
榛名神社コース男子高校生以上

順位 No. 氏 名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属ｸﾗﾌﾞ 記 録

1 13114 佐藤 択海 ｻﾄｳ ﾀｸﾐ まいぺーす 0:28:51
2 13124 小林 翔真 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｮｳﾏ ＣＯＷＧＵＭＭＡ 0:30:22
3 13057 佐藤 浩行 ｻﾄｳ ﾋﾛﾕｷ グリーンライツ 0:30:24
4 13058 佐藤 彰馬 ｻﾄｳ ｼｮｳﾏ グリーンライツ 0:30:49
5 13203 堀 剛七 ﾎﾘ ｺﾞｳﾅ ｃｏｗ群馬 0:30:53
6 13110 瀬川 道晴 ｾｶﾞﾜ ﾐﾁﾊﾙ 0:30:59
7 13115 高橋 啓一 ﾀｶﾊｼ ｹｲｲﾁ ＣＯＷＧＵＭＭＡ 0:31:58
8 13053 岩本 悠真 ｲﾜﾓﾄ ﾕｳﾏ グリーンライツ 0:32:07
9 13089 新井 秀典 ｱﾗｲ ﾋﾃﾞﾉﾘ 0:32:46

10 13054 清水 一則 ｼﾐｽﾞ ｶｽﾞﾉﾘ 0:33:17
11 13132 前田 淳紀 ﾏｴﾀﾞ ｱﾂﾉﾘ 0:33:51
12 13030 田村 亮 ﾀﾑﾗ ﾘｮｳ 0:34:08
13 13160 小林 隼人 ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾄ 児玉白楊高校 0:36:32
14 13062 坂本 裕昭 ｻｶﾓﾄ ﾋﾛｱｷ グリーンライツ 0:36:59
15 13133 野口 剛史 ﾉｸﾞﾁ ﾂﾖｼ 0:38:42
16 13088 鈴木 亮平 ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾍｲ Ｐｈｙｓａｌｉｓ 0:39:40
17 13193 本多 英明 ﾎﾝﾀﾞ ﾋﾃﾞｱｷ 0:40:07
18 13181 武田 大知 ﾀｹﾀﾞ ﾀﾞｲﾁ 常磐高等学校 0:40:14
19 13162 南雲 勇駆け人 ﾅｸﾞﾓ ﾕｸﾄ 渋川工業高校 0:40:19
19 13184 牧野 聖良 ﾏｷﾉ ｾｲﾗ 渋川工業高校 0:40:19
21 13177 下田 雅樹 ｼﾓﾀﾞ ﾏｻｷ 渋川工業高等学校 0:42:14
22 13138 柿本 聖 ｶｷﾓﾄ ﾋｼﾞﾘ 0:42:18
23 13196 森國 智大 ﾓﾘｸﾆ ﾄﾓﾋﾛ 0:42:34
24 13121 関口 登生 ｾｷｸﾞﾁ ﾉﾘﾀｶ 0:42:35
25 13161 関 謙太 ｾｷ ｹﾝﾀ 渋川工業高校 0:42:42
26 13039 松島 祐治 ﾏﾂｼﾏ ﾕｳｼﾞ 松島ミート株式会社 0:42:43
27 13158 岡田 龍 ｵｶﾀﾞ ﾘｮｳ 0:44:20
28 13050 田口 晴葵 ﾀｸﾞﾁ ﾊﾙｷ グッチーズ 0:44:55
29 13111 高橋 大介 ﾀｶﾊｼ ﾀﾞｲｽｹ 0:46:25
30 13130 瀧澤 拓矢 ﾀｷｻﾞﾜ ﾀｸﾔ 0:46:30
31 13090 関根 健太 ｾｷﾈ ｹﾝﾀ ＫＣＣ 0:46:32
32 13118 福島 正雄 ﾌｸｼﾏ ﾏｻｵ 0:47:11
33 13151 新垣 薫 ｼﾝｶﾞｷ ｶｵﾙ 0:47:18
34 13034 轟 幸司 ﾄﾄﾞﾛｷ ｺｳｼﾞ とどろきさんち 0:47:20
35 13187 高崎 智久 ﾀｶｻｷ ﾄﾓﾋｻ ＧＴＣ 0:47:25
36 13012 末田 幹夫 ｽｴﾀﾞ ﾐｷｵ 怜子の伴走 0:47:47
37 13189 土金 慎吾 ﾂﾁｶﾈ ｼﾝｺﾞ 0:48:04
38 13036 佐藤 毅 ｻﾄｳ ﾀｹｼ 0:48:23
39 13186 飯塚 佳祐 ｲｲﾂﾞｶ ｹｲｽｹ 0:49:49
39 13001 山口 裕紀 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛｷ ネッツトヨタ群馬 0:49:49
41 13183 水野 智之 ﾐｽﾞﾉ ﾄﾓﾕｷ ＷＩＬＤ ＢＩＲＤＳ 0:49:52
42 13017 黒沼 静一 ｸﾛﾇﾏ ｾｲｲﾁ 0:50:36
43 13147 芝山 善之 ｼﾊﾞﾔﾏ ﾖｼﾕｷ 0:50:43
44 13068 土屋 雅秀 ﾂﾁﾔ ﾏｻﾋﾃﾞ なし 0:50:55
45 13128 保坂 亘紀 ﾎｻｶ ｺｳｷ 0:51:03
45 13060 齋藤 茂夫 ｻｲﾄｳ ｼｹﾞｵ オリヒロプランデュ 0:51:03
47 13152 橋本 昇享 ﾊｼﾓﾄ ﾉﾘﾕｷ 0:51:12
48 13085 相澤 信正 ｱｲｻﾞﾜ ﾉﾌﾞﾏｻ 0:51:17
49 13023 小田 幸雄 ｵﾀﾞ ﾕｷｵ 0:51:19
50 13102 蜂巣 博幸 ﾊﾁｽ ﾋﾛﾕｷ ＳＫＯＴ 0:52:06
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51 13169 小田 高広 ｵﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 0:52:13
52 13055 河野 尚史 ｺｳﾉ ﾅｵﾌﾐ ＫＣＣ 0:53:01
52 13142 大喜多 将 ｵｵｷﾀ ｼｮｳ 0:53:01
54 13074 髙橋 総司 ﾀｶﾊｼ ｿｳｼ 0:53:20
55 13113 和田 健伸 ﾜﾀﾞ ｹﾝｼﾝ 0:53:38
56 13105 天田 広 ｱﾏﾀﾞ ﾋﾛｼ 高崎トライアスロン 0:53:45
57 13202 武藤 良則 ﾑﾄｳ ﾖｼﾉﾘ 0:54:21
58 13097 上原 真一 ｳｴﾊﾗ ｼﾝｲﾁ 群馬日産自動車（株） 0:54:28
59 13072 関塚 豊 ｾｷﾂﾞｶ ﾕﾀｶ ＳＫＯＴ 0:54:57
60 13067 椛澤 光紀 ｶﾊﾞｻﾜ ﾐﾂﾉﾘ 0:55:25
61 13091 齊藤 隆志 ｻｲﾄｳ ﾀｶｼ ＫＣＣ 0:55:26
62 13179 木村 弘幸 ｷﾑﾗ ﾋﾛﾕｷ 0:56:23
63 13033 荒井 泰一 ｱﾗｲ ﾀｲｲﾁ 佐野市役所 0:56:34
64 13041 向田 均 ﾑｶﾀﾞ ﾋﾄｼ 0:56:49
65 13083 アカガミ ヒロシ ｱｶｶﾞﾐ ﾋﾛｼ 0:56:59
66 13081 戸塚 栄二 ﾄﾂｶ ｴｲｼﾞ ミルキーファーム 0:57:13
67 13159 児島 暁 ｺｼﾞﾏ ｻﾄﾙ こじま歯科 0:57:35
68 13094 中田 喜之 ﾅｶﾀ ﾖｼﾕｷ 0:58:05
69 13176 大嶋 豊 ｵｵｼﾏ ﾕﾀｶ 0:58:11
70 13076 瀬戸 宏文 ｾﾄ ﾋﾛﾌﾐ 0:58:12
71 13163 武藤 暢光 ﾑﾄｳ ﾉﾌﾞﾐﾂ 0:58:24
72 13178 髙橋 龍矢 ﾀｶﾊｼ ﾘｭｳﾔ 0:58:26
73 13153 木村 亘 ｷﾑﾗ ﾜﾀﾙ 0:58:30
74 13103 澤野 公彦 ｻﾜﾉ ｷﾐﾋｺ 0:59:23
75 13006 市野 勝昌 ｲﾁﾉ ｶﾂﾏｻ 入船テクニカ 0:59:49
76 13056 ｏｈａｓｈｉ ｔｏｓｈｉｒｏ ｵｵﾊｼ ﾄｼﾛｳ （株）冨永調査 0:59:55
77 13188 三橋 敦 ﾐﾂﾊｼ ｱﾂｼ 群響 1:00:18
78 13069 田中 康夫 ﾀﾅｶ ﾔｽｵ ＯＴＣＣ 1:00:19
79 13157 飯野 孝雄 ｲｲﾉ ﾀｶｵ 1:00:48
80 13108 定本 健一郎 ｻﾀﾞﾓﾄ ｹﾝｲﾁﾛｳ ＹＤＥＮ 1:01:59
81 13104 臼田 匡佑 ｳｽﾀﾞ ｷｮｳｽｹ 1:03:16
82 13149 平賀 健司 ﾋﾗｶﾞ ｹﾝｼﾞ 1:03:34
83 13141 大喜多 泰 ｵｵｷﾀ ﾔｽｼ 1:04:00
84 13004 住谷 安彦 ｽﾐﾔ ﾔｽﾋｺ 高流会 1:04:07
85 13010 石渡 秀幸 ｲｼﾜﾀﾘ ﾋﾃﾞﾕｷ 1:05:01
86 13182 田村 健 ﾀﾑﾗ ﾀｹｼ ＬｉｘｉＬ 1:05:47
87 13096 寺村 誠 ﾃﾗﾑﾗ ﾏｺﾄ 1:06:30
88 13044 鹿島 学 ｶｼﾏ ﾏﾅﾌﾞ 1:08:01
89 13052 髙木 俊之 ﾀｶｷﾞ ﾄｼﾕｷ 1:08:05
90 13145 坂本 一人 ｻｶﾓﾄ ｶｽﾞﾋﾄ 1:09:02
91 13005 後閑 健一 ｺﾞｶﾝ ｹﾝｲﾁ 高流会 1:10:01
92 13134 西田 拓人 ﾆｼﾀﾞ ﾀｸﾄ アニメイト 1:10:05
93 13037 宮下 昌良 ﾐﾔｼﾀ ﾏｻﾖｼ 1:10:45
94 13007 飯塚 秀男 ｲｲﾂﾞｶ ﾋﾃﾞｵ 入船テクニカ 1:11:01
95 13024 芝﨑 康行 ｼﾊﾞｻﾞｷ ﾔｽﾕｷ サイカイング・ロード 1:11:06
96 13129 佐藤 篤志 ｻﾄｳ ｱﾂｼ 1:11:35
97 13022 鳴海 京一郎 ﾅﾙﾐ ｹｲｲﾁﾛｳ 1:11:49
98 13148 井関 千暁 ｲｾｷ ﾁｱｷ 1:12:18
99 13031 萩原 淳 ﾊｷﾞﾜﾗ ｼﾞｭﾝ ふじさん 1:12:58

100 13154 富岡 優 ﾄﾐｵｶ ｽｸﾞﾙ 無職 1:13:55

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



榛名神社コース男子高校生以上

順位 No. 氏 名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属ｸﾗﾌﾞ 記 録

101 13042 古宮 元文 ｺﾐﾔ ﾓﾄﾌﾐ 1:14:39
102 13040 本多 知明 ﾎﾝﾀﾞ ﾄﾓｱｷ ローボーイ 1:15:21
103 13167 大根 純 ｵｵﾈ ｼﾞｭﾝ 1:15:45
104 13136 時田 碧生 ﾄｷﾀ ﾀﾏｷ 1:16:40
105 13135 時田 昌彦 ﾄｷﾀ ﾏｻﾋｺ 1:16:41
106 13120 杉田 康幸 ｽｷﾞﾀ ﾔｽﾕｷ 1:16:52
107 13003 長壁 貴裕 ｵｻｶﾍﾞ ﾀｶﾋﾛ 群馬トヨペット 1:18:15
108 13002 五十嵐 謙 ｲｶﾞﾗｼ ｹﾝ ネッツトヨタ群馬（株） 1:18:30
109 13008 黛 恭平 ﾏﾕｽﾞﾐ ｷｮｳﾍｲ 入船テクニカ 1:18:38
110 13045 高橋 学 ﾀｶﾊｼ ﾏﾅﾌﾞ 1:18:41
111 13200 樋口 正吉 ﾋｸﾞﾁ ﾏｻﾖｼ 1:19:34
112 13194 民部田 亘 ﾐﾌﾞﾀ ﾜﾀﾙ 1:20:52
113 13201 杉澤 秀文 ｽｷﾞｻﾜ ﾋﾃﾞﾌﾐ 群馬日産自動車（株） 1:22:08
114 13100 西川 典男 ﾆｼｶﾜ ﾉﾘｵ リクシル 1:23:02
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