26.938)

吉田　愛斗 ﾖｼﾀﾞ ｱｲﾄ00099 (  43:05.736)

7 02087 堀　智志
2:23:20.072

ＥＱＭＥＮ　ＲＡＣＩＮＧ ﾎﾘ ｻﾄｼ
永石　哲郎 ﾅｶﾞｲｼ ﾃﾂﾛｳ02101

(  49:13.071)
(  44:18.585)

鮫島　梓 ｻﾒｼﾏ ｱﾂﾞｻ02132 (  49:48.416)

8 03051 森　俊明
2:26:40.620

ＭＩＶＲＯ ﾓﾘ ﾄｼｱｷ
松本　秀 ﾏﾂﾓﾄ ｼｭｳ03011

(  46:29.100)
(  45:44.901)

岡山　信男 ｵｶﾔﾏ ﾉﾌﾞｵ04079 (  54:26.619)

9 03041 新井　健太
2:28:02.712

Ｇ．Ｒ．Ｂ．Ｃ ｱﾗｲ ｹﾝﾀ
橋場　正 ﾊｼﾊﾞ ﾀﾀﾞｼ03042

(  47:39.595)
(  54:56.297)

伊豆島　一也 ｲｽﾞｼﾏ ｶｽﾞﾔ03085 (  45:26.820)

10 03405 佐野　竜次
2:28:17.370

CC 吉岡ＳＢＴ４８ ｻﾉ ﾘｭｳｼﾞ
小川　智史 ｵｶﾞﾜ ｻﾄｼ04108

(  47:43.811)
(  46:39.828)

岩本　草平 ｲﾜﾓﾄ ｿｳﾍｲ00145 (  53:53.731)

11 05022 真下　昌久
2:30:39.979

髪人ー極限ー ﾏｼﾓ ｱｷﾋｻ
千葉　直彦 ﾁﾊﾞ ﾅｵﾋｺ05265

(  51:09.469)
(  50:41.392)

桜井　善弘 ｻｸﾗｲ ﾖｼﾋﾛ03087 (  48:49.118)

12 05287 柳澤　晃二
2:32:20.396

Ｈａｐｈａｚｅｒｄ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｺｳｼﾞ
林　蒼 ﾊﾔｼ ｱｵｲ05288

(  52:34.973)
(  49:50.682)

谷地田　大起 ﾔﾁﾀﾞ ﾀﾞｲｷ05289 (  49:54.741)

13 03335 福富　洋平
2:32:42.880

ＣＷＳ吉祥寺 ﾌｸﾄﾐ ﾖｳﾍｲ
中谷　順一 ﾅｶﾀﾆ ｼﾞｭﾝｲﾁ03403

(  52:27.147)
(  48:17.257)

秋本　啓輔 ｱｷﾓﾄ ｹｲｽｹ03413 (  51:58.476)

14 02103 犬飼　英志
2:39:16.123

群馬大学サイクリング部 ｲﾇｶｲ ｴｲｼﾞ
須賀　亮文 ｽｶﾞ ｱｷﾌﾐ03056

(  45:02.293)
(  47:22.706)

奥澤　直人 ｵｸｻﾞﾜ ﾅｵﾄ08164 (1:06:51.124)

15 02262 須田　皐太
2:39:40.100

アイカツ自転車部 ｽﾀﾞ ｺｳﾀ
山添　岳人 ﾔﾏｿﾞｴ ﾀｹﾄ03389

(  49:49.036)
(  56:30.708)

清水　義貴 ｼﾐｽﾞ ﾖｼﾀｶ04132 (  53:20.356)
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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、（公財）高崎財団



【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 :  2019/05/19

16 03076 鶴沢　和彦
2:40:39.128

インバスター ﾂﾙｻﾜ ｶｽﾞﾋｺ
沖　侯次 ｵｷ ｷﾐﾂｸﾞ06050

(  51:33.886)
(  56:25.910)

宍倉　隆一 ｼｼｸﾗ ﾘｭｳｲﾁ02415 (  52:39.332)

17 04131 森川　昭文
2:43:43.825

振り向けば！髪人おりゃ～ ﾓﾘｶﾜ ｱｷﾌﾐ
須田　克身 ｽﾀﾞ ｶﾂﾐ05217

(  53:08.607)
(  55:55.502)

小西　豪 ｺﾆｼ ﾀｹｼ05345 (  54:39.716)

18 05159 有賀　元気
2:43:52.049

髪人　～曲者～ ｱﾙｶﾞ ｹﾞﾝｷ
小森谷　剛文 ｺﾓﾘﾔ ﾀｹﾌﾐ05160

(  51:59.053)
(  54:14.180)

町田　英昭 ﾏﾁﾀﾞ ﾋﾃﾞｱｷ05281 (  57:38.816)

19 03315 土屋　太蔵
2:44:09.870

ハヤシサイクル ﾂﾁﾔ ﾀｲｿﾞｳ
小島　岳久 ｺｼﾞﾏ ﾀｹﾋｻ03372

(  49:59.622)
(1:01:28.866)

大野　尚紀 ｵｵﾉ ﾅｵｷ05205 (  52:41.382)

20 02131 坂下　孝史
2:47:04.030

ＥＱＭＥＮ－Ｒ０２ ｻｶｼﾀ ﾀｶｼ
橋本　貴文 ﾊｼﾓﾄ ﾀｶﾌﾐ02136

(  50:43.657)
(  55:33.484)

藤野　善太 ﾌｼﾞﾉ ｾﾞﾝﾀ02134 (1:00:46.889)

21 05419 手塚　純樹
2:48:45.462

jichi ing ﾃﾂﾞｶ ｼﾞｭﾝｷ
小林　和宗 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾑﾈ05414

(  48:31.688)
(1:00:26.217)

神保　文晴 ｼﾞﾝﾎﾞ ﾌﾐﾊﾙ10257 (  59:47.557)

22 08276 田中　香津也
2:49:18.982

ＺＥＬＫＯＶＡ ﾀﾅｶ ｶﾂﾞﾔ
佐藤　晴彦 ｻﾄｳ ﾊﾙﾋｺ13371

(  52:12.549)
(  59:16.811)

戸井田　達也 ﾄｲﾀﾞ ﾀﾂﾔ08248 (  57:49.622)

23 00170 川島　幸起
2:51:15.363

TEAM鎖骨コッセツ隊 ｶﾜｼﾏ ｺｳｷ
渡辺　渓太郎 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲﾀﾛｳ00141

(  53:55.585)
(1:08:04.802)

中里見　健司 ﾅｶｻﾄﾐ ｹﾝｼﾞ00135 (  49:14.976)

24 07005 小林　拓貴
3:02:32.397

トップリブ300レアCP ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｷ
内山　大樹 ｳﾁﾔﾏ ﾀﾞｲｷ07006

(  53:25.395)
(  56:00.038)

飯島　直之 ｲｲｼﾞﾏ ﾅｵﾕｷ10070 (1:13:06.964)

25 05130 藤城　昭臣
3:04:32.020

ALCIONE ﾌｼﾞｼﾛ ｱｷｵﾐ
安齋　恵一 ｱﾝｻﾞｲ ｹｲｲﾁ07141

(  53:36.308)
(1:09:42.192)

渡部　誠二 ﾜﾀﾍﾞ ｾｲｼﾞ07140 (1:01:13.520)

26 04003 小林　祐介
3:05:02.594

Fire Wheel's ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｽｹ
小林　利行 ｺﾊﾞﾔｼ ﾄｼﾕｷ08070

(  58:45.902)
(  56:56.744)

八月朔日　健一 ﾎｵｽﾞﾐ ｹﾝｲﾁ09125 (1:09:19.948)

27 06216 山口　純之
3:09:45.546

AS ﾔﾏｸﾞﾁ ﾖｼﾕｷ
加藤　崇徳 ｶﾄｳ ﾑﾈﾉﾘ08029

(1:02:02.837)
(  58:48.678)

小櫃　良平 ｵﾋﾞﾂ ﾘｮｳﾍｲ08032 (1:08:54.031)

28 04120 開　保
3:10:20.412

チーム・クロモリ2019 ﾋﾗｷ ﾀﾓﾂ
斉藤　丈太郎 ｻｲﾄｳ ｼﾞｮｳﾀﾛｳ04024

(1:06:10.991)
(  59:49.306)

佐藤　祐二 ｻﾄｳ ﾕｳｼﾞ04243 (1:04:20.115)

29 02133 浦上　友和
3:15:24.444

ＥＱＭＥＮ－Ｒ０３ ｳﾗｶﾐ ﾄﾓｶｽﾞ
宮口　健太郎 ﾐﾔｸﾞﾁ ｹﾝﾀﾛｳ02150

(1:05:51.445)
(1:05:55.931)

市川　明徳 ｲﾁｶﾜ ｱｷﾉﾘ02163 (1:03:37.068)

30 04172 飯塚　稔
3:16:10.922

ヨシモトポール ｲｲﾂﾞｶ ﾐﾉﾙ
深沢　直美 ﾌｶｻﾜ ﾅｵﾐ04101

(  55:18.170)
(1:10:13.341)

小菅　喜彦 ｺｽｹﾞ ﾖｼﾋｺ04039 (1:10:39.411)

Page: 2 / 42019/05/19 12:55:29

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
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　　　　　　　(株)環境保全センター、（公財）高崎財団



【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 :  2019/05/19

31 10431 飯田　雅之
3:21:15.265

チーム　UKOSIJ ｲｲﾀﾞ ﾏｻﾕｷ
飯田　充弘 ｲｲﾀﾞ ﾐﾂﾋﾛ10432

(1:03:49.609)
(1:15:04.601)

江黒　友教 ｴｸﾞﾛ ﾄﾓｶｽﾞ10433 (1:02:21.055)

32 11036 根本　健作
3:22:51.317

Ｔｅａｍ　ＯＧＣ ﾈﾓﾄ ｹﾝｻｸ
田野倉　勝則 ﾀﾉｸﾗ ｶﾂﾉﾘ12334

(1:14:13.808)
(1:08:20.067)

林　卓郎 ﾊﾔｼ ﾀｸﾛｳ09172 (1:00:17.442)

33 12075 櫛谷　洋行
3:23:34.429

漠爽会 ｸｼﾀﾆ ﾋﾛﾕｷ
立石　悟 ﾀﾃｲｼ ｻﾄﾙ10265

(1:12:37.720)
(1:04:26.900)

高森　俊和 ﾀｶﾓﾘ ﾄｼｶｽﾞ10317 (1:06:29.809)

34 06094 林　和孝
3:24:57.260

クラブ アンモンテ ﾊﾔｼ ｶｽﾞﾀｶ
淺原　康美 ｱｻﾊﾗ ﾔｽﾐ11300

(  53:33.592)
(1:09:15.545)

濱田　幸司 ﾊﾏﾀﾞ ｺｳｼﾞ08395 (1:22:08.123)

35 07036 小田　修
3:26:36.857

なんだチミは？ ｵﾀﾞ ｵｻﾑ
吉水　英文 ﾖｼﾐｽﾞ ﾋﾃﾞﾌﾐ10111

(1:06:20.870)
(1:11:13.355)

渡邊　道雄 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾁｵ11467 (1:09:02.632)

36 11022 林　裕子
3:41:43.360

ＴＥＡＭ　ＡＮＡ ﾊﾔｼ ﾕｳｺ
湯浅　大 ﾕｱｻ ﾀﾞｲ10483

(1:17:40.923)
(1:14:11.782)

小平　久仁雄 ｺﾋﾗ ｸﾆｵ11124 (1:09:50.655)

37 09237 渡　隆史
3:47:01.307

独占！男の60分 Go ﾜﾀﾙ ﾀｶｼ
小花　孝至 ｵﾊﾞﾅ ﾀｶｼ11065

(1:11:14.990)
(1:22:41.202)

山田　強 ﾔﾏﾀﾞ ﾂﾖｼ09244 (1:13:05.115)

38 11134 山本　公史
4:03:18.766

ＧＥｎｕｉｎｅ ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｼ
濱本　寿一 ﾊﾏﾓﾄ ﾄｼｶｽﾞ11135

(1:12:45.571)
(1:34:13.364)

吉田　尚史 ﾖｼﾀﾞ ﾋｻｼ11130 (1:16:19.831)

39 09001 三田　明輝
4:11:48.214

RE-UCT ｻﾝﾀ ｱｷﾃﾙ
伊澤　基博 ｲｻﾜ ﾓﾄﾋﾛ12049

(1:14:21.470)
(1:27:44.872)

大西　洋平 ｵｵﾆｼ ﾖｳﾍｲ14328 (1:29:41.872)

40 11099 栗原　弘一
4:21:38.457

チームこぐれ ｸﾘﾊﾗ ｺｳｲﾁ
須田　孝一 ｽﾀﾞ ｺｳｲﾁ11069

(1:37:03.580)
(1:23:17.294)

小暮　久 ｺｸﾞﾚ ﾋｻｼ11043 (1:21:17.583)

41 14090 山崎　光章
4:29:00.888

ＥＮＬ越谷 ﾔﾏｻﾞｷ ﾐﾂｱｷ
桐畑　敬一 ｷﾘﾊﾀ ｹｲｲﾁ14053

(1:24:29.856)
(1:34:44.744)

佐々木　隆太 ｻｻｷ ﾘｭｳﾀ13244 (1:29:46.288)

00017 高橋　英文
- - - -

ALLEGRO ﾀｶﾊｼ ﾋﾃﾞﾌﾐ
大澤　康生 ｵｵｻﾜ ﾔｽｵ02004 (  39:18.238)
井浦　優太朗 ｲｳﾗ ﾕｳﾀﾛｳ02154 (  42:38.637)

02100 柳田　靖
- - - -

ＧＳ６％ ﾔﾅｷﾞﾀ ﾔｽｼ
千田　俊輔 ｾﾝﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ02092

(  43:11.898)
(  43:28.402)

市原　洵 ｲﾁﾊﾗ ｼﾞｭﾝ08220

02130 幕田　亮
- - - -

ＴｅａｍＷＡＮＧＵＮ ﾏｸﾀ ﾘｮｳ
金井　慎一 ｶﾅｲ ｼﾝｲﾁ04084

(  43:24.928)
(  47:52.511)

高田　賢一 ﾀｶﾀﾞ ｹﾝｲﾁ02049

13213 浦上　忠利
- - - -

強虫ペダル ｳﾗｶﾐ ﾀﾀﾞﾄｼ
森　浩一 ﾓﾘ ｺｳｲﾁ13212

(1:04:34.092)
(1:15:56.174)

朝倉　規雄 ｱｻｸﾗ ﾉﾘｵ14223
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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
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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 :  2019/05/19

10486 藤崎　哲
- - - -

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13468

(1:39:22.073)

植木　和浩 ｳｴｷ ｶｽﾞﾋﾛ09174 (1:03:59.082)

14050 早川　輝
- - - -

Fast river ﾊﾔｶﾜ ｱｷﾗ
早川　範 ﾊﾔｶﾜ ｽｽﾑ14473

(1:22:35.746)

早川　澄 ﾊﾔｶﾜ ｲｽﾞﾐ14472 (1:46:54.469)

13413 樋口　厚
- - - -

中島塾 ﾋｸﾞﾁ ｱﾂｼ
中島　武昌 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｹﾏｻ09165

(1:55:37.444)

上吉原　永二 ｶﾐﾖｼﾊﾗ ｴｲｼﾞ11383 (1:24:58.179)

02025 丸山　翔
- - - -

チョコミント ﾏﾙﾔﾏ ﾂﾊﾞｻ
大嶋　亮 ｵｵｼﾏ ﾘｮｳ02155
西村　仁志 ﾆｼﾑﾗ ﾋﾄｼ02044
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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、（公財）高崎財団


