RptHead

【Result ／ 榛名湖コース チーム戦 】
順位

所属チーム

1

山形大学

2

１００ｍｉｌｅｓ Ａ

3

No.
2160
2069
2151

個人記録

チームメンバー
嘉瀬 峻介
鈴木 寛基
三浦 伶央

チーム記録

ｶｾ ｼｭﾝｽｹ
ｽｽﾞｷ ﾋﾛｷ
ﾐｳﾗ ﾚｵ

( 40:57.569)
( 41:48.500)
( 43:24.278)

2:06:10.347

2078 松原 崇史
2034 武内 昇一
2031 中村 大輔

ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾀｶｼ
ﾀｹｳﾁ ｼｮｳｲﾁ
ﾅｶﾑﾗ ﾀﾞｲｽｹ

( 43:08.051)
( 42:44.680)
( 42:53.505)

2:08:46.236

ｆｉｒｓｔｂｉｋｅｓ

2038 青木 貴嗣
2057 若原 一也
2042 中山 洋一

ｱｵｷ ﾀｶｼ
ﾜｶﾊﾗ ｶｽﾞﾔ
ﾅｶﾔﾏ ﾖｳｲﾁ

( 42:46.473)
( 42:37.234)
( 44:06.845)

2:09:30.552

4

ＴｅａｍドンブラGO！

2076 飯嶋 豊和
2013 岩川 将人
2015 神宮 則由

ｲｲｼﾞﾏ ﾄﾖｶｽﾞ
ｲﾜｶﾜ ﾏｻﾄ
ｼﾞﾝｸﾞｳ ﾉﾘﾖｼ

( 42:28.507)
( 43:50.598)
( 45:07.483)

2:11:26.588

5

チーム松風

2064 久保田 新一
2053 橋本 淳
2063 清野 淳

ｸﾎﾞﾀ ｼﾝｲﾁ
ﾊｼﾓﾄ ｼﾞｭﾝ
ｾｲﾉ ｱﾂｼ

( 42:43.965)
( 44:57.463)
( 45:10.561)

2:12:51.989

6

グランデパール 本気

2167 阿部 康浩
2025 今井 佑誠
2197 福澤 俊幸

ｱﾍﾞ ﾔｽﾋﾛ
ｲﾏｲ ﾕｳｾｲ
ﾌｸｻﾞﾜ ﾄｼﾕｷ

( 43:39.009)
( 41:43.393)
( 47:57.083)

2:13:19.485

7

Ｉｒｉｓ自転車部

2113 花田 俊太
2008 花田 研太
2114 谷口 弘晃

ﾊﾅﾀﾞ ｼｭﾝﾀ
ﾊﾅﾀﾞ ｹﾝﾀ
ﾀﾆｸﾞﾁ ﾋﾛｱｷ

( 43:43.598)
( 41:03.997)
( 49:01.876)

2:13:49.471

8

チームクソムシ

2054 小林 成輔
2096 乾 悟
2095 野嶋 豪

ｺﾊﾞﾔｼ ｾｲｽｹ
ｲﾇｲ ｻﾄﾙ
ﾉｼﾞﾏ ｺﾞｳ

( 42:29.998)
( 46:54.314)
( 45:35.942)

2:15:00.254

9

なるしまフレンド 鶴班

2005 虎谷 伸一
2071 野田 宜孝
2039 柴田 佳典

ﾄﾗﾔ ｼﾝｲﾁ
ﾉﾀﾞ ﾉﾘﾀｶ
ｼﾊﾞﾀ ﾖｼﾉﾘ

( 43:21.821)
( 47:44.782)
( 45:13.886)

2:16:20.489

10

C.O.W

4030 水落 美知雄
2124 高橋 啓一
2154 鬼形 卓弥

ﾐｽﾞｵﾁ ﾐﾁｵ
ﾀｶﾊｼ ｹｲｲﾁ
ｵﾆｶﾀ ﾀｸﾔ

( 45:22.682)
( 47:28.229)
( 45:26.596)

2:18:17.507

11

上毛レーシング19

2193 木口 潤
2128 天方 悠人
2055 狩野 敦

ｷｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝ
ｱﾏｶﾞﾀ ﾕｳﾄ
ｶﾉｳ ｱﾂｼ

( 46:57.131)
( 50:31.360)
( 42:13.424)

2:19:41.915

12

山下ゴム 猫達磨+

2185 吉田 勝彦
2388 吉田 勝雅
2046 佐藤 洋輔

ﾖｼﾀﾞ ｶﾂﾋｺ
ﾖｼﾀﾞ ｶﾂﾏｻ
ｻﾄｳ ﾖｳｽｹ

( 49:11.683)
( 47:17.472)
( 43:39.767)

2:20:08.922

13

コリーナＺ

2186 三井田 一史
2182 笹谷 勝己
2145 安馬 裕典

ﾐｲﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾄ
ｻｻﾀﾆ ｶﾂﾐ
ｱﾝﾏ ﾋﾛﾉﾘ

( 46:55.323)
( 46:09.866)
( 48:31.681)

2:21:36.870

14

原始人ブラザーズ

2181 木村 博志
2194 岡崎 崇
2140 清水 雅人

ｷﾑﾗ ﾋﾛｼ
ｵｶｻﾞｷ ﾀｶｼ
ｼﾐｽﾞ ﾏｻﾄ

( 45:18.346)
( 49:04.450)
( 47:48.626)

2:22:11.422

15

チーム エガ☆SUN

2103 福田 健太
2429 本橋 研一
2065 江川 樹一郎

ﾌｸﾀﾞ ｹﾝﾀ
ﾓﾄﾊｼ ｹﾝｲﾁ
ｴｶﾞﾜ ｷｲﾁﾛｳ

( 45:40.656)
( 52:12.146)
( 44:35.682)

2:22:28.484

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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RptHead

【Result ／ 榛名湖コース チーム戦 】
順位

所属チーム

No.
2324
2083
2272

個人記録

チームメンバー

チーム記録

谷中 孝弘
國定 洋光
谷津田 崇

ﾔﾅｶ ﾀｶﾋﾛ
ｸﾆｻﾀﾞ ﾋﾛﾐﾂ
ﾔﾂﾀﾞ ﾀｶｼ

( 48:08.219)
( 47:56.441)
( 47:05.427)

2:23:10.087

16

原宿米・ARCC

17

ROUTE610Aチーム

3024 田中 潤
3426 塩入 悦生
2471 石塚 真吾

ﾀﾅｶ ｼﾞｭﾝ
ｼｵｲﾘ ｴﾂｵ
ｲｼﾂﾞｶ ｼﾝｺﾞ

( 49:35.039)
( 46:53.729)
( 47:10.931)

2:23:39.699

18

１００ｍｉｌｅｓＢ

2060 保坂 仁
2081 細谷 環
8271 飯山 泰

ﾎｻｶ ｼﾞﾝ
ﾎｿﾔ ﾀﾏｷ
ｲｲﾔﾏ ﾔｽｼ

( 45:44.242)
( 46:35.137)
( 51:38.140)

2:23:57.519

19

シャークアイランド

3149 橋本 雄一郎
2036 番場 慶太郎
2303 森田 徹生

ﾊｼﾓﾄ ﾕｳｲﾁﾛｳ
ﾊﾞﾝﾊﾞ ｹｲﾀﾛｳ
ﾓﾘﾀ ﾃﾂｵ

( 48:04.384)
( 47:44.933)
( 48:17.250)

2:24:06.567

20

渋谷・真塩・渋谷

2242 渋谷 明
2175 渋谷 智一
2188 眞塩 広之

ｼﾌﾞﾔ ｱｷﾗ
ｼﾌﾞﾔ ﾄﾓｲﾁ
ﾏｼｵ ﾋﾛﾕｷ

( 47:07.011)
( 47:26.598)
( 50:45.622)

2:25:19.231

21

上毛レーシング43

2312 今井 正夫
2187 関口 敦
2158 重田 健治

ｲﾏｲ ﾏｻｵ
ｾｷｸﾞﾁ ｱﾂｼ
ｼｹﾞﾀ ｹﾝｼﾞ

( 53:12.987)
( 46:28.020)
( 46:10.953)

2:25:51.960

22

グランペール

2020 今井 恭平
4210 石井 明美
5035 池浦 浩彦

ｲﾏｲ ｷｮｳﾍｲ
ｲｼｲ ｱｹﾐ
ｲｹｳﾗ ﾋﾛﾋｺ

( 41:02.548)
( 55:08.196)
( 50:01.833)

2:26:12.577

23

チームＲ＆Ｄ

2198 間庭 良浩
2102 田中 宏司
6200 野谷 シュンスケ

ﾏﾆﾜ ﾖｼﾋﾛ
ﾀﾅｶ ﾋﾛｼ
ﾉﾀﾆ ｼｭﾝｽｹ

( 45:43.216)
( 47:43.351)
( 55:06.972)

2:28:33.539

24

nm7 Racing

2385 田辺 弥央
2241 木村 孝明
5406 伊勢亀 弘史

ﾀﾅﾍﾞ ﾐﾂﾋｻ
ｷﾑﾗ ﾀｶｱｷ
ｲｾｶﾞﾒ ﾋﾛｼ

( 47:38.144)
( 50:55.134)
( 50:27.460)

2:29:00.738

25

β-endorphin梅

2291 天野 崇
3373 小島 茂芳
2436 小林 隆幸

ｱﾏﾉ ﾀｶｼ
ｺｼﾞﾏ ｼｹﾞﾖｼ
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶﾕｷ

( 48:41.690)
( 51:00.274)
( 50:27.451)

2:30:09.415

26

アバンテージュ

3030 本田 浩一
2461 景山 茂
2207 小野 史朗

ﾎﾝﾀﾞ ｺｳｲﾁ
ｶｹﾞﾔﾏ ｼｹﾞﾙ
ｵﾉ ｼﾛｳ

( 53:04.323)
( 53:19.803)
( 44:04.709)

2:30:28.835

27

CMJ自転車通勤者

2059 渋井 友隆
3347 吉川 進一
8305 浅原 徳之

ｼﾌﾞｲ ﾕﾀｶ
ﾖｼｶﾜ ｼﾝｲﾁ
ｱｻﾊﾗ ﾉﾘﾕｷ

( 43:28.066)
( 54:28.308)
( 52:37.464)

2:30:33.838

28

Ｏｎｅｗａｙ緑

3159 齋藤 信一
3001 齋藤 裕之
2364 岸 淳史

ｻｲﾄｳ ｼﾝｲﾁ
ｻｲﾄｳ ﾋﾛﾕｷ
ｷｼ ｱﾂｼ

( 50:47.339)
( 49:47.718)
( 50:38.808)

2:31:13.865

29

K-ing URT

2400 廣野 正也
10112 箱崎 貴史
2022 高橋 圭

ﾋﾛﾉ ﾏｻﾔ
ﾊｺｻﾞｷ ﾀｶｼ
ﾀｶﾊｼ ｹｲ

( 53:55.723)
( 53:38.962)
( 43:43.743)

2:31:18.428

30

smc

2393 倉持 公一
2058 佐藤 俊夫
2432 小山 裕幸

ｸﾗﾓﾁ ｺｳｲﾁ
ｻﾄｳ ﾄｼｵ
ｺﾔﾏ ﾋﾛﾕｷ

( 51:04.665)
( 44:42.843)
( 56:00.957)

2:31:48.465

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 ／ 榛名湖コース チーム戦 】
順位

所属チーム

31

とれらば！

32

OTCC Z

33

No.
4414
4450
5125

個人記録

チームメンバー
山ノ井 勇輔
川口 千晴
小泉 亮一

チーム記録

ﾔﾏﾉｲ ﾕｳｽｹ
ｶﾜｸﾞﾁ ﾁﾊﾙ
ｺｲｽﾞﾐ ﾘｮｳｲﾁ

( 50:19.379)
( 51:11.108)
( 50:27.920)

2:31:58.407

2313 嶋方 勝
3274 石榑 毅
3138 三浦 健

ｼﾏｶﾀ ﾏｻﾙ
ｲｼｸﾞﾚ ﾂﾖｼ
ﾐｳﾗ ｹﾝ

( 48:51.200)
( 53:08.815)
( 51:45.779)

2:33:45.794

羽生ＨＣ

2381 竹谷 好広
2173 田口 淳
3288 加藤 学

ﾀｹﾀﾆ ﾖｼﾋﾛ
ﾀｸﾞﾁ ｱﾂｼ
ｶﾄｳ ﾏﾅﾌﾞ

( 51:06.342)
( 47:00.454)
( 55:50.199)

2:33:56.995

34

ＦＡＬＣＥＴＴＯ

2399 塩田 岳彦
2425 播磨 大亮
2463 小沼 友則

ｼｵﾀﾞ ﾀｹﾋｺ
ﾊﾘﾏ ﾀﾞｲｽｹ
ｺﾇﾏ ﾄﾓﾉﾘ

( 51:31.995)
( 51:52.191)
( 50:50.850)

2:34:15.036

35

酒井成大

3106 酒井 成大
8125 楠原 脩平
7214 上原 聡太

ｻｶｲ ﾅﾙﾋﾛ
ｸｽﾊﾗ ｼｭｳﾍｲ
ｳｴﾊﾗ ｿｳﾀ

( 55:38.976)
( 52:46.364)
( 46:43.113)

2:35:08.453

36

Dixieme

3203 尾崎 将大
5221 樋渡 淳一
3233 高田 八州夫

ｵｻﾞｷ ｼｮｳﾀ
ﾋﾜﾀｼ ｼﾞｭﾝｲﾁ
ﾀｶﾀﾞ ﾔｽｵ

( 50:02.190)
( 54:59.898)
( 51:30.978)

2:36:33.066

37

チームDOC A班

3324 桑原 隆浩
3345 大木 智博
3290 岡島 正一

ｸﾜﾊﾞﾗ ﾀｶﾋﾛ
ｵｵｷ ﾄﾓﾋﾛ
ｵｶｼﾞﾏ ﾏｻﾋﾄ

( 51:20.639)
( 54:23.592)
( 51:29.914)

2:37:14.145

38

teamTOR

3147 田中 寿洋
8348 飯島 崇明
3235 福馬 哲也

ﾀﾅｶ ﾄｼﾋﾛ
ｲｲｼﾞﾏ ﾀｶｱｷ
ﾌｸﾏ ﾃﾂﾔ

( 46:29.182)
( 55:31.091)
( 56:20.961)

2:38:21.234

39

チーム輪猿・ＰＴ

2435 前川 善昭
2460 中島 隆行
3018 福原 吉之助

ﾏｴｶﾜ ﾖｼｱｷ
ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｶﾕｷ
ﾌｸﾊﾗ ｷﾁﾉｽｹ

( 49:22.205)
( 56:06.896)
( 54:52.722)

2:40:21.823

40

榛名荘病院 Ａチーム

2443 石井 克仁
2016 原田 亮
3353 井野 正剛

ｲｼｲ ｶﾂﾋﾄ
ﾊﾗﾀﾞ ｱｷﾗ
ｲﾉ ﾏｻﾀｹ

( 55:55.289)
( 43:45.942)
(1:00:53.508)

2:40:34.739

41

ＢYＢ

5212 阿部 一樹
5276 近藤 直樹
3015 菊地 悠介

ｱﾍﾞ ｶｽﾞｷ
ｺﾝﾄﾞｳ ﾅｵｷ
ｷｸﾁ ﾘｮｳｽｹ

( 54:01.843)
( 53:43.965)
( 53:16.136)

2:41:01.944

42

ｔｅａｍやるで～

3399 小野瀬 淳也
3265 安部 秀和
3337 加藤 友章

ｵﾉｾ ｼﾞｭﾝﾔ
ｱﾍﾞ ﾋﾃﾞｶｽﾞ
ｶﾄｳ ﾄﾓｱｷ

( 48:05.720)
( 53:30.594)
( 59:57.113)

2:41:33.427

43

ＴＭＧレーシング

3341 牧野 高紘
2127 川北 史朗
2402 佐藤 真

ﾏｷﾉ ﾀｶﾋﾛ
ｶﾜｷﾀ ｼﾛｳ
ｻﾄｳ ｼﾝｲﾁﾛｳ

(1:05:18.128)
( 45:52.865)
( 50:35.315)

2:41:46.308

44

元気チーム

5052 田中 覚久
5366 柴 唯啓
10080 橋本 元気

ﾀﾅｶ ｱｷﾋｻ
ｼﾊﾞ ﾀﾀﾞﾋﾛ
ﾊｼﾓﾄ ｹﾞﾝｷ

( 52:53.467)
( 56:20.088)
( 53:39.783)

2:42:53.338

45

Ｓｗａｃｃｈｉ－Ｓ

3125 根本 鉄郎
9238 諸星 篤志
5252 南里 昭秀

ﾈﾓﾄ ﾃﾂﾛｳ
ﾓﾛﾎｼ ｱﾂｼ
ﾅﾝﾘ ｱｷﾋﾃﾞ

( 51:45.330)
( 53:57.145)
( 58:54.610)

2:44:37.085

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 ／ 榛名湖コース チーム戦 】
順位

所属チーム

46

板サカ

47

ZELVA

48

No.
3269
2408
6216

個人記録

チームメンバー
菊地 健史
菊地 雅之
黒須 翔吾

チーム記録

ｷｸﾁ ﾀｹｼ
ｷｸﾁ ﾏｻﾕｷ
ｸﾛｽ ｼｮｳｺﾞ

( 56:56.926)
( 49:37.193)
( 59:44.265)

2:46:18.384

3094 近藤 政則
3071 菅野 雄一
3091 牧原 茂樹

ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾉﾘ
ｽｶﾞﾉ ﾕｳｲﾁ
ﾏｷﾊﾗ ｼｹﾞｷ

( 50:36.459)
( 57:55.198)
( 58:50.432)

2:47:22.089

DMT レーシング

8007 島山 常春
7473 島山 正敏
7463 小川 大輔

ｼﾏﾔﾏ ﾂﾈﾊﾙ
ｼﾏﾔﾏ ﾏｻﾄｼ
ｵｶﾞﾜ ﾀﾞｲｽｹ

( 54:15.522)
( 53:24.938)
( 59:49.271)

2:47:29.731

49

グランデパール 会社

2422 山口 昌幸
5077 廣橋 英樹
4446 小田嶋 喜幸

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｻﾕｷ
ﾋﾛﾊｼ ﾋﾃﾞｷ
ｵﾀﾞｼﾞﾏ ﾖｼﾕｷ

( 51:08.015)
( 59:43.678)
( 57:49.472)

2:48:41.165

50

ヤマダイスキー

5230 岡村 徹也
4320 白石 貴司
11195 澤田 雄介

ｵｶﾑﾗ ﾃﾂﾔ
ｼﾗｲｼ ﾀｶｼ
ｻﾜﾀﾞ ﾕｳｽｹ

( 54:19.404)
( 55:48.146)
( 59:56.592)

2:50:04.142

51

Ｋーｉｎｇ ＵＲＴ

4154 木部 貞利
8063 田中 吉則
12447 河村 正彦

ｷﾍﾞ ｻﾀﾞﾄｼ
ﾀﾅｶ ﾖｼﾉﾘ
ｶﾜﾑﾗ ﾏｻﾋｺ

( 53:38.808)
(1:01:21.423)
( 55:49.247)

2:50:49.478

52

グランデパール 瑞西

3150 高橋 智彦
3416 門倉 徳彦
6222 新井 雄大

ﾀｶﾊｼ ﾄﾓﾋｺ
ｶﾄﾞｸﾗ ﾉﾘﾋｺ
ｱﾗｲ ﾀｹﾋﾛ

( 50:24.960)
( 53:08.588)
(1:10:56.851)

2:54:30.399

53

榛名方面隊チームＡ

2200 町田 耕一
5167 塚越 孝行
114 佐藤 孝紀

ﾏﾁﾀﾞ ｺｳｲﾁ
ﾂｶｺﾞｼ ﾀｶﾕｷ
ｻﾄｳ ﾀｶﾉﾘ

( 46:30.441)
(1:10:14.958)
( 58:50.103)

2:55:35.502

54

グランデパール 炭素

6094 岸 慎一
6298 神保 豪
6041 山口 良彰

ｷｼ ｼﾝｲﾁ
ｼﾞﾝﾎﾞ ｺﾞｳ
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾖｼｱｷ

( 57:27.972)
(1:00:46.390)
( 57:42.072)

2:55:56.434

55

ホワイツ

2387 西部 俊宏
8267 住谷 穣
10366 高橋 潤

ﾆｼﾍﾞ ﾄｼﾋﾛ
ｽﾐﾔ ﾕﾀｶ
ﾀｶﾊｼ ｼﾞｭﾝ

( 57:25.422)
(1:04:19.755)
( 54:23.689)

2:56:08.866

56

LOVE LIVER

7439 中田 祐紀
8127 赤澤 祥弘
8085 福島 久貴

ﾅｶﾀ ﾕｳｷ
ｱｶｻﾞﾜ ﾖｼﾋﾛ
ﾌｸｼﾏ ﾋｻﾀｶ

(1:00:12.139)
( 57:38.756)
( 58:19.534)

2:56:10.429

57

ＴＥＡＭ Ｏ．Ｃ．Ｃ

3104 藤井 穣
3103 山崎 智久
3102 河内 将太

ﾌｼﾞｲ ﾐﾉﾙ
ﾔﾏｻﾞｷ ﾄﾓﾋｻ
ｺｳﾁ ｼｮｳﾀ

( 58:11.512)
(1:05:07.063)
( 53:01.443)

2:56:20.018

58

チーム チキン

12023 大久保 和俊
12022 土屋 直樹
12024 糸 真路

ｵｵｸﾎﾞ ｶｽﾞﾄｼ
ﾂﾁﾔ ﾅｵｷ
ｲﾄ ｼﾝｼﾞ

(1:00:29.138)
(1:01:12.905)
( 55:15.841)

2:56:57.884

59

日野新田自転車部

5171 三浦 茂美
3039 栗林 文人
4433 小野 好喜

ﾐｳﾗ ｼｹﾞﾐ
ｸﾘﾊﾞﾔｼ ｸﾘﾊﾞﾔｼ
ｵﾉ ﾖｼｷ

(1:02:47.968)
( 53:25.387)
(1:01:18.849)

2:57:32.204

60

TUSCC

12069 大矢 泰地
12070 田尾 稔
12071 井澤 尚平

ｵｵﾔ ﾀｲﾁ
ﾀｵ ﾐﾉﾙ
ｲｻﾞﾜ ｼｮｳﾍｲ

(1:12:29.390)
( 52:17.998)
( 54:33.869)

2:59:21.257

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 ／ 榛名湖コース チーム戦 】
順位

所属チーム

61

team三度笠

62

チームB．B

63

No.
2365
8047
11239

個人記録

チームメンバー
遠藤 泰弘
須藤 健吾
五十嵐 直樹

チーム記録

ｴﾝﾄﾞｳ ﾔｽﾋﾛ
ｽﾄﾞｳ ｹﾝｺﾞ
ｲｶﾞﾗｼ ﾅｵｷ

( 59:17.673)
( 57:35.675)
(1:03:45.049)

3:00:38.397

8230 貝塚 秀輝
8393 荒井 英俊
9072 森 一浩

ｶｲﾂﾞｶ ﾋﾃﾞｷ
ｱﾗｲ ﾋﾃﾞﾄｼ
ﾓﾘ ｶｽﾞﾋﾛ

( 53:42.158)
(1:10:27.228)
( 56:53.560)

3:01:02.946

ＣＳＴチームＹ

3047 越塚 信夫
5306 清水 善一
5307 瀬島 一弘

ｺｼﾂﾞｶ ﾉﾌﾞｵ
ｼﾐｽﾞ ｾﾞﾝｲﾁ
ｾｼﾏ ｶｽﾞﾋﾛ

( 51:42.333)
(1:02:39.914)
(1:07:07.803)

3:01:30.050

64

DixiemeB

7141 関 貴教
9442 小西 一星
5061 渡邉 直樹

ｾｷ ﾀｶﾉﾘ
ｺﾆｼ ｲｯｾｲ
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅｵｷ

(1:04:57.177)
( 55:50.825)
(1:00:47.562)

3:01:35.564

65

ＡＫＣ４２

4466 山田 吉彦
6410 勝呂 卓
9052 國井 達仁

ﾔﾏﾀﾞ ﾖｼﾋｺ
ｽｸﾞﾛ ﾀｶｼ
ｸﾆｲ ﾀﾂﾋﾄ

(1:01:00.342)
( 58:01.406)
(1:03:22.435)

3:02:24.183

66

☆チーム多摩にゅ ③班

4184 田村 恭男
4158 平野 勝男
4160 橋本 隆

ﾀﾑﾗ ﾔｽｵ
ﾋﾗﾉ ｶﾂｵ
ﾊｼﾓﾄ ﾀｶｼ

(1:06:09.859)
(1:01:05.568)
( 55:12.426)

3:02:27.853

67

ＴＲＣパナマレッズ蛇

2226 西形 広之
2238 吉崎 晃禎
2269 塩野 義孝

ﾆｼｶﾀ ﾋﾛﾕｷ
ﾖｼｻﾞｷ ｱｷﾖｼ
ｼｵﾉ ﾖｼﾀｶ

( 55:38.610)
(1:00:13.419)
(1:07:07.708)

3:02:59.737

68

チームオジオジ

4062 小金井 賢二
4198 小島 雄英
6211 岩崎 英樹

ｺｶﾞﾈｲ ｹﾝｼﾞ
ｵｼﾞﾏ ﾀｹﾋﾃﾞ
ｲﾜｻｷ ﾋﾃﾞｷ

( 58:27.844)
(1:05:00.589)
(1:00:14.670)

3:03:43.103

69

（有）粂原石油

2406 粂原 力
5041 小内 則男
12287 古沢 堅治

ｸﾒﾊﾗ ﾁｶﾗ
ｵﾅｲ ﾉﾘｵ
ｺｻﾞﾜ ｹﾝｼﾞ

( 54:45.392)
( 59:47.925)
(1:09:12.972)

3:03:46.289

70

チームドニッチA

7129 鈴木 宏幸
12337 北村 敦
12138 飯尾 大

ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾕｷ
ｷﾀﾑﾗ ｱﾂｼ
ｲｲｵ ﾀﾞｲ

( 54:12.479)
(1:07:37.546)
(1:02:01.295)

3:03:51.320

71

たけのこ流し

4266 工藤 充
4291 中川原 政人
4289 山田 和也

ｸﾄﾞｳ ﾐﾂﾙ
ﾅｶｶﾞﾜﾗ ﾏｻﾋﾄ
ﾔﾏﾀﾞ ｶｽﾞﾔ

( 54:56.796)
(1:10:22.820)
( 59:04.736)

3:04:24.352

72

たまプラーザＦＡＭＳ

4308 川崎 大祐
6360 川崎 美香
4151 大谷 宗之

ｶﾜｻｷ ﾀﾞｲｽｹ
ｶﾜｻｷ ﾐｶ
ｵｵﾀﾆ ﾉﾘﾕｷ

( 59:35.653)
(1:04:21.122)
(1:00:45.944)

3:04:42.719

73

補給食「芋の煮物」

9340 酒井 優介
10254 數井 浩人
9335 神澤 奨

ｻｶｲ ﾕｳｽｹ
ｶｽﾞｲ ﾋﾛﾄ
ｶﾝｻﾞﾜ ｼｮｳ

(1:09:35.265)
( 58:41.638)
( 56:37.771)

3:04:54.674

74

Ｓｗａｃｃｈｉ－１

5326 五十嵐 隆夫
5244 牧 賢二
5274 仲沢 正志

ｲｶﾞﾗｼ ﾀｶｵ
ﾏｷ ｹﾝｼﾞ
ﾅｶｻﾞﾜ ﾀﾀﾞｼ

(1:03:44.518)
(1:02:40.824)
( 59:11.811)

3:05:37.153

75

グランデパール 金属

11197 上原 拓磨
4256 三浦 成生
3093 坂本 秀人

ｳｴﾊﾗ ﾀｸﾏ
ﾐｳﾗ ﾅﾙｷ
ｻｶﾓﾄ ﾋﾃﾞﾄ

(1:09:23.833)
(1:00:33.366)
( 56:25.742)

3:06:22.941

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 ／ 榛名湖コース チーム戦 】
順位

所属チーム

76

ＡＴＯ１.８

77

祐ろっぷかー

78

No.
6167
5063
7027

個人記録

チームメンバー
高橋 慶司
松野 裕司
石崎 稔

チーム記録

ﾀｶﾊｼ ｹｲｼﾞ
ﾏﾂﾉ ﾕｳｼﾞ
ｲｼｻﾞｷ ﾐﾉﾙ

(1:04:18.013)
( 58:53.696)
(1:04:25.995)

3:07:37.704

8423 楠美 祐一
8425 雨貝 祐輔
8424 蓼沼 祐貴

ｸｽﾐ ﾕｳｲﾁ
ｱﾏｶﾞｲ ﾕｳｽｹ
ﾀﾃﾇﾏ ﾕｳｷ

( 57:22.582)
( 58:36.700)
(1:11:39.434)

3:07:38.716

☆チーム多摩にゅ②班

4174 山内 真次郎
4177 堀江 徳志
4176 菊池 雄太

ﾔﾏｳﾁ ｼﾝｼﾞﾛｳ
ﾎﾘｴ ｻﾄｼ
ｷｸﾁ ﾕｳﾀ

(1:10:29.092)
( 48:53.922)
(1:10:58.347)

3:10:21.361

79

チームたまちゃん

7264 濱口 典久
7269 松本 圭司
7267 岡野 卓郎

ﾊﾏｸﾞﾁ ﾉﾘﾋｻ
ﾏﾂﾓﾄ ｹｲｼﾞ
ｵｶﾉ ﾀｸﾛｳ

(1:07:18.791)
(1:02:20.618)
(1:01:34.207)

3:11:13.616

80

Ｃａｄｅｎｃｅ８０

4456 吉澤 聡
6352 中西 眞一
5150 坂本 正昭

ﾖｼｻﾞﾜ ｻﾄｼ
ﾅｶﾆｼ ｼﾝｲﾁ
ｻｶﾓﾄ ﾏｻｱｷ

(1:04:01.296)
( 56:51.994)
(1:11:01.825)

3:11:55.115

81

ＯＴＣＣ Ｙ

6110 横川 博
6075 小松 広和
5056 池田 和弘

ﾖｺｶﾜ ﾋﾛｼ
ｺﾏﾂ ﾋﾛｶｽﾞ
ｲｹﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ

(1:02:58.769)
(1:02:15.987)
(1:06:53.465)

3:12:08.221

82

ＧＲＯＯＶＹ

2205 伊平 玲子
8462 松崎 桂子
5202 堀越 さわ子

ｲﾋﾗ ﾚｲｺ
ﾏﾂｻﾞｷ ｹｲｺ
ﾎﾘｺｼ ｻﾜｺ

( 57:23.597)
(1:16:44.826)
( 58:55.561)

3:13:03.984

83

ナッカラーノＺ

6022 坂本 正樹
6076 萩原 孝雄
4479 黒澤 弘

ｻｶﾓﾄ ﾏｻｷ
ﾊｷﾞﾜﾗ ﾀｶｵ
ｸﾛｻﾜ ﾋﾛｼ

( 59:36.468)
(1:10:18.755)
(1:05:28.338)

3:15:23.561

84

新生会スーパー３

5311 淡路 和雄
2316 塚越 強
10069 小野沢 剛昌

ｱﾜｼﾞ ｶｽﾞｵ
ﾂｶｺﾞｼ ﾂﾖｼ
ｵﾉｻﾞﾜ ﾀｹﾏｻ

(1:10:17.663)
( 50:59.728)
(1:14:10.647)

3:15:28.038

85

チーム アクセル

4215 渡辺 栄司
10055 飯塚 聖士
4217 渡辺 渓太郎

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｴｲｼﾞ
ｲｲﾂﾞｶ ﾏｻﾋﾄ
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲﾀﾛｳ

( 57:24.472)
(1:26:51.041)
( 52:03.318)

3:16:18.831

86

HS

5357 新井 渉
9431 峯岸 茂
5001 飯山 浩昭

ｱﾗｲ ﾜﾀﾙ
ﾐﾈｷﾞｼ ｼｹﾞﾙ
ｲｲﾔﾏ ﾋﾛｱｷ

(1:09:50.904)
(1:09:01.378)
( 58:26.963)

3:17:19.245

87

TSSR

3293 土屋 義文
149 飯田 譲司
4359 青木 廉

ﾋｼﾞﾔ ﾖｼﾌﾐ
ｲｲﾀﾞ ｼﾞｮｳｼﾞ
ｱｵｷ ﾚﾝ

( 54:51.262)
(1:16:47.802)
(1:06:36.147)

3:18:15.211

88

チーム・いて～よ

5107 木村 和男
5109 金山 和明
5108 星野 正幸

ｷﾑﾗ ｶｽﾞｵ
ｶﾅﾔﾏ ｶｽﾞｱｷ
ﾎｼﾉ ﾏｻﾕｷ

( 57:17.779)
(1:16:52.028)
(1:04:12.142)

3:18:21.949

89

☆チーム多摩にゅ①班

4179 佐々木 孝
4183 島田 哲朗
10261 本間 美央

ｻｻｷ ﾀｶｼ
ｼﾏﾀﾞ ﾃﾂﾛｳ
ﾎﾝﾏ ﾐｵ

(1:10:29.986)
( 46:51.843)
(1:21:11.773)

3:18:33.602

90

群馬自転車女子部

2225 高瀬 英子
2270 吉田 可南子
4162 伊藤 育美

ﾀｶｾ ｴｲｺ
ﾖｼﾀﾞ ｶﾅｺ
ｲﾄｳ ｲｸﾐ

(1:03:34.475)
(1:12:56.374)
(1:03:09.193)

3:19:40.042

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 ／ 榛名湖コース チーム戦 】
順位

所属チーム

91

ROUTE６１０Ｃ

92

上州空っ風

93

No.
4261
4314
8022

個人記録

チームメンバー
田中 正一郎
遠山 和幸
湯本 守之

チーム記録

ﾀﾅｶ ｼｮｳｲﾁﾛｳ
ﾄｵﾔﾏ ｶｽﾞﾕｷ
ﾕﾓﾄ ﾓﾘﾕｷ

(1:00:02.328)
(1:23:51.645)
( 56:42.743)

3:20:36.716

3033 渡邊 哲也
8466 矢野 浩之
9398 田中 誠

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾃﾂﾔ
ﾔﾉ ﾋﾛﾕｷ
ﾀﾅｶ ﾏｺﾄ

( 52:52.224)
(1:03:51.984)
(1:25:05.565)

3:21:49.773

メガゴキGT

2431 赤木 武博
9062 松葉 佑一
3096 岩瀬 修一

ｱｶｷﾞ ﾀｹﾋﾛ
ﾏﾂﾊﾞ ﾕｳｲﾁ
ｲﾜｾ ｼｭｳｲﾁ

(1:06:19.382)
(1:23:14.122)
( 53:30.272)

3:23:03.776

94

ＭｓＫｒｅｗｅ Ｂ

3249 難波 聡
5234 竹内 佳之
7350 萩原 淳史

ﾅﾝﾊﾞ ｱｷﾗ
ﾀｹｳﾁ ﾖｼﾕｷ
ﾊｷﾞﾜﾗ ｱﾂｼ

(1:00:37.174)
(1:01:30.412)
(1:20:59.147)

3:23:06.733

95

２７８４Ｒａｃｉｎｇ

8283 橋場 裕輝
3253 塙 和大
11137 飯浜 武彦

ﾊｼﾊﾞ ﾕｳｷ
ﾊﾅﾜ ｶｽﾞﾋﾛ
ｲｲﾊﾏ ﾀｹﾋｺ

(1:01:53.829)
(1:00:24.997)
(1:24:04.686)

3:26:23.512

96

たんばら～

3299 小林 信一
5178 丸山 泰弘
7159 在間 士将

ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾝｲﾁ
ﾏﾙﾔﾏ ﾔｽﾋﾛ
ｻﾞｲﾏ ﾋﾄﾏｻ

(1:09:01.797)
(1:01:23.519)
(1:16:08.912)

3:26:34.228

97

コマツ小山

4427 鈴木 和幸
6024 武田 憲治
5420 竹内 翔

ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾕｷ
ﾀｹﾀﾞ ｹﾝｼﾞ
ﾀｹｳﾁ ｼｮｳ

(1:08:06.414)
(1:02:48.359)
(1:17:21.640)

3:28:16.413

98

岡本軍団

10035 岡本 晋
10034 天利 陽介
10036 松本 剛

ｵｶﾓﾄ ｽｽﾑ
ｱﾏﾘ ﾖｳｽｹ
ﾏﾂﾓﾄ ｺﾞｳ

(1:14:57.246)
(1:10:35.880)
(1:03:30.800)

3:29:03.926

99

LovEarth t-A

6474 松田 光太
6478 武山 仁
11318 篠崎 美紀

ﾏﾂﾀﾞ ｺｳﾀ
ﾀｹﾔﾏ ﾋﾄｼ
ｼﾉｻﾞｷ ﾐｷ

( 58:37.190)
( 58:22.163)
(1:33:55.553)

3:30:54.906

100

ＯＴＣＣ Ｘ

4286 渡辺 周作
7443 滝澤 家信
6409 金井 雅之

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭｳｻｸ
ﾀｷｻﾞﾜ ｲｴﾉﾌﾞ
ｶﾅｲ ﾏｻﾕｷ

(1:03:10.524)
(1:11:01.914)
(1:17:38.559)

3:31:50.997

101

8.6％バズーカー

6468 須賀 裕之
7162 山田 光之
4131 杉浦 淳

ｽｶﾞ ﾋﾛﾕｷ
ﾔﾏﾀﾞ ﾐﾂﾕｷ
ｽｷﾞｳﾗ ｱﾂｼ

(1:05:57.600)
(1:05:16.843)
(1:23:24.220)

3:34:38.663

102

ハコダレーシング

7195 並木 和也
6054 三上 洋範
5245 箱田 直紀

ﾅﾐｷ ｶｽﾞﾔ
ﾐｶﾐ ﾋﾛﾉﾘ
ﾊｺﾀﾞ ﾅｵｷ

(1:10:15.139)
(1:10:54.361)
(1:17:38.346)

3:38:47.846

103

やちやく

10212 松本 孝章
11473 中島 伸太郎
12453 比嘉 直樹

ﾏﾂﾓﾄ ﾀｶｱｷ
ﾅｶｼﾞﾏ ｼﾝﾀﾛｳ
ﾋｶﾞ ﾅｵｷ

(1:13:51.363)
(1:10:08.348)
(1:15:39.296)

3:39:39.007

104

しずおかサイクル

6312 樋沼 重夫
6036 田中 学
8195 杉田 正義

ﾋﾇﾏ ｼｹﾞｵ
ﾀﾅｶ ﾏﾅﾌﾞ
ｽｷﾞﾀ ﾏｻﾖｼ

(1:17:18.824)
(1:03:53.998)
(1:18:49.733)

3:40:02.555

105

榛名荘病院 Ｂチーム

6473 菊池 隆志
5017 生方 透
5018 櫻井 規之

ｷｸﾁ ﾀｶｼ
ｳﾌﾞｶﾀ ﾄｵﾙ
ｻｸﾗｲ ﾉﾘﾕｷ

(1:22:23.972)
(1:08:44.852)
(1:08:59.860)

3:40:08.684

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 ／ 榛名湖コース チーム戦 】
順位

所属チーム

106

ＳＫＴ．ＢＣ

107

ヒンキャクライマーズ

108

No.
4037
7392
7001

個人記録

チームメンバー
寺島 憲一郎
清水 直人
金井 公一

チーム記録

ﾃﾗｼﾏ ｹﾝｲﾁﾛｳ
ｼﾐｽﾞ ﾅｵﾄ
ｶﾅｲ ｷﾐｶｽﾞ

( 57:23.457)
(1:11:36.869)
(1:31:34.032)

3:40:34.358

8386 堀内 周
8390 唐澤 潤一郎
8469 島崎 稔史

ﾎﾘｳﾁ ｱﾏﾈ
ｶﾗｻﾜ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ
ｼﾏｻｷ ﾄｼﾌﾐ

(1:14:15.724)
(1:24:17.695)
(1:03:15.276)

3:41:48.695

ＯＴＣＣ Ｗ

9460 田中 康夫
9330 江原 和明
12279 青柳 拓也

ﾀﾅｶ ﾔｽｵ
ｴﾊﾞﾗ ｶｽﾞｱｷ
ｱｵﾔｷﾞ ﾀｸﾔ

(1:23:32.569)
(1:14:45.317)
(1:03:38.752)

3:41:56.638

109

にゃんにゃんペダルズ

7454 宇川 佳津江
8135 木暮 亜由美
8134 松岡 典子

ｳｶﾞﾜ ｶﾂｴ
ｷｸﾞﾚ ｱﾕﾐ
ﾏﾂｵｶ ﾉﾘｺ

(1:05:17.900)
(1:12:15.214)
(1:26:59.755)

3:44:32.869

110

てるてるぼ～ズ あんこ組

12122 新井 知広
12110 太田 直斗
12126 秦 慶宜

ｱﾗｲ ﾁﾋﾛ
ｵｵﾀ ﾅｵﾄ
ﾊﾀ ﾖｼﾉﾘ

(1:13:51.601)
(1:24:42.312)
(1:06:43.612)

3:45:17.525

111

ＭｓＫｒｅｗｅ Ａ

7382 佐藤 雄一
11252 猿谷 忠弘
8071 安藤 英彦

ﾊｷﾞﾜﾗ ｱﾂｼ
ｻﾙﾔ ﾀﾀﾞﾋﾛ
ｱﾝﾄﾞｳ ﾋﾃﾞﾋｺ

(1:03:51.487)
(1:25:18.387)
(1:17:59.839)

3:47:09.713

112

県南チャリ部

9319 松本 宏之
9321 海老原 義博
9320 田中 宏樹

ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾛﾕｷ
ｴﾋﾞﾊﾗ ﾖｼﾋﾛ
ﾀﾅｶ ﾋﾛｷ

(1:11:32.100)
(1:14:26.742)
(1:22:52.677)

3:48:51.519

113

キャプチュード

9222 園田 孝一
7437 高橋 知一
9186 清水 大輔

ｿﾉﾀﾞ ｺｳｲﾁ
ﾀｶﾊｼ ﾄﾓｶｽﾞ
ｼﾐｽﾞ ﾀﾞｲｽｹ

( 59:05.428)
(1:08:21.316)
(1:41:53.423)

3:49:20.167

114

ネッツ群馬 チームB

6324 前田 幸明
6321 金澤 賢治
6322 岩﨑 利明

ﾏｴﾀﾞ ﾕｷｱｷ
ｶﾅｻﾞﾜ ｹﾝｼﾞ
ｲﾜｻｷ ﾄｼｱｷ

(1:14:47.295)
(1:18:56.074)
(1:17:17.290)

3:51:00.659

115

榛名方面隊チームＫ

6350 内田 修弘
9163 三木 良昭
11212 金田 孝之

ｳﾁﾀﾞ ﾉﾌﾞﾋﾛ
ﾐｷ ﾖｼｱｷ
ｶﾈﾀ ﾀｶﾕｷ

(1:19:01.890)
(1:16:10.177)
(1:15:55.583)

3:51:07.650

116

グルペット

6348 福島 聡
6347 土屋 精一
6349 松本 明久

ﾌｸｼﾏ ｻﾄｼ
ﾂﾁﾔ ｾｲｲﾁ
ﾏﾂﾓﾄ ｱｷﾋｻ

(1:08:32.156)
(1:35:53.905)
(1:09:35.204)

3:54:01.265

117

ポスパル

5182 中島 聖一
10201 吉田 隆明
7391 小林 克己

ﾅｶｼﾞﾏ ｾｲｲﾁ
ﾖｼﾀﾞ ﾀｶｱｷ
ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾂﾐ

(1:11:24.631)
(1:19:15.312)
(1:26:57.525)

3:57:37.468

118

チームこぐれ

9473 栗原 弘一
10013 小暮 久
6188 須田 孝一

ｸﾘﾊﾗ ｺｳｲﾁ
ｺｸﾞﾚ ﾋｻｼ
ｽﾀﾞ ｺｳｲﾁ

(1:28:51.968)
(1:24:08.662)
(1:08:05.872)

4:01:06.502

119

武蔵野BANDIT

10191 斉藤 豊永
9229 伊藤 敏幸
10265 松下 尊弘

ｻｲﾄｳ ﾄﾖﾅｶﾞ
ｲﾄｳ ﾄｼﾕｷ
ﾏﾂｼﾀ ﾀｶﾋﾛ

(1:06:35.752)
(1:23:56.262)
(1:32:40.445)

4:03:12.459

120

特攻野郎ええチーム

5360 森田 良
8402 小関 英雄
11439 佐竹 正哲

ﾓﾘﾀ ﾘｮｳ
ｺｾｷ ﾋﾃﾞｵ
ｻﾀｹ ﾏｻｱｷ

(1:00:00.973)
(1:23:21.956)
(1:44:32.219)

4:07:55.148

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 ／ 榛名湖コース チーム戦 】
順位

所属チーム

No.
11082
11040
168

個人記録

チームメンバー

チーム記録

長嶋 聖
出川 勝彦
山田 定雄

ﾅｶﾞｼﾏ ｾｲ
ﾃﾞｶﾞﾜ ｶﾂﾋｺ
ﾔﾏﾀﾞ ｻﾀﾞｵ

(1:10:17.100)
(1:04:24.140)
(1:56:19.250)

4:11:00.490

121

じこまんズ

122

Team ABE

9233 阿部 稔
9408 大澤 清人
11238 小内 永次

ｱﾍﾞ ﾐﾉﾙ
ｵｵｻﾜ ｷﾖﾋﾄ
ｺﾅｲ ｴｲｼﾞ

(1:12:14.342)
(2:06:37.897)
(1:14:41.948)

4:33:34.187

123

ケツちんターミネータ

4404 大久保 富央
4407 福田 直也
5314 岩佐 浩樹

ｵｵｸﾎﾞ ﾄﾐｵ
ﾌｸﾀﾞ ﾅｵﾔ
ｲﾜｻ ﾋﾛｷ

(1:33:29.463)
(1:33:28.614)
(1:27:32.466)

4:34:30.543

124

ＴＥＡＭ ＴＡＤ

11369 佐藤 孝
11257 本木 篤
11433 瀧澤 直人

ｻﾄｳ ﾀｶｼ
ﾓﾄｷ ｱﾂｼ
ﾀｷｻﾞﾜ ﾅｵﾄ

(1:38:47.731)
(1:26:20.047)
(1:29:49.631)

4:34:57.409

125

ちゃりパラ

9471 新井 一彦
9469 矢畑 雅寿
10235 青木 慎典

ｱﾗｲ ｶｽﾞﾋｺ
ﾔﾊﾞﾀ ﾏｻﾄｼ
ｱｵｷ ﾐﾂﾉﾘ

(1:20:06.957)
(1:26:01.254)
(1:49:36.046)

4:35:44.257

126

LovEarth t-B

11464 滝沢 佳奈子
12274 小幡 真智
8182 滝沢 秀昭

ﾀｷｻﾞﾜ ｶﾅｺ
ｵﾊﾀ ﾏﾁ
ﾀｷｻﾞﾜ ﾋﾃﾞｱｷ

(1:35:47.373)
(1:41:30.850)
(1:20:42.939)

4:38:01.162

127

ちーむ・すまいりー

9463 鳥巣 孝之
10312 桑原 千朗
9464 中濱 良太

ﾄﾘｽ ﾀｶﾕｷ
ｸﾜﾊﾗ ﾁｱｷ
ﾅｶﾊﾏ ﾘｮｳﾀ

(1:13:01.470)
(1:52:05.506)
(1:41:33.407)

4:46:40.383

128

ネッツ群馬 チームA

6318 坂本 和宏
6320 星野 智広
6319 桜井 達也

ｻｶﾓﾄ ｶｽﾞﾋﾛ
ﾎｼﾉ ﾄﾓﾋﾛ
ｻｸﾗｲ ﾀﾂﾔ

(1:41:52.059)
(1:25:27.861)
(1:51:19.618)

4:58:39.538

ナッカラ－ノ乙

2045 柳沢 利信
2010 小池 尚
2110 高橋 良太

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾄｼﾉﾌﾞ
ｺｲｹ ﾀｶｼ
ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳﾀ

( 41:56.689)
( 42:21.871)

----

こんにゃきんぐ。?

2209 横山 皓則
2087 長倉 慎之介
3246 井上 雄人

ﾖｺﾔﾏ ｱｷﾉﾘ
ﾅｶﾞｸﾗ ｼﾝﾉｽｹ
ｲﾉｳｴ ﾕｳﾄ

( 49:24.233)
( 47:25.827)

----

β-endorphin桃

2040 高柳 伸也
2030 茂野 洋介
2029 小野沢 亮

ﾀｶﾔﾅｷﾞ ｼﾝﾔ
ｼｹﾞﾉ ﾖｳｽｹ
ｵﾉｻﾞﾜ ﾘｮｳ

上里町三軒自衛消防団

2138 大庭 弘明
4410 木谷 聡一
10070 納谷 克俊

ｵｵﾊﾞ ﾋﾛｱｷ
ｷﾀﾆ ｿｳｲﾁ
ﾅﾔ ｶﾂﾄｼ

( 44:45.924)
( 54:58.371)

----

群中チャリ部

5021 清水 優作
4090 田口 優
2361 品川 穣

ｼﾐｽﾞ ﾕｳｻｸ
ﾀｸﾞﾁ ﾕｳ
ｼﾅｶﾞﾜ ﾐﾉﾙ

( 53:37.012)
( 51:25.683)

----

TEAM貧脚！

8174 梅田 一樹
8175 舟山 祥弘
10454 宮本 虎汰郎

ｳﾒﾀﾞ ｶｽﾞｷ
ﾌﾅﾔﾏ ﾖｼﾋﾛ
ﾐﾔﾓﾄ ｺﾀﾛｳ

( 48:41.207)
(1:01:21.321)

----

2130 永沼 幸雄
2101 塩田 隆一
4416 大久保 友和

ﾅｶﾞﾇﾏ ﾕｷｵ
ｼｵﾀ ﾘｭｳｲﾁ
ｵｵｸﾎﾞ ﾄﾓｶｽﾞ

( 49:15.721)
(1:00:49.018)

----

ＴＨＣＲ

( 54:35.577)
( 43:32.412)

----

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 ／ 榛名湖コース チーム戦 】
順位

所属チーム

チームりんりん

No.
3336
2394
9221

チームメンバー
五十嵐 英明
小林 賢滋
北 雅至

ｲｶﾞﾗｼ ﾋﾃﾞｱｷ
ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝｼﾞ
ｷﾀ ﾏｻｼ

個人記録

チーム記録

(1:00:20.817)
( 54:20.822)

----

3178 原口 晃
7114 青木 俊弘
3397 山本 重治

ﾊﾗｸﾞﾁ ｱｷﾗ
ｱｵｷ ﾄｼﾋﾛ
ﾔﾏﾓﾄ ｼｹﾞﾊﾙ

4027 高橋 重弘
4114 小久保 大介
4033 松田 浩

ﾀｶﾊｼ ｼｹﾞﾋﾛ
ｺｸﾎﾞ ﾀﾞｲｽｹ
ﾏﾂﾀﾞ ﾋﾛｼ

RSPminifolds

3359 安 幸治
7004 早川 慶紀
11385 神谷 雄介

ｱﾝ ｺｳｼﾞ
ﾊﾔｶﾜ ﾖｼﾉﾘ
ｶﾐﾔ ﾕｳｽｹ

( 57:03.450)
(1:00:47.942)

----

とちくまチルド

3165 能登谷 義明
3260 寺井 利行
8069 清水 裕一

ﾉﾄﾔ ﾖｼｱｷ
ﾃﾗｲ ﾄｼﾕｷ
ｼﾐｽﾞ ﾕｳｲﾁ

( 54:15.129)
(1:06:10.659)

----

β-endorphin桜

3003 鍋谷 由紀一
3294 野中 聡
4031 後藤 強

ﾅﾍﾞﾔ ﾕｷｶｽﾞ
ﾉﾅｶ ｻﾄｼ
ｺﾞﾄｳ ﾂﾖｼ

( 53:12.736)
(1:09:36.494)

5402 田中 正道
4250 松田 伊司夫
3413 相原 法彦

ﾀﾅｶ ﾏｻﾐﾁ
ﾏﾂﾀﾞ ｲｼｵ
ｱｲﾊﾗ ﾉﾘﾋｺ

(1:09:53.687)
( 53:40.789)

チーム ドニッチＢ

11288 藤井 淳一
11337 広瀬 謙
9400 増井 良介

ﾌｼﾞｲ ｼﾞｭﾝｲﾁ
ﾋﾛｾ ｹﾝ
ﾏｽｲ ﾘｮｳｽｹ

シャークアイランド

2414 田島 洋子
2474 渋谷 悦朗
4471 勅使河原 加奈子

ﾀｼﾞﾏ ﾖｳｺ
ｼﾌﾞﾔ ｴﾂﾛｳ
ﾃｼｶﾞﾜﾗ ｶﾅｺ

12032 笠原 清貴
12033 岡安 潤一
12034 大西 将夫

ｶｻﾊﾗ ｷﾖﾀｶ
ｵｶﾔｽ ｼﾞｭﾝｲﾁ
ｵｵﾆｼ ﾏｻｵ

IUI

4347 樋田 京
11253 小林 弘平
6042 森田 真次郎

ﾋﾀﾞ ｹｲ
ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳﾍｲ
ﾓﾘﾀ ｼﾝｼﾞﾛｳ

( 53:25.054)
(1:14:16.943)

リンテック自転車部

6081 柳本 海佐
5225 荒井 善男
6284 安斎 剛史

ﾔﾅｷﾞﾓﾄ ｶｲｽｹ
ｱﾗｲ ﾖｼｵ
ｱﾝｻｲ ﾀｹｼ

(1:05:57.686)

5289 若井 晃
5290 河田 大介
5291 五井 正彦

ﾜｶｲ ｱｷﾗ
ｶﾜﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ
ｺﾞｲ ﾏｻﾋｺ

横浜ＢＬＶＴＺ

8448 仲村 祐貴
8449 高橋 俊介
8450 永沼 健一

ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｷ
ﾀｶﾊｼ ｼｭﾝｽｹ
ﾅｶﾞﾇﾏ ｹﾝｲﾁ

(1:08:01.871)
(1:12:03.563)

てるてるぼ～ズ めろん組

12117 井澤 剛史
12123 高野 大夢
12119 小山 秀穂

ｲｻﾞﾜ ﾂﾖｼ
ﾀｶﾉ ﾋﾛﾑ
ｺﾔﾏ ﾋﾃﾞﾎ

(1:04:05.685)

ＲＥＤ ＳＨＯＥＳ

ROUTE610 B

チームヒジリ５７

ATLGpj

チームKGW

( 59:56.870)
( 56:04.095)
( 57:50.722)

----

----

( 58:44.379)

(1:00:36.949)
(1:02:58.881)

(1:00:07.795)
(1:05:59.178)
(1:06:30.506)

----

----

----

----

----

(1:01:08.594)
----

----

(1:02:59.207)
(1:04:52.576)

----

(1:08:53.811)
----

----

(1:16:53.746)

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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RptHead

【Result ／ 榛名湖コース チーム戦 】
順位

所属チーム

TKSレーシング

下落合自転車倶楽部

個人記録

チームメンバー

No.
10217
10247
6378

草間 淳
田村 富秀
池松 州治

ｸｻﾏ ｼﾞｭﾝ
ﾀﾑﾗ ﾄﾐﾋﾃﾞ
ｲｹﾏﾂ ｸﾆﾊﾙ

(1:08:09.034)

7388
12108
7165

藤崎 哲
柳田 裕
植木 和浩

ﾌｼﾞｻｷ ｻﾄﾙ
ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ﾕﾀｶ
ｳｴｷ ｶｽﾞﾋﾛ

(1:27:24.106)
(1:05:46.069)

(1:24:03.371)

チーム記録
----

----

ＮｅｗＯＳＡＫＡ

3372 今丑 聡
5262 太田 未来
5239 松浦 悦史

ｲﾏｳｼ ｻﾄｼ
ｵｵﾀ ﾐﾗｲ
ﾏﾂｳﾗ ｴﾂｼ

(1:13:21.630)
(1:36:24.275)

----

Ｔｅａｍ Ｒｉｃｋｙ

12329 白井 伸幸
12330 黃 農哲
12328 柳田 正道

ｼﾗｲ ﾉﾌﾞﾕｷ
ﾘｯｷｰ ﾘｯｷｰ
ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ﾏｻﾐﾁ

(1:35:35.700)
(1:30:37.207)

----

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
Page: 11 / 11
2015/05/17 11:57:56

