
榛名湖コース男子60歳代

順位 No. 氏 名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属ｸﾗﾌﾞ 記 録

1 2089 岡田 隆司 ｵｶﾀﾞ ﾀｶｼ 0:44:56
2 3008 河西 強 ｶｻｲ ﾂﾖｼ 0:50:27
3 4175 蔵野 隆洋 ｸﾗﾉ ﾀｶﾋﾛ リベルタス 0:52:15
4 3006 小野 忠 ｵﾉ ﾀﾀﾞｼ パインヒルズ９０ 0:52:41
5 4024 野口 清 ﾉｸﾞﾁ ｷﾖｼ 0:53:55
6 3062 内海 晴男 ｳﾂﾐ ﾊﾙｵ ＨＡＲＰ．ＲＣ 0:54:04
7 3124 立川 満 ﾀﾁｶﾜ ﾐﾂﾙ ラバネロ 0:54:19
8 4033 杉崎 隆志 ｽｷﾞｻﾞｷ ﾀｶｼ 0:54:21
9 3187 永田 久雄 ﾅｶﾞﾀ ﾋｻｵ チーム・フオルツァ！ 0:55:18

10 4008 内田 潤 ｳﾁﾀﾞ ｼﾞｭﾝ 大福屋 0:56:41
11 5164 石川 宏行 ｲｼｶﾜ ﾋﾛﾕｷ 0:57:22
12 4160 高田 昭 ﾀｶﾀﾞ ｱｷﾗ チームマリアローザ 0:57:47
13 5121 斉藤 信之 ｻｲﾄｳ ﾉﾌﾞﾕｷ ノブテック 0:58:17
14 5053 関口 操 ｾｷｸﾞﾁ ﾐｻｵ 0:58:35
15 6015 渡辺 照彦 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾃﾙﾋｺ 0:58:38
16 5154 箱 隆之 ﾊｺ ﾀｶﾕｷ チームＳＵＢ３ 0:59:39
17 4084 高橋 克和 ﾀｶﾊｼ ﾖｼｶｽﾞ 0:59:47
18 6126 高木 豊 ﾀｶｷﾞ ﾕﾀｶ 桐生青果 1:00:17
19 4145 中沢 正樹 ﾅｶｻﾞﾜ ﾏｻｷ ファーストバイシクル 1:00:24
20 4179 飯田 実 ｲｲﾀﾞ ﾐﾉﾙ 1:00:30
21 5162 佐藤 之俊 ｻﾄｳ ﾕｷﾄｼ 1:00:44
22 5013 郷野 進 ｺﾞｳﾉ ｽｽﾑ チームワイ 1:01:21
23 7048 桂木 俊哉 ｶﾂﾗｷﾞ ﾄｼﾔ 1:01:27
23 9177 眞下 直志 ﾏｼﾓ ﾅｵｼ 1:01:27
25 6049 佐々木 裕 ｻｻｷ ﾕﾀｶ 1:01:29
26 5130 中村 圭志 ﾅｶﾑﾗ ｹｲｼﾞ 1:01:32
27 8134 谷 義夫 ﾀﾆ ﾖｼｵ 1:01:46
28 6017 栗原 義英 ｸﾘﾊﾗ ﾖｼﾋﾃﾞ 喜輪児 1:02:13
29 4121 川島 和彦 ｶﾜｼﾏ ｶｽﾞﾋｺ ＴＲＣパナマレッズ 1:03:03
30 8055 筧田 司 ﾄｲﾀﾞ ﾂｶｻ 1:03:21
31 4184 山森 一幸 ﾔﾏﾓﾘ ｶｽﾞﾕｷ スズパワー 1:03:25
32 5037 高橋 一 ﾀｶﾊｼ ﾏｺﾄ 1:03:27
33 6022 大塚 敏晃 ｵｵﾂｶ ﾄｼｱｷ チーム輪持久業 1:03:32
34 7129 横田 裕一 ﾖｺﾀ ﾕｳｲﾁ 1:03:38
35 8198 小林 賢司 ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝｼﾞ 1:03:51
36 6130 今井 龍二 ｲﾏｲ ﾘｭｳｼﾞ 思い出ロードチーム 1:04:06
37 8174 井谷 幸一 ｲﾀﾆ ｺｳｲﾁ 1:04:16
38 11144 高野 博 ﾀｶﾉ ﾋﾛｼ 1:04:46
39 9067 月田 浩二 ﾂｷﾀﾞ ｺｳｼﾞ 1:05:00
40 8023 坂本 正樹 ｻｶﾓﾄ ﾏｻｷ ＪＯＭＯレーシング 1:05:21
41 10064 青山 圭介 ｱｵﾔﾏ ｹｲｽｹ ＴｅａｍＡＯ 1:05:30
42 5040 吉田 新一 ﾖｼﾀﾞ ｼﾝｲﾁ 1:05:38
43 7080 浅野 博 ｱｻﾉ ﾋﾛｼ トップギア 1:05:46
44 6120 堀住 浩一 ﾎﾘｽﾞﾐ ﾋﾛｲﾁ ろーたす＆スズパ 1:05:47
45 7073 永井 安弘 ﾅｶﾞｲ ﾔｽﾋﾛ ペペローニシンセキ 1:06:43
46 3177 土屋 宏人 ﾂﾁﾔ ﾋﾛﾄ 内房レーシングクラブ 1:06:50
47 6128 戸辺 徹 ﾄﾍﾞ ﾄｵﾙ 1:06:58
48 11059 山中 敏行 ﾔﾏﾅｶ ﾄｼﾕｷ 1:07:18
49 8015 山口 峰夫 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐﾈｵ 1:07:20
50 8056 加藤 弘 ｶﾄｳ ﾋﾛｼ なし 1:07:36

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



榛名湖コース男子60歳代

順位 No. 氏 名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属ｸﾗﾌﾞ 記 録

51 9108 小澤 立志 ｵｻﾞﾜ ﾀﾂｼ 五中 1:07:53
52 9034 花田 和之 ﾊﾅﾀﾞ ｶｽﾞﾕｷ サイクルミノル 1:08:19
53 8097 小松 正 ｺﾏﾂ ﾀﾀﾞｼ ガッチャンくん 1:09:05
54 7139 平澤 建夫 ﾋﾗｻﾜ ﾀｹｵ 日本精工 1:09:13
55 8122 森永 二郎 ﾓﾘﾅｶﾞ ｼﾞﾛｳ メカ屋さん 1:09:27
56 5168 糸賀 保明 ｲﾄｶﾞ ﾔｽｱｷ ニコン横須賀 1:09:31
57 8200 東林 宏之 ﾄｳﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾕｷ 1:09:59
58 9097 江見 明彦 ｴﾐ ｱｷﾋｺ トヨタＳ＆Ｄ西東京 1:10:03
59 8039 村上 幸二郎 ﾑﾗｶﾐ ｺｳｼﾞﾛｳ 1:10:04
60 12163 池田 和弘 ｲｹﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ ＯＴＣＣ 1:10:20
61 12154 箱田 敬三 ﾊｺﾀﾞ ｹｲｿﾞｳ りく＆とも太 1:10:21
62 6103 須藤 欣司 ｽﾄｳ ｷﾝｼﾞ 1:10:25
63 8083 村本 武則 ﾑﾗﾓﾄ ﾀｹﾉﾘ かねこれーしんぐ 1:11:19
64 9081 川畑 幸雄 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾕｷｵ 鈴鹿チャリダー 1:12:06
65 9106 髙橋 覚 ﾀｶﾊｼ ｻﾄﾙ 1:12:16
66 8153 今井 秀和 ｲﾏｲ ﾋﾃﾞｶｽﾞ ストラップス 1:12:58
67 8144 黒岩 晃 ｸﾛｲﾜ ｱｷﾗ 1:13:20
68 9089 榎本 秀樹 ｴﾉﾓﾄ ﾋﾃﾞｷ 上毛レーシング 1:13:23
69 11007 舩津 智正 ﾌﾅﾂ ﾄﾓﾏｻ ディライトバイク 1:14:14
70 10028 島崎 昭一 ｼﾏｻﾞｷ ｼｮｳｲﾁ 1:14:15
71 9191 戸口 淳 ﾄｸﾞﾁ ｱﾂｼ 1:15:00
72 9132 坂井 康良 ｻｶｲ ﾔｽﾖｼ 1:15:17
73 8135 岡田 幸宏 ｵｶﾀﾞ ﾕｷﾋﾛ 1:15:38
74 8167 斎藤 俊由紀 ｻｲﾄｳ ﾄｼﾕｷ 富岡市民吹奏楽団 1:15:56
75 5131 倉持 信吾 ｸﾗﾓﾁ ｼﾝｺﾞ 1:16:03
76 10001 星 浩一 ﾎｼ ﾋﾛｶｽﾞ 1:16:14
77 6113 田辺 貢 ﾀﾅﾍﾞ ﾐﾂｷﾞ 1:16:33
78 9149 平本 信夫 ﾋﾗﾓﾄ ﾉﾌﾞｵ 1:16:36
79 12091 中林 祥樹 ﾅｶﾊﾞﾔｼ ﾖｼｷ 1:17:04
80 11033 飯塚 和之 ｲｲﾂﾞｶ ｶｽﾞﾕｷ ＯＪＩＭＡ 1:17:14
81 8142 新井 一夫 ｱﾗｲ ｶｽﾞｵ 1:17:26
82 8143 黒澤 徹 ｸﾛｻﾜ ﾄｵﾙ 1:18:02
83 8190 金谷 哲哉 ｶﾅﾔ ﾃﾂﾔ サイカイング 1:18:19
84 8186 鈴木 和宏 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾋﾛ 1:18:21
85 10124 日野原 定 ﾋﾉﾊﾗ ｼﾞｮｳ 1:18:22
86 12045 狩野 稔 ｶﾉｳ ﾐﾉﾙ スプラッシュ 1:18:35
87 9179 鈴木 正則 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾉﾘ 1:18:36
88 12149 中田 陽 ﾅｶﾀﾞ ｱｷﾗ 1:18:43
89 9074 澤井 康 ｻﾜｲ ﾔｽｼ Ｔｅａｍ Ｓｈｉｍｚ 1:18:54
90 8194 吉田 幸男 ﾖｼﾀﾞ ﾕｷｵ 群馬惑惑倶楽部 1:19:00
91 11028 米川 隆 ﾖﾈｶﾜ ﾀｶｼ 1:19:01
92 3155 牛嶋 栄次 ｳｼｼﾞﾏ ｴｲｼﾞ セマス新松戸 1:19:21
93 9072 根本 孝七 ﾈﾓﾄ ｺｳｼﾁ フレンド商会善福寺 1:19:24
94 10069 吉田 伊知郎 ﾖｼﾀﾞ ｲﾁﾛｳ 1:19:37
95 7108 齋藤 裕幸 ｻｲﾄｳ ﾋﾛﾕｷ てくのろくらぶ 1:20:18
95 7136 飯塚 厚仁 ｲｲﾂﾞｶ ｺｳｼﾞ ブルーファイヤーズ 1:20:18
97 10181 三ツ木 文夫 ﾐﾂｷﾞ ﾌﾐｵ 1:20:42
97 12108 野村 章 ﾉﾑﾗ ｱｷﾗ アールシーホボ 1:20:42
99 8161 松本 俊司 ﾏﾂﾓﾄ ｼｭﾝｼﾞ 明治学院ＯＢ会 1:21:08

100 8079 飯塚 幸一 ｲｲﾂﾞｶ ｺｳｲﾁ 痛筋快足 1:21:35
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101 8158 若田部 健次 ﾜｶﾀﾍﾞ ｹﾝｼﾞ 手賀沼自転車倶楽部 1:21:42
102 9024 阪本 茂樹 ｻｶﾓﾄ ｼｹﾞｷ 高崎トライアスロン 1:21:54
103 10046 林 偉明 ﾊﾔｼ ﾋﾃﾞｱｷ 1:22:09
104 10136 三田 博之 ﾐﾀ ﾋﾛﾕｷ ダイヤゴム 1:23:39
105 8074 木村 正利 ｷﾑﾗ ﾏｻﾄｼ チームヒジリ 1:23:43
106 10002 片岡 達之 ｶﾀｵｶ ﾀﾂﾕｷ エコワン 1:23:46
107 11087 吉田 聖二郎 ﾖｼﾀﾞ ｾｲｼﾞﾛｳ 吉田家 1:23:51
108 10039 勝山 均 ｶﾂﾔﾏ ﾋﾄｼ 1:24:20
109 9197 鹿野 芳彦 ｶﾉ ﾖｼﾋｺ 1:25:23
110 10141 近藤 隆 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｶｼ 高瀬整形外科ＢＣ 1:25:28
111 10188 戸塚 正幸 ﾄﾂｶ ﾏｻﾕｷ 1:25:48
112 9127 西股 健一 ﾆｼﾏﾀ ｹﾝｲﾁ マグーカフェ 1:26:29
113 11115 青木 哲也 ｱｵｷ ﾃﾂﾔ 1:26:32
114 7062 柳沢 勝紀 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｶﾂﾉﾘ 1:26:42
115 10084 岩崎 利明 ｲﾜｻｷ ﾄｼｱｷ ネッツトヨタ群馬(株) 1:26:48
116 11020 松下 和隆 ﾏﾂｼﾀ ｶｽﾞﾀｶ 1:27:39
117 10146 勅使河原 浩 ﾃｼｶﾞﾜﾗ ﾋﾛｼ 1:28:08
118 8145 上條 仁 ｶﾐｼﾞｮｳ ﾋﾄｼ とね輪クラブ 1:28:21
119 9175 山本 倫一郎 ﾔﾏﾓﾄ ﾘﾝｲﾁﾛｳ 銀悠会 1:29:08
120 11063 古屋 森正 ﾌﾙﾔ ﾓﾘﾏｻ 芙蓉設計事務所 1:29:33
121 8090 岩崎 浩 ｲﾜｻｷ ﾋﾛｼ キリンちゃん 1:29:55
121 12015 川永 才人 ｶﾜﾅｶﾞ ｻｲﾄ 1:29:55
123 11034 横倉 秀典 ﾖｺｸﾗ ﾋﾃﾞﾉﾘ ＯＪＩＭＡ 1:30:25
124 10180 吉田 之夫 ﾖｼﾀﾞ ﾕｷｵ 走れガッツクン 1:30:38
125 11136 梶原 秀雄 ｶｼﾞﾜﾗ ﾋﾃﾞｵ 鉄人２８号 1:31:17
126 12177 田口 和宏 ﾀｸﾞﾁ ｶｽﾞﾋﾛ 1:31:42
127 9083 槇 正治 ﾏｷ ﾏｻﾊﾙ 1:32:40
128 6026 小幡 博史 ｵﾊﾞﾀ ﾋﾛｼ リベルタス 1:33:24
129 12110 田代 博三 ﾀｼﾛ ﾋﾛﾐ サーフ伊勢崎 1:34:18
130 11119 湯浅 浩明 ﾕｱｻ ﾋﾛｱｷ 1:34:49
131 12169 吉村 充弘 ﾖｼﾑﾗ ﾐﾂﾋﾛ 1:36:11
132 11105 土方 康郎 ﾋｼﾞｶﾀ ﾔｽｵ 1:36:39
133 11055 植木 健一 ｳｴｷ ｹﾝｲﾁ 1:39:14
134 6123 横田 隆一 ﾖｺﾀ ﾘｭｳｲﾁ ＷＢＣ 1:39:52
135 11024 伊香 誠 ｲｺｳ ﾏｺﾄ 和田サイクル 1:40:10
136 12051 堀口 久 ﾎﾘｸﾞﾁ ﾋｻｼ 国立のぞみの園 1:44:34
137 10149 村 信幸 ﾑﾗ ﾉﾌﾞﾕｷ 1:45:04
138 11183 若林 稔 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾐﾉﾙ 若林技研 1:45:51
139 12152 渡邉 直樹 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅｵｷ ＳＰＥＲＡＮＺＡ 1:52:43
140 10182 中島 良文 ﾅｶｼﾞﾏ ﾖｼﾌﾐ 1:57:11
141 11023 石井 主税 ｲｼｲ ﾁｶﾗ 1:59:11
142 9047 嶋野 剛 ｼﾏﾉ ﾀｹｼ 2:00:07
143 4010 保志名 博 ﾎｼﾅ ﾋﾛｼ 2:36:05

令和04年5月22日

第10回榛名山ヒルクライム in 高崎
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