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【Result ／ 初心者コース チーム戦 】
順位

所属チーム

1

ＬＯＶ 星組

2

KCT

3

No.
15054
15063
15139

個人記録

チームメンバー
渡邉 絵理
川浪 萌
北澤 穂菜美

チーム記録

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｴﾘ
ｶﾜﾅﾐ ﾓｴ
ｷﾀｻﾞﾜ ﾎﾅﾐ

( 19:57.046)
( 22:57.595)
( 24:50.711)

1:07:45.352

15067 川島 稔尋
15007 高橋 徹
15018 飯塚 大翔

ｶﾜｼﾏ ﾄｼﾋﾛ
ﾀｶﾊｼ ﾄｵﾙ
ｲｲﾂﾞｶ ﾋﾛﾄ

( 20:39.125)
( 21:36.439)
( 25:46.015)

1:08:01.579

エリートポンコツ

15088 相川 道
15089 牧島 千佳
15091 小野 英昭

ｱｲｶﾜ ﾄｵﾙ
ﾏｷｼﾏ ﾁｶ
ｵﾉ ﾋﾃﾞｱｷ

( 19:13.992)
( 25:14.158)
( 25:41.535)

1:10:09.685

4

榛名方面隊チームＶ

16237 飯野 陽彦
16213 小幡 英明
16214 落合 祐一

ｲｲﾉ ｱｷﾋｺ
ｵﾊﾞﾀ ﾋﾃﾞｱｷ
ｵﾁｱｲ ﾕｳｲﾁ

( 23:17.504)
( 22:18.679)
( 26:08.395)

1:11:44.578

5

MSW

15132 宮崎 さやの
15134 佐々木 志穂美
15135 渡邉 千里

ﾐﾔｻﾞｷ ｻﾔﾉ
ｻｻｷ ｼﾎﾐ
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾁｻﾄ

( 21:27.980)
( 25:59.113)
( 25:01.889)

1:12:28.982

6

榛名方面隊チームＸ

16162 中島 克利
16163 中山 浩次
16167 飯野 和男

ﾅｶｼﾞﾏ ｶﾂﾄｼ
ﾅｶﾔﾏ ｺｳｼﾞ
ｲｲﾉ ｶｽﾞｵ

( 24:48.387)
( 25:54.032)
( 23:35.614)

1:14:18.033

7

土曜ツーリングクラブ

16046 長谷川 数樹
15004 大西 直樹
15003 丹野 明智

ﾊｾｶﾞﾜ ｶｽﾞｷ
ｵｵﾆｼ ﾅｵｷ
ﾀﾝﾉ ｱｷﾄﾓ

( 30:25.501)
( 28:58.723)
( 17:08.111)

1:16:32.335

8

BOH自転車競技部

15077 西 夏林
15327 櫻井 優
16063 京ヶ島 咲

ﾆｼ ｶﾘﾝ
ｻｸﾗｲ ﾕｳ
ｷｮｳｶﾞｼﾏ ｻｷ

( 22:20.607)
( 28:48.567)
( 26:39.407)

1:17:48.581

9

ＬＯＶ 雪組

15140 齋藤 翠
15142 石井 麻美子
15104 藤井 友紀

ｻｲﾄｳ ﾐﾄﾞﾘ
ｲｼｲ ﾏﾐｺ
ﾌｼﾞｲ ﾕｷ

( 23:11.758)
( 30:24.824)
( 28:26.680)

1:22:03.262

10

カリスマポンコツ

15090 山口 博之
15092 今井 誠
15093 伊藤 彰宏

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛﾕｷ
ｲﾏｲ ﾏｺﾄ
ｲﾄｳ ｱｷﾋﾛ

( 27:14.837)
( 27:15.954)
( 28:05.156)

1:22:35.947

11

榛名方面隊チームＺ

16168 長壁 浩司
16169 馬場 真悟
16240 加藤 貢

ｵｻｶﾍﾞ ｺｳｼﾞ
ﾊﾞﾊﾞ ｼﾝｺﾞ
ｶﾄｳ ﾐﾂｸﾞ

( 24:50.116)
( 28:35.085)
( 30:36.093)

1:24:01.294

12

チーム・ぴろちゃ

15047 富田 洋之
15048 富田 八雲
16123 富田 瑞生

ﾄﾐﾀ ﾋﾛﾕｷ
ﾄﾐﾀ ﾔｸﾓ
ﾄﾐﾀ ﾐｽﾞｷ

( 28:25.733)
( 27:41.688)
( 29:19.893)

1:25:27.314

13

チーム サンビエンテⅡ

15154 秋元 拓実
15152 秋元 麻美
15153 秋元 広行

ｱｷﾓﾄ ﾀｸﾐ
ｱｷﾓﾄ ｱｻﾐ
ｱｷﾓﾄ ﾋﾛﾕｷ

( 30:23.243)
( 31:11.724)
( 26:00.100)

1:27:35.067

14

ＫＭＲ

15024 曽根 和大
15026 曽根 真利子
15025 曽根 稜平

ｿﾈ ｶｽﾞﾋﾛ
ｿﾈ ﾏﾘｺ
ｿﾈ ﾘｮｳﾍｲ

( 23:39.038)
( 42:04.196)
( 25:28.194)

1:31:11.428

15

さまよえる赤い弾丸

15174 赤井 剛
15075 赤井 篤史
15175 赤井 翔亮

ｱｶｲ ｺﾞｳ
ｱｶｲ ｱﾂﾌﾐ
ｱｶｲ ｻﾈｱｷ

( 33:19.567)
( 25:29.291)
( 33:17.985)

1:32:06.843

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
(株)環境保全センター
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【Result ／ 初心者コース チーム戦 】
順位

16

所属チーム

悠駿

No.
15029
15076
15150

個人記録

チームメンバー
眞塩 浩未
眞塩 駿
眞塩 悠

チーム記録

ﾏｼｵ ﾋﾛﾐ
ﾏｼｵ ｼｭﾝ
ﾏｼｵ ﾕｳ

( 34:33.886)
( 32:06.650)
( 47:36.991)

1:54:17.527

ごじゃっぺポンコツ

15125 檜山 佑太
15126 片倉 裕哉
15313 舟橋 健

ﾋﾔﾏ ﾕｳﾀ
ｶﾀｸﾗ ﾕｳﾔ
ﾌﾅﾊﾞｼ ｹﾝ

( 23:04.003)
( 27:13.949)

----

チームTAKAO

15179 塚本 隆夫
15183 下田 和幸
15081 塚本 結芽

ﾂｶﾓﾄ ﾀｶｵ
ｼﾓﾀﾞ ｶｽﾞﾕｷ
ﾂｶﾓﾄ ﾕﾒ

( 38:05.907)
( 38:13.487)

----

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
(株)環境保全センター
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