
榛名湖コース女子50歳以上

順位 No. 氏 名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属ｸﾗﾌﾞ 記 録

1 2155 栗原 裕美子 ｸﾘﾊﾗ ﾕﾐｺ ＴＲＣパナマ 0:49:38
2 6109 日置 恵美 ﾋｷ ｴﾐ 平日温泉ライダース 0:54:48
3 5186 狩野 幸子 ｶﾉｳ ｻﾁｺ 上毛レーシング 0:56:47
4 8010 上野 育代 ｳｴﾉ ｲｸﾖ 0:57:24
5 7044 佐藤 真裕美 ｻﾄｳ ﾏﾕﾐ 0:58:06
6 6144 東 明日香 ﾋｶﾞｼ ｱｽｶ ＲＣＣ 0:58:55
7 5137 山口 優子 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳｺ Ｗ．Ｖ．Ｃ．Ｃ． 0:59:17
8 4149 早福 佳乃子 ｿｳﾌｸ ｶﾉｺ ゆるライド 1:00:07
9 7002 首藤 律子 ｼｭﾄﾞｳ ﾘﾂｺ 1:01:19

10 6038 細野 章子 ﾎｿﾉ ｱｷｺ 1:04:06
11 8018 永田 直美 ﾅｶﾞﾀ ﾅｵﾐ チーム・フオルツァ！ 1:05:29
12 6018 橋本 弘子 ﾊｼﾓﾄ ﾋﾛｺ 1:05:49
13 5171 寺井 敦子 ﾃﾗｲ ｱﾂｺ チームフィンズ 1:06:01
14 9126 栗原 幸子 ｸﾘﾊﾗ ｻﾁｺ タツミ 1:07:52
15 12044 北村 ひとみ ｷﾀﾑﾗ ﾋﾄﾐ バーマッチョ 1:12:18
16 10098 竹井 亜紀子 ﾀｹｲ ｱｷｺ 1:13:10
17 9133 池添 薫 ｲｹｿﾞｴ ｶｵﾙ 1:13:31
18 8092 若宮 輝美 ﾜｶﾐﾔ ﾃﾙﾐ 1:13:40
19 11128 阿久津 順子 ｱｸﾂ ｼﾞｭﾝｺ 1:15:27
20 11104 齊藤 恵子 ｻｲﾄｳ ｹｲｺ チームお山の会 1:15:37
21 8150 新井 文子 ｱﾗｲ ｱﾔｺ Ｃ・Ｒ・Ｃ・Ｇ 1:16:36
22 11124 泉田 美知子 ｲｽﾞﾐﾀﾞ ﾐﾁｺ 1:17:14
23 9057 上原 ゆり子 ｳｴﾊﾗ ﾕﾘｺ 1:18:30
24 10022 井上 景子 ｲﾉｳｴ ｹｲｺ 1:18:34
25 9199 並木 恵子 ﾅﾐｷ ｹｲｺ 1:21:24
26 10153 井口 有子 ｲｸﾞﾁ ﾕｳｺ 1:23:20
27 11037 小林 真美 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾐ 1:24:04
28 12032 吉川 みどり ﾖｼｶﾜ ﾐﾄﾞﾘ 1:25:40
29 7200 加藤 佳澄 ｶﾄｳ ｶｽﾐ チームかとー 1:31:29
30 10074 黒澤 成子 ｸﾛｻﾜ ｼｹﾞｺ 1:32:20
31 11114 岩崎 泉 ｲﾜｻｷ ｲｽﾞﾐ キリンちゃん 1:35:02
32 11199 廣瀬 真弓 ﾋﾛｾ ﾏﾕﾐ 1:35:20
33 10066 青山 尚美 ｱｵﾔﾏ ﾅｵﾐ ＴｅａｍＡＯ 1:38:13
34 12166 増田 圭代 ﾏｽﾀﾞ ｶﾖ 1:38:54
35 12013 萩原 裕子 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾕｳｺ 1:39:52
36 11198 賀門 有里 ｶﾓﾝ ﾕﾘ 1:45:06
37 12010 細沼 寧子 ﾎｿﾇﾏ ﾔｽｺ 1:46:25
38 12168 惟住 継実 ｺﾚｽﾐ ﾂｸﾞﾐ 1:50:06
39 12186 坂村 康子 ｻｶﾑﾗ ﾔｽｺ Ｎｏｂｅｌｈｏｆ 1:54:50

令和04年5月22日

第10回榛名山ヒルクライム in 高崎

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)トヨタレンタリース群馬・トヨタL＆F群馬（株）・PIAA(株)・高崎商工会議所(株)環境保全センター・（公財）高崎財団

主 催： 榛名山ヒルクライムin高崎実行委員会


